
比較の基礎・「～よりも―」（１）No.1

【１】次の各組の英文を、斜体字の部分に気をつけて日

本語に訳しなさい。

1)a)My pencil is long.

b)My pencil is longer than yours.

2)a)This house is new.

b)This house is newer than that one.

3)a)I studied hard.

b)I studied harder than Kenji.

【２】日本文に合うように（ ）から適語を選びなさい。

1)母は父より忙しい。

My mother is (busy / busyer / busier) than my father.

2)このバッグはあのバッグよりも丈夫です。

This bag is (stronger / strong) than that one.

3)問題１は問題２よりも簡単です。

Question 1 is (easy / easier / easyer) than Question 2.

4)坂田公園は泉公園よりも綺麗です。

Sakata Park is (cleaner / clean) than Izumi Park.

5)６月は９月よりも寒い。

June is (cold / colder) than September.

6)先週は今週よりも雨が沢山降りました。

We had (more / much) rain last week than this week.

7)マイクはサムよりも速く走ることが出来ます。

Mike can run (fast / faster) than Sam.

【３】次の文に much を付け加えて、「A は B よりもず

っと～だ。」という意味の英文に書き換え、更に書き

換えた文を日本語にしなさい。

1)This bag is prettier than that one.

2)Mt. Fuji is higher than Mt. Asama.

3)Your bike is better than mine.

【４】次の各語の意味を言い、その比較級を書きなさい。

1)tall

2)old

3)pretty

4)early
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【１】

1)a)私の鉛筆は長い。

b)私の鉛筆はあなたのものよりも長い。

2)a)この家は新しい。

b)この家はあの家よりも新しい。（この文中の one は

「１つ」の意味ではなく、house の代わりに使われて

います。このように同じ名詞を繰り返さないよう

に、oneを使うことがあります。）

3)a)私は一生懸命勉強した。

b)私は健二よりも一生懸命勉強した。

【２】

1)busier

2)stronger

3)easier

4)cleaner

5)colder

6)more

7)faster

【３】

1)This bag is much prettier than that one. このカバンは

あのカバンよりもずっと可愛い。（pretty は「子音字

＋ y」で終わっているので yを取って ierをつける。）

2)Mt. Fuji is much higher than Mt. Asama. 富士山は浅

間山よりもずっと高い。

3)Your bike is much better than mine. あなたの自転車は

私のものよりもずっと良い。（goodは good - betterと

不規則な変化をする。）

【４】

1)背が高い taller

2)古い、年老いた older

3)可愛い、きれいな prettier（「子音字＋ y」で終わる

語は yを取って ierをつける。）

4)（時間的に）早く、早い earlier
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5)large

6)hot

7)hard

8)well

9)much

10)good

【５】英文を参考にして、日本語に合うような英文を完

成しなさい。

1)I am old. 私は太郎よりも年上です。

I am Taro.

2)My dog is small. 私の犬はあの犬よりも小さい。

My dog is that one.

3)My brother’s room is large. 兄の部屋は私のよりも大

きい。

My brother’s room is mine.

4)January is long. １月は２月よりも長い。

January is February.

5)This camera is good. このカメラはあのカメラよりも

良い。

This camera is that one.

6)I got up early this morning. 私は今朝、母よりも早く

起きました。

I got up my mother this morning.

7)Mike plays basketball well. マイクはトムよりも上手

にバスケットボールをします。

Mike plays basketball Tom.

【６】下線部に注意して各文を日本語に直しなさい。

1)We don’t have much snow in our country.

2)Did you study much last night?

3)I am much shorter than my father.

【７】（ ）内の日本語を英語に直して、英文を完成し

なさい。

1)This pencil is (あの鉛筆より長い).

2)Your house is (私のより大きい).

3)Today is (昨日より暑い).

4)Taro is swimming（健二より速く).

5)Your dictionary is (私のより良い).

6)My father cooks (母より上手に).

7)This month I studied (先月より熱心に).

8)Jiro has (正男よりもたくさんのペンを).
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5)広い、大きい larger（eで終わる語は rだけつける。）

6)暑い、熱い hotter（「短母音＋子音字」で終わる語は

子音字を重ねる。）

7)一生懸命、固い harder

8)よく、上手に、元気な better（不規則な変化に注意）

9)たくさん、多くの more（不規則な変化に注意）

10)良い better（不規則な変化に注意）

【５】

1)older than

2)smaller than

3)larger than

4)longer than

5)better than（不規則な変化に注意）

6)earlier than（「子音字＋ y」で終わる語は yを取って ier

をつけることに注意）

7)better than（well - betterという不規則な変化に注意）

【６】

1)私達の国ではあまり雪は降らない。（We have much

snow.で「たくさん雪が降る。」 not muchで「あまり

～でない」）

2)昨夜はたくさん勉強しましたか。

3)私は私の父よりずっと背が低い。

【７】

1)longer than that one

2)larger than mine

3)hotter than yesterday

4)faster than Kenji

5)better than mine（good - betterの変化に注意）

6)better than my mother（well - betterの変化に注意）

7)harder than last month

8)more pens than Masao（many - moreの変化に注意）
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【８】日本文に合うように（ ）内の語句を使って英文

を作りなさい。但し、下線部の語句は適する形にしな

さい。

1)この山はあの山よりも高い。

(is / than / this mountain / that one / high)

2)私の犬はこの犬よりもずっと大きい。

(my dog / much / than / is / big / this one)

3)太郎は幸子よりも遅く教室に入ってきました。

(came / the classroom / late / into / Sachiko / Taro /

than)

4)私は今週は先週よりもたくさんの本を読みました。

(books / I / last week / many / read / than / this week)

【９】英語に直しなさい。

1)由美は恵子より背が高い。

2)京都は東京よりも古い。

3)私は明日、母よりも早く起きるつもりです。
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【８】

1)This mountain is higher than that one.

2)My dog is much bigger than this one.

3)Taro came into the classroom later than Sachiko.

4)I read more books this week than last week.

【９】

1)Yumi is taller than Keiko.

2)Kyoto is older than Tokyo.

3)I will get up earlier than my mother tomorrow.


