
比較の基礎・moreとmost等（１）No.1

【１】各組の英文を下線部の語に注意して日本語に訳し

なさい。

1)a)This question is difficult.

b)This question is more difficult than that one.

2)a)Ken answered the question quickly.

b)Ken answered the question the most quickly in his

class.

3)a)Baseball is popular .

b)Baseball is more popular than sumo.

4)a)This mountain is beautiful.

b)This mountain is the most beautiful in Japan.

【２】日本文に合うように（ ）に適語を入れなさい。

1)この選手はあの選手よりも有名です。

This player is ( )( )( ) that player.

2)この本はあの本よりも面白かった。

This book was ( )( )( ) that one.

3)マイクはトムより注意深い。

Mike is ( )( )( ) Tom.

4)この写真はあの写真よりずっと素晴らしい。

This picture is much ( )( )( ) that one.

5)健は太郎よりもゆっくり歩いています。

Ken is walking ( )( )( ) Taro.

6)もっと注意深く私の言うことを聞きなさい。

Listen to me ( )( ).

【３】日本文に合うように（ ）に適語を入れなさい。

1)これは若者の間で、今、最も人気のある本です。

This is ( )( )( )book among young people now.

2)彼は日本で最も有名なサッカー選手です。

He is ( )( )( ) soccer player in Japan.

3)誠は私達全員の中で最も注意深い。

Makoto is ( )( )( ) of us all.

4)これはこの課で最も重要な問題です。

This is ( )( )( ) problem in this lesson.

5)恵子は７人の中で最もゆっくり走っています。

Keiko is running ( )( )( ) of the seven.

6)父は家族の中で最も注意深く車を運転します。

My father drives a car ( )( )( ) in my family.

【４】例にならって各文を「～と同じくらい―だ」とい

う意味の文に書き換え、更に日本語に訳しなさい。

（例）Taro is tall.（Ken）→ Taro is as tall as Ken.

1)My bag is old.（this one）

2)Question 1 is easy.（Question 2）
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【１】difficultや beautifulなど長い単語の比較級には more

をつけ、最上級には the mostを付けることに注意。

1)a)この質問は難しい。

b)この質問はあの質問よりも難しい。

2)a)健はその質問に素早く答えた。

b)健はその質問に彼のクラスで一番素早く答えた。

3)a)野球は人気がある。

b)野球は相撲よりも人気がある。

4)a)この山は美しい。

b)この山は日本で一番美しい。

【２】

1)more famous than

2)more interesting than

3)more careful than

4)more wonderful than

5)more slowly than

6)more carefully

【３】

1)the most popular

2)the most famous

3)the most careful

4)the most important

5)the most slowly

6)the most carefully

【４】

1)My bag is as old as this one. 私のカバンはこのカバン

と同じくらい古い。

2)Question 1 is as easy as Question 2. 問題１は問題２と

同じくらい易しい。



比較の基礎・moreとmost等（１）No.2

3)Ken can run fast.（Makoto）

4)Mr. Ikeda works hard.（Mr. Yamada）

【５】次の日本文に合うように（ ）内の語を並べ替え、

英文を完成しなさい。

1)私の母は私の父と同じくらい忙しい。

My mother is (as / as / my father / busy).

2)トムはマイクと同じくらい一生懸命に勉強します。

Tom studies (Mike / hard / as / as).

3)浅間山は富士山ほど高くありません。

Mt. Asama is not (high / as / Mt. Fuji / as).

4)由美子は恵子ほど速く泳げません。

Yumiko cannot swim (fast / as / Keiko / as).

【６】（ ）内の語を後に付けて、「～ほど―」でないと

言う意味の英文にし、更にそれを日本語にしなさい。

1)Taro is tall. (Ken)

2)My bag is old. (this one)

3)Question 1 is easy. (Question 2)

4)Mr. Ikeda works hard. (Mr. Yamada)

【７】次の日本語を英語に変えなさい。

1)a)この家はあの家よりも大きい。

b)あの家はこの家よりも小さい。

c)この家はあの家ほど小さくない。

2)a)僕の鉛筆はマイクのものよりも長い。

b)マイクの鉛筆は僕のものよりも短い。

c)僕の鉛筆はマイクのものほど短くない。

3)a)私の母は私の姉より早く起きる。

b)私の姉は私の母より遅く起きる。

c)私の母は私の姉ほど遅く起きない。
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3)Ken can run as fast as Makoto. 健は誠と同じくらい速

く走る。

4)Mr. Ikeda works as hard as Mr. Yamada. 池田氏は山

田氏と同じくらい一生懸命働く。

【５】

1)as busy as my father

2)as hard as Mike

3)as high as Mt. Fuji

4)as fast as Keiko

【６】

1)Taro is not as tall as Ken. 太郎は健ほど背が高くな

い。

2)My bag is not as old as this one. 私のカバンはこのカ

バンほど古くない。

3)Question 1 is not as easy as Question 2. 問題１は問題

２ほど易しくない。

4)Mr. Ikeda does not work as hard as Mr. Yamada. 池田

氏は山田氏ほど一生懸命働きません。

【７】

1)a)This house is larger than that one.

b)That house is smaller than this one.

c)This house is not as small as that one.

2)a)My pencil is longer than Mike’s.

b)Mike’s pencil is shorter than mine.

c)My pencil is not as short as Mike’s.

3)a)My mother gets up earlier than my sister.

b)My sister gets up later than my mother.

c)My mother does not get up as late as my sister.


