
比較の基礎・moreとmost等（２）No.1

【１】次の日本文に合うように（ ）内に適語を入れな

さい。

1)この絵はあの絵よりも美しい。

This picture is ( )( )( ) that one.
2)太郎は健よりも注意深い。

Taro is ( )( )( ) Ken.
3)この歌はあの歌よりも有名です。

This song is ( )( )( ) that one.
4)もっとゆっくり話してくれませんか。

Will you speak ( )( )?
【２】次の日本文に合うように（ ）内に適語を入れな

さい。

1)これは３つの中で も重要な問題です。

This is ( )( )( ) problem of the three.
2)これはそれら全ての中で一番面白い本です。

This is ( )( )( ) book of them all.
3)今、日本で一番人気のある歌手は誰ですか。

Who is ( )( )( ) singer in Japan now?
4)私の母は私の家族の中で一番注意深く車を運転しま

す。

My mother drives a car ( )( )( ) in my family.
5)太郎は彼のクラスの中で一番素早くその質問に答えま

した。

Taro answered the question ( )( )( ) in his class.
【３】次の日本文に合うように（ ）内の語を並べ替え

て、英文を完成しなさい。

1)太郎は健と同じ年です。

Taro is (as / as / Ken / old).
2)マイクはトムと同じくらい速く走ることが出来ます。

Mike can run (Tom / fast / as / as).
3)私は私の姉ほど背が高くありません。

I am not (tall / as / my sister / as).
4)私は私の母ほど早く起きません。

I don't get up (my mother / early / as / as).
【４】下線部の語に注意して、全文を日本語に訳しなさ

い。

1)a)Your garden is beautiful.
b)Your garden is more beautiful than mine.

2)a)Please tell me a lot about your country.

b)Please tell me more about your country.
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【１】

1)more beautiful than

2)more careful than

3)more famous than

4)more slowly

【２】

1)the most important

2)the most interesting

3)the most popular

4)the most carefully

5)the most quickly

【３】

1)as old as Ken

2)as fast as Tom

3)as tall as my sister

4)as early as my mother

【４】

1)a)あなたの庭は美しい。

b)あなたの庭は私のものより美しい。

2)a)どうぞ私にあなたの国について沢山教えてくださ

い。（a lot「沢山」）

b)どうぞ私にあなたの国についてもっと教えてくださ

い。（more には beautiful などと一緒に使う用法の他

に単独で使って「もっと」という意味になる使い方

があることに注意。）
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3)a)Tom is running slowly.
b)Tom is running the most slowly of the eight.

4)a)Many people can speak English in my country.
b)Most people can speak English in my country.

【５】日本文に合うように空欄に適する語句を入れ、英

文を完成しなさい。

1)この花はあの花よりも美しい。

This flower is that one.
2)この問題はあの問題よりも重要です。

This problem is that one.
3)この本はあの本よりもずっと面白い。

This book is much that one.
4)もっと注意深く運転してくれませんか。

Will you drive ?
5)富士山は日本で も有名な山です。

Mt. Fuji is mountain in Japan.
6)これは若者の間で今、 も人気のある歌です。

This is song among young people
now.

7)由美は８人の中で一番ゆっくりと泳いでいます。

Yumi is swimming of the eight.
8)正男は彼のクラスの中で一番素早くその質問に答えま

した。

Masao answered the question in his
class.

【６】（ ）内の語を文末に付け、as ～ as を使って各文

を書き換え、更にそれを日本語に訳しなさい。

1)My dog is big. (this one)

2)My bike is new. (yours)

3)My father usually gets up early. (my mother)

4)Ken watched TV long last night. (Taro)

5)This pencil is not long. (that one)

6)John can not speak Japanese well. (Nancy)

7)My brother can not swim fast. (my father)
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3)a)トムはゆっくり走っている。

b)トムは８人の中で一番ゆっくり走っている。

4)a)私の国では多くの人々が英語を話せます。

b)私の国では大抵の人々が英語を話せます。（most に

は beautiful などと一緒に使って「１番～」という

意味になる用法以外に、単独で使って「大抵の」と

いう意味になる使い方があることに注意。）

【５】

1)more beautiful than

2)more important than

3)more interesting than

4)more carefully

5)the most famous

6)the most popular

7)the most slowly

8)the most quickly

【６】

1)My dog is as big as this one. 私の犬はこの犬と同じく

らい大きい。

2)My bike is as new as yours. 私の自転車はあなたのも

のと同じくらい新しい。

3)My father usually gets up as early as my mother. 私の

父は大抵、私の母と同じくらい早く起きます。

4)Ken watched TV as long as Taro last night. 昨夜、健は

太郎と同じくらい長くテレビを見ました。

5)This pencil is not as long as that one. この鉛筆はあの

鉛筆ほど長くない。

6)John can not speak Japanese as well as Nancy. ジョン

はナンシーほど上手に日本語を話せない。

7)My brother can not swim as fast as my father. 僕の兄は

僕の父ほど速く泳げない。


