
比較の基礎・「～よりも―」（２）No.1

【１】日本語に合うように英文を完成しなさい。

1)２月は９月よりも寒い。

February is September.

2)この教室はあの教室よりも清潔だ。

This classroom is that one.

3)由紀は香代よりも速く泳げる。

Yuki can swim Kayo.

4)この鉛筆はあの鉛筆よりも長い。

This pencil is that one.

5)兄の車は父のものよりも新しい。

My brother's car is my father's.

6)今年は去年より雪がたくさん降りました。

We had snow this year last year.

7)父は母より忙しい。

My father is my mother.

8)この猫はあの猫よりも小さい。

This cat is that one.

9)私達の学校は女子より男子の方が多い。

There are boys girls in our school.

10)あなたの辞書は私のものより良い。

Your dictionary is mine.

11)昨日は今日より暑かった。

Yesterday was today.

12)私は夕べ兄より遅く寝ました。

I went to bed my brother last night.

13)健は吉夫よりも上手に歌います。

Ken sings Yoshio.

【２】much に注意して、各文を日本語に訳しなさい。

1)I don't have much money with me.

2)Did he work much last week?

3)This doll is much prettier than that one.

【３】（ ）内の日本語を英語に直して、各文を完成し

なさい。

1)Mike is (トムより背が高い).

2)My watch is (あなたのものより古い).

3)This ball is (あのボールよりも丈夫です).

4)My mother always gets up (父より早く).

5)February is (１月よりも短い).

6)This week is (先週より寒い).

7)My sister's room is (私のより清潔です).
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【１】

1)colder than

2)cleaner than

3)faster than

4)longer than

5)newer than

6)more / than

7)busier than （「子音字＋ y」で終わる単語は yを取っ

て ier をつけることに注意）

8)smaller than

9)more / than （many - moreの変化に注意）

10)better than （good - betterの変化に注意）

11)hotter than （「短母音＋子音字」で終わる語は子音

字を重ねることに注意）

12)later than （lateのように eで終わる語は rだけつけ

ることに注意）

13)better than （well - betterの変化に注意）

【２】

1)私はあまりお金の持ち合わせがない。（haveだけなら、

お金のあり場所は分からない。with me「私と一緒に」

がついて、手元に持ち合わせていることが分かる。）

2)彼は先週、たくさん働きましたか。

3)この人形はあの人形よりもずっと可愛い。（比較級を

強める「ずっと」には muchを使う。）

【３】

1)taller than Tom

2)older than yours

3)stronger than that one

4)earlier than my father（earlyの変化に注意）

5)shorter than January

6)colder than last week

7)cleaner than mine
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8)Jiro runs (浩志より速く).

【４】（ ）内の語句を並べて日本語に意味に合うよう

にしなさい。但し、下線部の語は適当な形に直すこと。

1)富士山は浅間山よりも高い。

(is / than / Mt. Fuji / Mt. Asama / high)

2)このギターは私のよりもずっと良い。

(this guitar / much / than / is / good / mine)

3)今月は先月より多くの雨が降りました。

(rain / we / last month / much / had / than / this month)

4)太郎は幸子よりも上手に絵を描きます。

(paints / well / pictures / Sachiko / Taro / than)

【５】英語に直しなさい。

1)この問題はあの問題より易しい。

2)健は太郎よりも多くの本を持っている。

3)私は今週は先週より熱心に勉強しました。
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8)faster than Hiroshi

【４】

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

2)This guitar is much better than mine.

3)We had more rain this month than last month.

4)Taro paints pictures better than Sachiko.

【５】

1)This question is easier than that one.（easy - easierに注

意）

2)Ken has more books than Taro.（many - moreに注意）

3)I studied harder this week than last week.


