
比較の基礎・「～よりも好き」等（１）No.1

【１】例にならって、各文を「Bより Aの方が好きだ」

という意味を表す文に書き換え、更にそれを日本語に

しなさい。

（例）I like math.（English）→ I like math better than

English. 私は英語より数学が好きです。

1)I like dogs. (cats)

2)I like football. (basketball)

3)He likes apples. (oranges)

4)He likes winter. (summer)

【２】例にならって、各文を「Aが一番好きだ」という

意味の文に書き換え、更にそれを日本語にしなさい。

（例）I like math. (of all subjects) → I like math the best

of all subjects. 私は全ての科目の中で数学が一番

好きです。

1)I like dogs. (of all animals)

2)I like football. (of all sports)

3)He likes apples. (of all fruits)

4)He likes winter. (of all seasons)

【３】下線部に注意して各文を日本語にしなさい。

1)Which is newer , this computer or that one?

2)Mt. Fuji is higher than any other moutain in Japan.

3)Tokyo is one of the biggest cities in the world.

4)I am five centimeters taller than my mother.

5)More and more people are coming to Japan.

【４】次の日本語を英語に直しなさい。

1)私は猫よりも犬が好きです。

2)私の兄は音楽よりも理科が好きです。

3)彼の父は野球よりもサッカーが好きです。

4)彼女は秋よりも春が好きです。

5)僕は全ての科目の中で英語が一番好きです。

6)彼の弟は全てのスポーツの中でサッカーが一番好きで

す。

7)私の母は全ての季節の中で秋が一番好きです。
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【１】

1)I like dogs better than cats. 私は猫より犬が好きです。

2)I like football better than basketball. 私はバスケットボ

ールよりもフットボールが好きです。

3)He likes apples better than oranges. 彼はオレンジより

リンゴが好きです。

4)He likes winter better than summer. 彼は夏より冬が好

きです。

【２】

1)I like dogs the best of all animals. 私は全ての動物の中

で犬が一番好きです。

2)I like football the best of all sports. 私は全てのスポー

ツの中でフットボールが一番好きです。

3)He likes apples the best of all fruits. 彼は全ての果物の

中でリンゴが一番好きです。

4)He likes winter the best of all seasons. 彼は全ての季節

の中で冬が一番好きです。

【３】

1)このコンピュータとあのコンピュータでは、どちらが

新しいですか。

2)富士山は日本のどんな他の山よりも高い。（「比較級＋

than any other＋単数名詞」で「どんな他の～よりも」）

3)東京は世界で最も大きい都市の内の１つです。（「one

of～」で「～の内の１つ」）

4)僕は僕の母より５センチ背が高い。

5)ますます多くの人々が日本へやってきています。（「比

較級＋比較級」で「ますます～」）

【４】

1)I like dogs better than cats.

2)My brother likes science better than music.

3)His father likes soccer better than baseball.

4)She likes spring better than autumn.

5)I like English the best of all subjects.

6)His brother likes soccer the best of all sports.

7)My mother likes autumn the best of all seasons.
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8)僕の妹は全ての果物中でオレンジが一番好きです。

【５】例を参考にして、各文を英語にしなさい。

（例）Which do you like better, dogs or cats? 犬と猫で

は、あなたはどちらの方が好きですか。

Who can run faster, Taro or Ken? 太郎と健では、

どちらの方が速く走れますか。

1)あなたは春と秋では、どちらの方が好きですか。

2)あなたは英語と数学では、どちらの方が好きですか。

3)これとあれでは、どちらの問題の方が難しかったです

か。

4)晴美と雅子では、どちらの方が背が高いですか。

5)由美と恵子では、どちらの方が英語を上手に話せます

か。

6)あなたとあなたのお姉さんでは、どちらの方がバッグ

を多く持っていますか。

【６】例に参考にして各文を比較級を使って書き換え、

更にその書き換えた文を日本語にしなさい。

（例）This is the longest pencil in this box. これはこの

箱の中で一番長い鉛筆です。

→ This is longer than any other pencil in this box.

これはこの箱の中のどんな他の鉛筆よりも長い。

1)This is the prettiest picture in this album.

2)This is the best camera in this shop.

3)This is the most famous street in Kyoto.

4)Yumi can run the fastest of all the girls in her class.

5)Taro cleaned the classroom the hardest of all the students

in his class.
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8)My sister likes oranges the best of all fruits.

【５】同じ「どちらが」とは言っても、物なら which、

人間なら whoを使うことに注意。

1)Which do you like better, spring or autumn?

2)Which do you like better, English or math?

3)Which question was more difficult, this or that?

4)Who is taller, Harumi or Masako?

5)Who can speak English better, Yumi or Keiko?

6)Who has more bags, you or your sister?

【６】than any otherの後には単数形の名詞が来ること

に注意すること。

1)This is prettier than any other picture in this album. こ

れはこのアルバムの中のどんな他の写真よりも綺麗で

す。

2)This is better than any other camera in this shop. これ

はこの店の中のどんな他のカメラよりも良い。

3)This is more famous than any other street in Kyoto. こ

こは京都のどんな他の通りよりも有名です。

4)Yumi can run faster than any other girl in her class. 由

美は彼女のクラスのどんな他の少女よりも速く走れま

す。

5)Taro cleaned the classroom harder than any other student

in his class. 太郎は彼のクラスのどんな他の生徒より

も一生懸命教室を掃除した。


