
比較の基礎演習 ① No.1

【１】次の英語を日本語にしなさい。

① John is as tall as his brother.

as（性質を表す言葉）as ― 「―と同じくらい～」

② Mary has as many books as Kate.

as（性質を表す言葉＋名詞）as ―

「―と同じくらい～な□」

③ This cat is not as small as Mike.

not as （性質を表す言葉）as ―

「―ほど～ではない」

【２】次の各文を日本語に訳しなさい。

1)This pencil is as long as that one.

2)Nancy is as pretty as her sister.

3)That dog is as big as this one.

4)I can't run as fast as you.

5)Mt. Asama is not as high as Mt. Fuji.

6)Kenji is not as kind as you.

7)Keiko didn't make as many mistakes as I.

【３】日本語に合うように、（ ）に適する語句を入れ

なさい。

1)この橋はあの橋と同じくらいの長さです。

This bridge ( )( )( )( ) that one.

2)この問題はあの問題と同じくらい難しい。

This problem ( )( )( )( ) that one.

3)私は姉と同じくらい沢山のバッグを持っています。

I ( )( )( )( )( ) my sister.

4)マイクはジョンと同じくらい上手に泳げます。

Mike can ( )( )( )( ) John.

5)この列車は新幹線と同じくらい速く走ります。

This train ( )( )( )( ) the Shinkansen.

6)この問題はあの問題ほど易しくない。

This problem ( )( )( )( )( ) that one.

7)健は太郎ほど早く起きません。

Ken doesn't ( )( )( )( )( ) Taro.

【４】次の英語を日本語にしなさい。

① John is taller than this father.

（性質を表す言葉)er than ～「～よりも―」

比較の基礎演習 ① No.1

【１】

①ジョンは彼の兄と同じくらい背が高い。

②メアリーはケイトと同じくらい沢山の本を持ってい

る。

③この猫はミケほど小さくない。

【２】

1)この鉛筆はあの鉛筆と同じくらい長い。

2)ナンシーは彼女の姉と同じくらいかわいい。

3)あの犬はこの犬と同じくらい大きい。

4)私はあなたほど速く走れない。

5)浅間山は富士山ほど高くない。

6)健二はあなたほど親切ではない。

7)恵子は私ほど多くの間違いをしなかった。

【３】

1)is as long as

2)is as difficult as

3)have as many bags as

4)swim as well as

5)runs as fast as

6)is not as easy as

7)get up as early as

【４】

①ジョンは彼の父より背が高い。



比較の基礎演習 ① No.2

② This book is more difficult than that one.

more (性質を表す言葉）than ～「～よりも―」

③ Your watch is better than mine.

better than ～「～よりも良い」

④ I have more CDs than my brother.

more ＋名詞＋ than ～「～よりも多くの□」

⑤ Which is larger, Kyushu or Shikoku? Kyushu is.

Which is 比較級, □ or ○?

「□と○ではどちらが―ですか。」

【５】次の各文を日本語に訳しなさい。

1)I am younger than your brother.

2)This book is more interesting than that one.

3)My house is older than this one.

4)You have more pencils than I.

5)This car is better than mine.

6)Which is longer, this pencil or that one?

7)This cat is smaller than yours.

8)Sumo is more popular than judo.

9)I got up earlier than my mother this morning.

10)Who is taller, you or Nancy? Nancy is.

11)There are more students in our school than in Shinbashi

Junior High School.

12)Ken run faster than Mike.

13)He drives more carefully than you.

14)She can play the piano better than her sister.

15)Who can run faster, you or Taro? I can.

比較の基礎演習 ① No.2

②この本はあの本よりも難しい。

※ difficult とような長い単語に er は付かない。

③あなたの腕時計は私のものよりも良い。

④私は私の兄より多くの CD を持っている。

⑤九州と四国ではどちらが大きいですか。九州です。

【５】

1)私はあなたの兄より年下です。

2)この本はあの本よりも面白い。

3)私の家はこの家より古い。

4)あなたは私より多くの鉛筆を持っている。

5)この車は私のものよりも良い。

6)この鉛筆とあの鉛筆ではどちらが長いですか。

7)この猫はあなたのものより小さい。

8)相撲は柔道よりも人気がある。

9)私は今朝、私の母より早く起きた。

10)あなたとナンシーでは、どちらが背が高いですか。

ナンシーです。

11)私たちの学校にには新橋中学より多くの生徒がいる。

12)健はマイクより速く走る。

13)彼はあなたより注意深く車を運転する。

14)彼女は彼女の姉より上手にピアノを弾くことが出来

る。

15)あなたと太郎では、どちらが速く走れますか。私で

す。


