
比較の基礎演習 ② No.1

【１】次の英語を日本語にしなさい。

① John is the tallest in his family.

the (性質を表す言葉)est 「一番～」

② This is the most difficult book of the three.

the ＋(性質を表す言葉) 「一番～」

③ Your watch is the best of the three.

the best 「一番良い」

④ Which is the largest, Canada, Australia or China?

Canada is.

Which is the (最上級), □, ○ or △?

「□と○と△では、どれが一番～ですか。」

⑤ Ken can run (the) fastest in his class.

※副詞の最上級は the を省略出来る。

⑥ He drives (the）most carefully in his family.

⑦ She can play the piano (the) best in her class.

(the) best 「一番上手に」

⑧ Who gets up (the)earliest in your family?

My mother does.

【２】次の各語の意味と、その比較級と最上級を書きな

さい。

1)long

2)large

3)big

4)busy

5)happy

6)pretty

7)interesting

8)difficult

9)important

10)popular

11)famous

12)early

13)fast

14)slowly

15)good

16)bad

17)much

18)many

比較の基礎演習 ② No.1

【１】

①ジョンは彼の家族の中で一番背が高い。

②これは３冊の中で一番難しい本です。

③あなたの腕時計は３個の中で一番良い。

④カナダとオーストラリアと中国では、どれが一番大き

いですか。カナダです。

⑤健は彼のクラスで一番速く走れる。

⑥彼は彼の家族の中で一番注意して車を運転する。

⑦彼女は彼女のクラスで一番上手にピアノを弾くことが

出来る。

⑧あなたの科除く中で誰が一番早く起きますか。

私の母です。

【２】

1)長い longer ― the longest

2)広い、大きい larger ― the largest

3)大きい bigger ― biggest

4)忙しい busier ― busiest

5)幸せな happier ― happiest

6)かわいい prettier ― prettiest

7)面白い more interesting ― the most interesting

8)難しい more difficult ― the most difficult

9)重要な more important ― the most important

10)人気のある more popular ― the most popular

11)有名な more famous ― the most famous

12)早く earlier ― (the) earliest

13)速く faster ― (the) fastest

14)ゆっくり more slowly ― (the) most slowly

15)良い better ― the best

16)悪い worse ― the worst

17)沢山の（数えられない名詞に付く） more ― the most

18)多くの（数えられる名詞に付く）more ― the most



比較の基礎演習 ② No.2

【３】次の日本文に合うように、（ ）に適語を入れな

さい。

1)僕の鉛筆は君の鉛筆より長い。

My pencil ( )( )( ) your pencil

2)この公園はあの公園より広い。

This park ( )( )( ) that one.

3)この質問は最初の質問より易しい。

This question ( )( )( ) the first one.

4)この本はあの本よりも面白い。

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

5)その国ではサッカーは野球より人気がある。

Soccer ( )( )( )( ) baseball in the country.

6)私はたいてい弟よりも早く起きます。

I usually ( )( )( )( ) my brother.

7)君の時計は僕のより良い。

Your watch ( )( )( ) mine.

8)彼は私より沢山本を持っている。

He ( )( )( )( ) I have.

9)彼女はあなたより沢山お金を持っている。

She ( )( )( )( ) you.

10)この犬はその３匹の中で一番大きい。

This dog ( )( )( )( ) the three.

11)この問題は全部の中で一番易しい。

This problem ( )( )( )( ) all.

12)健はクラスの全ての男の子の中で一番速く泳げる

Ken ( )( )( )( )( ) all the boys in the class.

13)彼は私たちの学校で一番有名な先生です。

He ( )( )( )( )( )( ) our school.

14)彼女は私たちのクラスで一番人気のある生徒です。

She ( )( )( )( )( )( ) our class.

15)私の母は私の家族の中で一番上手に歌います。

My mother ( )( )( )( ) my family.

16)健のカメラはその５台の中で一番良い。

Ken's camera ( )( )( )( ) the five.

17)太郎はその３人の中で一番お金を持っている。

Taro ( )( )( )( )( ) the three.

比較の基礎演習 ② No.2

【３】

1)is longer than

2)is larger than

3)is easier than

4)is more interesting than

5)is more popular than

6)get up earlier than

7)is better than

8)has more books than

9)has more money than

10)is the biggest of

11)is the easiest of

12)can swim the fastest of

13)is the most famous teacher in

14)is the most popular student in

15)sings the best in

16)is the best of

17)has the most money of


