
比較の基礎・「～よりも好き」等（２）

【１】日本語に合うように（ ）内の語を使って英文を
完成しなさい。但し、下線部の語は必要に応じて形を
変えること。

1)東京は世界で最も大きい都市の中の１つです。
(is / of / big / one / the / Tokyo / cities / in the world)

2)酸性雨は地球上で最も重要な問題の１つです。
(Acid rain / impor tant / is / on earth / of / one / problems

/ the)
3)私の父は私の母より１才年下です。
(year / a / than / young / my father / my mother / is)

4)天候はだんだん（ますます）寒くなってきています。
(and / cold / cold / getting / is / the weather)

5)富士山は日本のどんな他の山よりも高い。
(mountain / Mt. Fuji / any other / high / Japan / in / than /

is)
6)山田先生は私の学校のどんな他の先生よりも若い。
(young / Mr. Yamada / than / is / any other / teacher

/ my school / in)
7)サッカーは彼にとって最もわくわくするスポーツの１
つです。
(exciting / soccer / one / much / sports / of / is / the

/ to him)
【２】次の日本文を英語に直しなさい。
1)もっとゆっくり話してくれませんか。

2)これは３冊の中で最も面白い本です。
3)あなたは何の教科が一番好きですか。私は数学が一番
好きです。

4)京都は日本で最も古い都市の内の１つです。
5)このカバンとあのカバンでは、どちらの方が可愛いで
すか。

6)ここは私達の学校の中で、どんな他の教室よりも清潔
です。

7)彼女は世界で最も人気のある歌手の１人です。
8)私の姉は私の弟よりも５才年上です。
9)東京の冬はだんだん（ますます）暖かくなってきてい
る。

10)あなたはテニスとバレーボールでは、どちらの方が
好きですか。

11)富士山と浅間山では、どちらの方が高いですか。
12)健と太郎では、どちらの方がその問題に素早く答え
ましたか。

13)由美と恵子では、どちらの方が上手に料理をします
か。

14)これはこのレッスンのどんな他の問題よりも難しい。

15)正男は彼のクラスのどんな他の少年よりも背が高い。
16)緑公園はこの市のどんな他の公園よりも清潔です。

比較の基礎・「～よりも好き」等（２）

【１】

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

2)Acid rain is one of the most important problems on earth.

3)My father is a year younger than my mother.

4)The weather is getting colder and colder.

5)Mt. Fuji is higher than any other mountain in Japan.

6)Mr. Yamada is younger than any other teacher in my

school.

7)Soccer is one of the most exciting sports to him.

【２】
1)Will you speak more slowly?（Will you～? には「～し
てくれませんか」の意味がある。）

2)This is the most interesting book of the three.

3)What subject do you like the best? I like math the best.

4)Kyoto is one of the oldest cities in Japan.

5)Which is prettier, this bag or that one?

6)This is cleaner than any other classroom in our school.

7)She is one of the most popular singers in the world.

8)My sister is five years older than my brother.

9)Winter in Tokyo is getting warmer and warmer.

10)Which do you like better, tennis or volleyball?

11)Which is higher, Mt. Fuji or Mt. Asama?

12)Who answered the question more quickly, Ken or Taro?

13)Who cooks better, Yumi or Keiko?

14)This is more difficult than any other question in this

lesson.

15)Masao is taller than any other boy in his class.

16)Midori Park is cleaner than any other park in this city.


