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3
比較

1-1

学習日

／

比較級の文 / 最上級の文

暗記例文
例文

比較級と最上級の文の意味と形を確認しよう。

Q1

Tom is younger
y g than Jim.
トムはジムよりも年下です。

Step 1.

練習しよう

□⑴ 次の日本語に合う英文になるように，（

比較級の文

□② わたしは妹よりも背が高いです。
⑴

2 人［2 つ］を比較して「…よりも〜」は《形容詞の比較級＋ than …》で表す

□③ ７月は６月よりも暖かいです。

r をつけて作る
＊比較級は形容詞の原級（もとの形）の語尾に（e）

□⑵ 次の日本語に合う英文になるように，

＊ than は「…よりも」という意味を表す
⑵

than

Taro swims faster

⑶ 比較的つづりの長い形容詞・副詞の比較級は前に more を置いて作る

⑵

Emi runs

⑶

This ﬂower is

than Bill.

Kenta.

□② わたしの姉は母よりも早く起きます。

earlier

My sister gets up
Mike is taller

に適する語を書きなさい。

□① タロウはケンタよりも速く泳ぎます。

副詞も形容詞と同じように比較級にできる

⑴

）内から適するものを選び，○で囲みなさい。

My mother is（ old, older ）than my father.
∞ am（ tall, taller ）than my sister.
July is（ warm, warmer ）than June.

□① 母は父よりも年上です。

（マイクはビルよりも背が高い。
）

□⑶ 次の日本語に合う英文になるように，（

than

my mother.

）内の語を並べかえなさい。

□① 数学は理科よりも難しいです。

空所をうめよう

faster than Aya.
beautiful

more

Math is（ difﬁcult / science / than / more ）.
Math is more difﬁcult than science

（エミはアヤよりも速く走ります。
）

than that one.
（この花はあの花よりも美しい。
）

Step 2.

Q2

最上級の文

SA
⑴

3 人［3 つ］以上を比較して「…（の中）でいちばん〜」は《the ＋形容詞の最上級＋ in［of］…》で表す

□② この公園はこの町でいちばんすてきです。

This park is the nicest（ of, in ）this town.

⑵ 副詞も形容詞と同じように最上級にできる

⑶ 比較的つづりの長い形容詞・副詞の最上級は前に most を置いて作る

□③ その馬は４頭の中でいちばん大きい。

The horse is the largest（ of, in ）the four.

tallest in my class.

空所をうめよう

□④ それは日本でいちばん長い川です。

∞tʼs the（ long, longer, longest ）river in Japan.

（ポールはわたしのクラスでいちばん背が高い。）

⑵

Lisa swims the

fastest

in

□⑵ 次の日本語に合う英文になるように，

Science is
me.

the

most

difﬁcult

of

The ﬁsh swims the
∞ go to bed the

all subjects for

earliest

□⑶ 次の日本語に合う英文になるように，（

of

all.

in

my family.

）内の語を並べかえなさい。

□① マキはわたしのクラスでいちばんゆっくり話します。

Maki speaks（ in / the / slowly / most ）my class.
Maki speaks the most slowly in

my class.

□② その本は４冊の中でいちばん役に立ちます。

M

Q1

fastest

□② わたしは家族の中でいちばん早く寝ます。

（理科はわたしにとって，すべての教科の中でいちばん難しい。）

解説

に適する語を書きなさい。

□① その魚はすべての中でいちばん速く泳ぎます。

my class.

（リサはクラスでいちばん速く泳ぎます。）

⑶

）内から適するものを選び，○で囲みなさい。

Aya is the（ tall, tallest ）of the three.

＊「…（の中）で」は《in ＋場所や範囲を表す語句》，《of ＋ all や複数を表す語句》を使い分ける

the

.

練習しよう

□① アヤは３人の中でいちばん背が高いです。

＊形容詞の最上級の前には必ず the をつける

Paul is

This fruit is（ delicious / more / oranges / than ）.
This fruit is more delicious than oranges

□⑴ 次の日本語に合う英文になるように，
（

st をつけて作る
＊最上級は，形容詞の原級（もとの形）の語尾に（e）

⑴

.

□② このフルーツはオレンジよりもおいしいです。

The book is（ useful / of / the / most ）the four.
The book is the most useful of

the four.

⑴①〜③ 「…よりも〜」は《比較級＋ than …》で表します。すべて，日本語に「よりも」があり，直後に than があることから，

いっしょに覚えておきましょう。

PL

er のついた比較級を選びます。
old の比較級 older は「年上の」という意味を表します。young の比較級 younger は「年下の」という意味を表すので，

①

tall は，人や細長い建物などについて「（背が）高い」というときに使います。
⑵①② 一般動詞の比較級の文はふつう《一般動詞（〜）＋副詞の比較級＋ than …》の形を使います。
①② 主語が３人称単数なので動詞には s をつけることに注意します。
② 「早く起きる」は《get up early》で表します。副詞 early「早く」の比較級は earlier です。
⑶ 長いつづりの形容詞の比較級の文は，《more ＋形容詞の原級＋ than …》の形を使います。
②

Q2

⑴①〜④ 「…（の中）でいちばん〜」は 《the ＋最上級（＋名詞）＋ in［of］…》で表します。

E

「all や複数を表す語句」の場合は of を使
②③ 「〜（の中）で」は，あとに続くのが「場所や範囲を表す語句」の場合は in を，
います。
④

最上級のあとに名詞が続く形もあります。

⑵①②

一般動詞の最上級の文はふつう《一般動詞（〜）＋ the ＋副詞の最上級＋ in［of］…》の形を使います。副詞の最上級の場

合は，最上級の前に the をつけないこともあります。
② 「早く寝る」は《go
⑶

to bed early》で表します。副詞 early「早く」の最上級は earliest です。
長いつづりの形容詞［副詞］の最上級の文は，《the most ＋形容詞［副詞］の原級＋ of［in］…》の形を使います。
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4

5
比較

1-2

学習日

／

good, wellの比較級・最上級/as 〜 as …

Step 3.

good・well の比較級・最上級の作り方と，《as 〜 as …》の文の意味と形を確認しよう。

Q3

good, well の比較級・最上級

⑴

形容詞 good（よい）．well（元気で）は不規則に変化して，比較級は better, 最上級は best となる

⑵

副詞 well（よく，上手に）も不規則に変化して，比較級は better, 最上級は best となる

練習しよう

□⑴ 次の日本語に合う英文になるように，（

）内から適するものを選び，○で囲みなさい。

□① 新しいコンピュータは古いのよりもよいです。

The new computer is（ good, better, best ）than the old one.

⑶ 「B よりも A のほうが好きだ」は《like A better than B》で表す
「〜がいちばん好きだ」は《like 〜 the best》で表す

□② この部屋はこのホテルでいちばんよいです。

This room is the（ good, better, best ）in this hotel.

better than mine.

Your watch is

⑴

□⑵ 次の日本語に合う英文になるように，

に適する語を書きなさい。

□① メアリーは兄よりも上手に踊ることができます。

空所をうめよう

Mary can dance

（あなたの腕時計はわたしの腕時計よりもよい。）

better

than her brother.

□② わたしはユリよりもオーストラリアについてよく知っています。

best

Ryota plays baseball the

⑵

in his school.

∞ know about Australia

better than Yuri.

□③ リサは音楽部でいちばん上手にギターを弾きます。
彼女はそれをいちばん注意深く演奏します。

Lisa plays the guitar the
She plays it the
most

（リョウタは学校でいちばん上手に野球をします。）

∞ like dogs

⑶

better

than cats.

□⑶ 次の英文に（

as

〜

as

∞ like science. （数学よりも）

□②

∞ like dogs. （すべての動物の中でいちばん）

I like science better than math.

…

SA
⑴

Q4

2 人［2 つ］を比較して「…と同じくらい〜」は《as ＋形容詞［副詞］の原級＋ as …》で表す

⑵ 《as 〜 as …》の否定の形《not as ＋形容詞［副詞］の原級＋ as …》は「…ほど〜
（し）
ない」の意味

as

My mother is

空所をうめよう

old

as

□

as

big
［large］

as

（わたしはトム

□①

Q3

Emma.

as

Emma, but Meg is

This movie is as interesting as that one.
Ken plays tennis as well as his father.

Ken does not［doesnʼt］play tennis as well as his father.
チャレンジ問題 !!
次の（

今まで習ったものも含めて理解できているかな？

）
内の語を必要ならば文中に適する形に直して書きなさい。1 語とは限りません。

Ayumi didnʼt get up as ① ( early ) as other members of her family. She didnʼt have time
② ( eat ) breakfast, so she was ③ ( hungry ) than other classmates before noon. Her mother
said to her, “You must stop ④ ( watch ) TV late at night and try ⑤ ( get ) up early.” So the next
morning, she got up the ⑥ ( early ) in her family! She enjoyed breakfast with her family a lot.

。）

□①

。）

□④

early
watching

□②
□⑤

to eat
to get

□③
□⑥

hungrier
earliest

M

解説

old

This movie is not［isnʼt］as interesting as that one.
□②

Meg does not run as fast as Maki.

ほど速く走りません

than

□⑵ 次の英文を「…ほど〜（し）ない」という意味の文に書きかえなさい。

（ハチはクロと同じくらいの大きさです。）

（メグはマキ

as

older

Kuro.

ほど背が高くありません

に適する語を書きなさい。

キャシーはエマと同い年ですが，メグはエマよりも年上です。

Cathy is

∞ am not as tall as Tom.

⑵

練習しよう

Ms. Smith.

（わたしの母はスミスさんと同じくらい年を取っています。＝母はスミスさんと同い年です。
）

Hachi is

I like dogs the best of all animals.

□⑴ 次の日本語に合う英文になるように，

を表す

⑴

）内の意味をつけ加えて英語で書きかえなさい。

□①
（わたしはネコよりもイヌのほうが好きです。）

Step 4.

best in the music club.
carefully .

うしろに than があるので，比較級の文です。

⑴①

直前に the があるので，最上級の文です。

②
⑶①

〜

PL

well の比較級は better です。
「…よりも〜のほうが好き」は《like

⑵①②

better than …》で表します。
the best（in［of］…）》で表します。

② 「（…の中で）〜がいちばん好き」は《like 〜

Q4

⑴ 「…と同じくらい〜」は《as ＋形容詞［副詞］の原級＋ as …》で表します。
「…と同い年」は《as
た「…よりも年上」は《older

than

⑵①② 「…ほど〜（し）ない」は《not
②

…》で表します。

E

前後に as があるので原級のままにします。

② 《to

…》で表します。ま

…》で表します。

as ＋形容詞［副詞］の原級＋ as …》で表します。
t doesnʼt］＋動詞の原形（〜）＋ as ＋副詞の原級＋ as
一般動詞の否定文。「…ほど〜しない」は《donʼ［

チャレンジ問題
①

old as

eat》として名詞 time を後ろから修飾する形にします。「（朝ごはんを）食べるための時間」となります。

③

あとに than があるので比較級にします。hungry の比較級は y を i にかえて er をつけて hungrier とします。

④

動詞 stop のあとなので動詞の ing 形（動名詞）watching にします。

⑤ 「〜しようと努める」は《try
⑥

to ＋動詞の原形》で表します。
前に the，あとに in があるので，最上級にします。early の最上級は y を i にかえて est をつけて earliest とします。

全訳

アユミはほかの家族ほどは早く起きませんでした。彼女は朝ごはんを食べる時間がなかったので，正午前はほかのクラスメー
トよりもおなかをすかせていました。彼女の母親は彼女に「あなたは夜遅くテレビを見るのをやめて，早く起きるように努めな
ければなりません。」と言いました。それで次の朝，彼女は家族の中でいちばん早く起きました！
ごはんをとても楽しみました。
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彼女は家族といっしょに朝

