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比 較

練習問題 (5)

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）

【１】 次の英文の(    )内の語を、必要であれば適切な形に直しなさい。 

(1) My car is ( old ) than yours.                                 (         older            ) 
(2) This building is as ( tall ) as that one.                       (         tall             ) 
(3) Which is ( hot ), New York or Los Angeles?                   (        hotter           ) 
(4) This English book is ( difficult ) of all.                       (     the most difficult    ) 

【２】 次の英文に、（    ）内を英訳した表現を付け加えて、全文を書きなさい。 
(1) This singer is popular.  （あの歌手よりも）  和訳：この歌手はあの歌手よりも人気がある。 
全文：(    This singer is more popular than that one.                                      )
                                  ↑”singer” ではなく “one” にできたかな？ 
(2) Mt. Fuji is a high mountain.  （日本で最も）  和訳：富士山は日本で最も高い山だ。 
全文：(    Mt. Fuji is the highest mountain in Japan.                                     ) 
                              ↑ここは “of” ではなく “in” が正解ね！ 
(3) I’m not young.  （あなたほど）  和訳：私はあなたほど若くない。 
全文：(    I’m not as young as you.                                                      ) 
       ※「～ほど…でない」は not as … as ～ だね(^o^) 
【３】 次の日本文の意味になるように、英文の空欄を埋めなさい。 
(1) 私の父は毎日、家族の中でいちばん早く起きる。 
My father gets up (            the earliest in my family every day                        ). 
                               ↑in the family でも可。 
(2) うちの犬はあなたの犬と同じくらい速く走れます。 
Our dog can (                 run as fast as yours                                      ).
     同じ単語を繰り返さないほうが良いので、your dog ではなく↑yours（あなたのもの、ここでは「あなたの犬」を意味する）としよう！ 

(3) 私は英語より数学のほうが好きだ。 
I like (                       math better than English                                 ). 
      ※「A より B が好き」という表現は、like B better than A。 “better” が入るのがポイント！ 
(4) 彼は世界で最も有名な小説家の 1 人です。 ※小説家 = novelist 
He is (                  one of the most famous novelists in the world                    ). 
   ※「～の 1 人（1 つ）」という表現は one of + 最上級 + 名詞の複数形！←ここを複数形にするのを忘れがちなので注意(≧▽≦) 

【４】 2 つの文が同じ内容を表すように、空欄に適語を入れなさい。 
(1) ・ This pencil is shorter than that one.  和訳：この鉛筆はあの鉛筆より短い。 
   ・ That pencil is (      longer       )(       than       ) this one.  
           和訳：あの鉛筆はこの鉛筆より長い。 
(2) ・ Both Ken and I are thirteen years old.  ※both A and B = A も B も両方とも 
   ・ Ken is (       as        )(       old        )(       as        ) I.  
     和訳：ケンも私も 13 歳です。 / ケンは私と同じ歳（年齢）です。 
(3) ・ This cat is not as small as mine.  和訳：この猫は私の（猫）ほど小さくない。 
   ・ This cat is (      bigger       )(       than       ) mine. ※large は面積などが大きい時。 
   和訳：この猫は私の（猫）より大きい。（1 つめの文は「この猫」のほうが大きい、という意味だよね！） 
(4) ・ This cat is not as small as mine.                ↓和訳：私の猫はこの猫より小さい。 
   ・ My cat is (      smaller       )(       than       ) this one.  
 ※(3)、(4)の「猫」の大きさの関係、つかめたかな？ 2 匹の猫の絵など描いてみるといいかもね( ^^)φ 


