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比 較

練習問題 (6)

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) Mike came to the ground ( early ) in his team.                (      the earliest        ) 
(2) This singer was as ( famous ) as he.                         (        famous          ) 
(3) The garden of your house is ( beautiful ) than that park.       (     more beautiful      ) 
(4) Singapore is one of ( hot ) cities in the world.                 (       the hottest        ) 
  ↑「～の 1 人（1 つ）」という表現は one of + 最上級 + 名詞の複数形！ 
【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) He can play the guitar well.  （あなたと同じくらい） 和訳：彼はあなたと同じくらい上手にギターを弾ける。 
全文：(    He can play the guitar as well as you.                                          ) 
 
(2) This book is interesting.  （5 冊の中でいちばん）  和訳：この本は 5 冊の中でいちばん面白い。 
全文：(    This book is the most interesting of the five.                                    ) 
                                ↑“the” を忘れずに！ 
(3) Her English is good.  （私の英語よりも）  和訳：彼女の英語は私の英語よりも良い（上手だ）。 
全文：(    Her English is better than mine.  ※good の比較級は better だね(^▽^)            ) 
       同じ単語を繰り返さないほうが良いので、↑my English ではなく mine（私のもの、ここでは「私の英語」を意味する）としよう♪ 
【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) 仙台は札幌ほど寒くありません。 
Sendai is (                   not as cold as Sapporo                                     ).
 
(2) コウジはクラスで最も背が高かった。 
Koji was (                    the tallest in the class                            ). 
                                       ↑in his class、in my class でも OK。 
(3) あなたは紅茶とコーヒーのどちらが好きですか？ 
Which do you (          like better                         ), tea (      or        ) coffee? 
 ※「あなたは A と B のどちらが好きですか」＝ Which do you like better, A or B? “better” を忘れずにね。 
(4) あなたとあなたのお姉さんはどちらが忙しいですか？ ※busy「忙しい」の比較級は busier(^▽^) 
(       Who is busier                                 ), you (      or        ) your sister? 
      ↑Which でも可ですが、物ではなく「人」について尋ねる場合は Who のほうがよく使われます。 

【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) ・ Your bike is older than mine.  和訳：あなたの自転車は私の（自転車）より古い。 
   ・ My bike is (      newer        )(       than        )(       yours        ).  
           和訳：私の自転車はあなたの（自転車）より新しい。 
(2) ・ Yuki is thirteen years old. Kumi is fourteen years old. Keiko is seventeen years old.  
   ・ Yuki is (     the       )(   youngest     )(      of        )(     the       ) three.  
   和訳：ユキは 13 歳です。クミは 14 歳です。ケイコは 17 歳です。 / ユキは 3 人の中で最も若い。 
(3) ・ English is easier than Japanese.  和訳：英語は日本語よりも簡単だ。 
   ・ Japanese is (       more       )(      difficult       )(       than       ) English.  
        和訳：日本語は英語よりも難しい。 
(4) ・ English is easier than Japanese.  
   ・ English is (     not     )(      as      )(    difficult    )(      as      ) Japanese. 
        和訳：英語は日本語ほど難しくない。 


