
6-1比較 (1) 英261(1)

Tom is young. FAI*EI\.
#t'r

丁om is younger than Emi   トムはエミより若い。
より若い   エミより

2つ(2人)のものを比べて「AはBよ り～だ」と言うとき、形容詞や
副詞の話尾に erをつけます。 この形を比較級という。

比較級のあとには thanを置き、そのうしろに比べる対象を置きます。

「AlまBより～だ」 A is～ erthan B_

1日本語にしなさい。

(1)My fatheris ta‖ er than l  tJ背 が高い

(2)This bag is sma‖ er than that one  One=bag

(3)Tom runs faster than Bob

◇erのつけ方 英261(2)

ほとんどの単語はerをつけるだけですので、下の例外を覚えましょう。

▼語尾がeで終わる → rだけつける hrge→ねrger

▼語尾がyで終わる → yを 1にかえてerをつける
happy― happier  easy― easler

Vbig―→bigger hot― hOtter

長い単語や不規則変化については「比較(2)」で学習します。

2( 】こ適する語を書きなさい。
(1)この机はあの机より大きい。

This desk is( ) ( ) that one. one=desk

(2)私は彼より年上です。 年■od

Iam( ) ( )he

(3)この川はあの川より長い。

This river is ( ) ( ) that one.

(4)この自転車は私の(もの)より新しい。

This bike is〈 ) ( ) mine. mine=my bike

(5)私は妹より熱心に勉強しました。 熱心にhard

I studied(       )( ) my sister.



つき2-6-1(1)

Tom is young"
*L\

トムは若い。

Tom is younger illan EmL   トムはエミよ1若 い。
より若い   こミよ|

2つ(2人)のものを比べて「AはBより～だJと言うとき、形容詞や
副詞の語尾に erをつけます。 この形を比較級という。
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ほとんどの単語はerをつけるだけですので、下の例外を覚えましょう。
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Which(Who)is～ er,A orB?

「AとBでは、どちらが～ですか」 英261(3)

Which is iarger,」 apan or China?  China is
日本と中国では、どちらが広いですか。

3( )に適する語を書きなさい。
(1)富士山と浅間山では、どちらが高いですか。

(     )is( ),Mt FuJi(   )Mt Asama?

(2)トムとケンでは、どちらが背が高いですか。

(     )is( ),Tom(   )Ken?

(3)この本とあの本では、どちらが新しいですか。 一―あの本です。

),this book (     )that book?

→ That book(    )

(4)トムとケンでは、どちらが走く走りますか。ケンです。

( ) runs ( ), Tom ( ) t<en? "'' Ken does.

英261(4)

is young    トエ、は若い。

若い

Is younge“
より若い

than Emi   トムはエミより若い。

Tom is the youngest 5il the three.
一番若い 3人の中で

トムは3人 の中でいちばん若い。

尾 に つけま この 上級といいます。

の にth rD I

◇estのつけ方は、比較級と同じです。

「…の中で」の表し方

of十 数(複数名詞)       h+場 所、範囲(単数名詞)

ofthe three 3つ (人 )の中で   h」apan日 本で

of dlすべての中で      m myfam‖y私の家族で

of us JI私たちみんなの中で

(    )is(

●最上級

Tom

Tom

「…の中でいちばん(もつとも)～だ」というとき、形容詞や副詞の

「AはBの中で一番～だ」 A is the～ est oflin)B.



I    WhiCh(Who)is～ er,A orB?    |・………………‐‐――…
瓦天る薄豪がXの場合はwho…

……………・

3( 】こ適する語を書きなさい。
(1)富士山と浅間山では、どちらが高いですか。

(″

^し

た)L(トリkar),Mt F可i(ο′)Mt Asama?

(2)トムとケンでは、どちらが背が高いですか。

(レυk。 )た (十al12′ ),Tom(ο r)Ken?
(3)この本とあの本では、どちらが新しいですか。 一――あの本です。

( ハヽ′kic k )is( ぃでぃ′o卜  ),this book (  θr  )that book?

‐  That book( 「 5  )

(4)トムとケンでは、どちらが走く走りますか。ケンです。

( |′′hσ )runs(1供 ,十`r ),Tom (  
。r )Ken:― Ken dot‐ t

o&.t.&
Tom is young. FA{*Et\"

#t'''
丁om is younger

より若い

Tom is the youngest oi the three,
一番若い 3人の中で

トムは3人の中でいちばん若い。
1 の中でいちばん(もつとも)～だ」というとき、形容詞や副詞の

にostをつ| この形を最上級といい

最上 の前にthe つ 1 うに!

◇estのつけ方は、比較級と同じです。

「…の中で」の表し方

of+数(複数名詞)       in+場 所、範囲(単数名詞)

ofthe three 3つ (人)の中で   h」 apan日 本で

of JIすべての中で      h my fam‖ y私の家族で

of us JI私たちみんなの中で

is .   ,」apan
日本 中国では、

英261(3)

●,China? China is
どちらが広いですか。

英261(4)

than EmL   トムはエミより若い。

「AはBの中で一番～だJ A is the～ est ofl nI B



4日 本語にしなさい。                英26-1(ω

〈1)August is the hOttest month in a year mOnth月

(2)Mt FuJiis the highest mOuntain in」 apan

(3)This question is the easiest Of alL

(4)Which is the Oldest house of the three? whthど れが

5( 】こ適する語を書きなさい。
(1)信濃川は日本で一番長い川です。

The Shinano is(    )(         )river(      )」apan

(2)彼は5人の中でいちばん年上です。

He is(   )(       )(   )the ive

(3)あなたの家族で、誰がいちばん若いですか。

(    )is(   )(     )(   )your fam‖ y?

●「・・・と同じくらい～だ」           業26」 6)

l am as tall as Ken.
私はケンとおなじくらいの背の高さです。

Aisas-asB. asと asの間は量級

もとの形のこと

6日本語にしなさい。

(1)This bike is as new as that one

(2) I am as old as Tom-

(3) Tokyo is as big as New York.



4日本語にしなさい。               英2■61(5)

(1)August is the hottest month in a year  .. 1、  ,|

(2)Mt :ι l:ti:.(」は [|【:1ljilキβJl:11
1ら ′よ、■θ/r、、ぅ、

「
ルんぃよなイ

(3)This question is the easiest of alL
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アクの十てヽ とふ?、 、`、う、
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`5( 】こ適する語を書きなさい。

(1)信濃りliは日本で一番長い川です。

The Shnan。 も(十k`)( 1,ぃ /s十 )Hver()′  )」 apan

(2)彼は5人の中でいちばん年上です。

He is( 十k2 )(  οl」′
`ナ

  )(  οf )the lve

(3)あなたの家族で、誰がいちばん若いですか。

(wh。 )に (十he)(/。 医
り
“
計)( )И )your fam‖ y?

●「・ とln‐lじくらい～だJ            英2-6■
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l am as tal, as Ken
私はケンとおなしくらいの背の高さです。

Aisas-asB. asと asの間は原級

もとの形のこと

6日本語にしなさい。

(1)This bike is as new as that one

lへ 淘″スW、
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浜・ 夕

'ス

0と l旬 しくら、 ″イにЧ.

(2)lam as● ld as Tom

れ メ「 じ́曰し与
`イ
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(3)Tokyo is as big as New York

,1け ら2´ ,っ しlal t(5_ズ zЧ .



～ほど

not as～ as「・・・ほど～ではない」

英261(7)

I am not as tall as Ken.

ン く

は 比較級の文に書きかえる事が出
Ken t tJttr than L ケンは私より背が高い。
lam sho武er than Ken私 はケンより背が低い。

7日本語にしなさい。
(1)This box isn't as heavy as that one  いcavソ重い

(2)My brother isn't as young as your brotheド

8各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)| 
サ:ulli胤,[t(aS yOung a;I:]I‖ ;lI][her

(2)| ‖サl:11:||:ltaSyouni:IIIl;:llTlliI:r

英261(8)

比較の文のまとめ
er, estO)? I

原 級 比較級 最上級

ふつうはそのままer,estをつける long longer longesil

eで終わる語はr,stだ けつける large large,- large:t

yで終わる語はyを iに変えてからつける easy easler easles'!

最後の文字を重ねてからつける hot hotter hottes i

lam ta‖ er than Tom

私はトムより背が高い。
This pen is longer than that one.
このペンはあのペンより長い

This bagis as new as mine

このかばんは私のと同じくらい新しい。
That bag isn't as new as mine.

rm the yOungest ofthe lve

私は5人の中でいちばん若い。
Mt Fu」 iis the highest mountain in Japan

261終 了

as ～  as

あのかばんは私のほと| イ[員い

比較級

最上級



「

英261(7)

I am not as tall as Ken.

―一――――一 二 はケンほど背が高くない。

not as - as f ...[tt'--6t*/jL\l
l

ウき2-6-1(8)

est6D´つI

l am taher than TOm

私はトムより背が高い。
This pen is longer than that one.
このベンはあのベンより長い

This bagis as new as mine

このかばんは私のと同じくらい新しい。
That bag isn't as new as mine

‐
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Kenた ta‖ er than L ケンは私より背が高い。
l am shorter than Ken私 はケンより背が低い。

7日本語にしなさい。
(1)This box isn't as heavy as that One  heaw重 い

② Mybえ0∴獣t電鏡utts%解ょhσ

′ι、̂ん 1,ネπ仁へおんιん1多 しんてり4・

8各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

①l W器よT群再∬‰ er

(2){ ‖;:蹴|:||:lt]i::ini:‖ lIII:|||∬l」:r

比較の文のまとめ

rm the yOungest Ofthe lve

私は5人の中でいちばん若い。
Mt Fu」 iis the highest mOuntain in Japan

士山は日本て一番高い山で

261終 了

as ～  as
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yで終わる語はyをに変えてからJする
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最上級

ふつうはそのままer,estをつける



補充問題 英261補 0)

1次の文の( )内から適する語句を選びなさい。

(1)MinOru is(young, younger, the youngest)in his fam‖ y

(2)Your pencttis(long, longer.the longest)than mine

(3)This bag is(new, newer, the newest)of a‖

〈4)My catis as(sma‖ , sma‖ er, the sma‖est)as yours

(5)Which is〈 big, bigger, the biggest),Tokyo or osaka?

2( 】こ適する語を書きなさい。

(1)あなたはお母さんより背が高いですか。

Are you(      )(     )your mOther?

(2)私はあなたほど上手にピアノが弾けません。

I can't play the piano(      )(       )(     )you

(3)1月 は 1年で一番寒い月です。

」anuary is(    )(      )mOnth(   )a year

英261補 (2)

3各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1){ ‖;uittliilargertha;11llyOurs
(2)| ||:[ilai11:7]li:iSI°

ng as)lleShinalilli:[:ie RIver

(3)I I:|:lanertl「
lanyOthitilililill[11::i

4英文に直しなさい。

(1)私の自転車は彼女のより新しい。

(2)野球はサッカーと同じくらい人気がある。 人気があるoopuは r

(3)トムは3人の中でいちばん速く走ります。



補充問題 英261補 (1)

“
)Mn∝ uお (yom3 yomg∝,小Ⅲ曇“

tttn hsね雨V
② YOtlr p∞ dヽ 0¨3 oL訥引̈ gest l than雨

“③ Ths tts("Ц
"w軋

訥lnen飢 )J訓
(4)My cat t as(lmp smJにr,the smJttst)as yours

:)(Whi:l二 lを!:::!::』 l』1::|(igest)'T°

kyo or OSaka?

(1)あなたはお母さんより背が高いですか。

Are you( +へ ||で「  )( 1´ kan )your mother?

(2)私はあなたほど上手にピアノが弾けません。

i can't play the piano( αゞ  )(wι ll )( a∫  )you

(3)1月 は1年で一番寒い月です。

Januaryis( f{" ) ( c"lJosl )month( in )ayear.

英26-1補(2)

3各組の文がほぼ同じ内容になるように、(】こ適する語を書きなさい。

①I思篤ま雷『
a;1思

y¨

(2)I II::liai11:liil[iSI:li`iS)il:llllalilli:F:ieRiver

⑬)1:::IJ署
:守習鵠オ竃潔T浩農蓑ン(毎^k^`唯″

4英文に直しなさい。

〈1)私の自転車は彼女のより新しい。

M/,1'マ :S h2 ώr ttk^ぃ

(2)野球はサッカーと同じくらい人気がある。

β̂
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(3)トムは3人の中でいちばん速く走ります。
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