
ENGLISH 2    文法練習プリント  比較 ( er, est) 

 

比較級 ２つを比べる 「ＡはＢより～だ。」 ~er than B 

 

１ 次の文を日本語に訳そう。 

1. Summer vacation is longer than winter vacation. 

                                                                           

2. My hair is longer than yours. 

                                                                          

3. It’s cooler in Karuizawa than in Tokyo. 

                                                                          

4. I want a smaller bag than this bag. 

                                                                          

5. My father got up earlier than my mother today. 

                                                                         

6. I have a younger sister. 

                                                                         

 

２ 次の英文を（  ）内の意味になるように書きかえよう。 

1.  My bike is old.  （私の自転車はあなたの自転車より古い。） 

                                       

2.  March is warm.  （３月は２月より暖かい。） 

                                      

3.  Math is easy.  （数学は英語より簡単だ。） 

                                      

4.  It’s hot today.  （今日は昨日より暑い。） 

                                       

5.  I can run fast.  （私はあなたより速く走れる。） 

                                     



 

 

最上級 ３つ以上を比べる 「Ａは一番～だ。」 (the) ~est of / in 

 

３ 次の文を日本語に訳そう。 

1. China is the largest in Asia.  Asia : アジア 

                                                                           

2. She is the youngest of the five. 

                                                                          

3. Winter is the coldest season in Japan. 

                                                                          

4. Today is the happiest day in my life. life : 人生 

                                                                          

5. He wrote the longest story in the world. 

                                                                         

6. She studies hardest in this class. 

                                                                         

 

４ 次の英文を（  ）内の意味になるように書きかえよう。 

1.  His house is big.  （彼の家はこの町で一番大きい。） town 

                                       

2.  I’m tall.  （私は５人の中で一番背が高い。） 

                                      

3.  Mt. Everest is high.  （エベレスト山は世界で一番高い。） 

                                      

4.  She is a kind girl.  （彼女は私のクラスで一番親切な女の子だ。） 

                                       

5.  I go to bed late.  （私は家族の中で一番遅く寝る。） 

                                     

Class No. Name 



１  

1. 夏休みは冬休みより長い。 

 2. 私の髪の毛はあなたのよりも長い。 

 3. 軽井沢は東京より涼しい 

 4. 私はこのカバンよりも小さいものがほしい。 

 5. 今日、私の父は母よりも早く起きた。 

 6. 私には自分よりも若い sister(つまり妹)がいる。→私には妹がいる。で OK 

２ 

 1. My bike is older than your bike. 

  2. March is warmer than February. 

  3. Math is easier than English. 

  4. It’s hotter today than yesterday. 

  5. I can run faster than you. 

３ 

  1. 中国はアジアで一番大きい。 

 2. 彼女は 5 人の中で一番若い。 

 3. 日本では冬は一番寒い季節だ。 

 4. 今日が私の人生の中で一番幸せな日だ。 

 5. 彼は世界で一番長い話を書いた。 

 6. 彼女はこのクラスで一番一生懸命勉強する。 

４ 

 1. His house is the biggest in this town. 

  2. I’m the tallest of the five. 

  3. Mt. Everest is the highest in the world. 

  4. She is the kindest girl in my class. 

  5. I go to bed the latest in my family. 


