
ENGLISH 2    文法練習プリント  比較のまとめ 

形容詞や副詞が変化する。比較級と最上級は短い単語と長い単語で変化が違うよ。 
 

 短い（１音節の）形容詞・副詞 長い（２音節以上の）形容詞・副詞 

同等 

２つを比べる 

「同じ位～」 
 
 
 
 
 
 

☆否定文の意味

を理解しよう。 

形容詞・副詞の前後に as をおく。 

・tall → as tall as 

形容詞・副詞の前後に as をおく。 

・difficult → as difficult as 

Ken is tall. 

Ken is as tall as Paul. 

「健はポールと同じくらいの背の高さだ。」 

Ken is not as tall as Paul. 

「健はポールほど背が高くない。」 

（→ポールのほうが背が高い。） 

English is difficult. 

English is as difficult as math. 

「英語は数学と同じくらい難しい。」 

English is not as difficult as math. 

「英語は数学ほど難しくない。」 

（→数学のほうが難しい。） 

比較級 

２つを比べる 

「ＢよりＡが～」 
 

☆比べる対象は 

than ~ 

代名詞は主格 

than I  
 
☆強める時は 

much 

形容詞、副詞に er をつける。 

・tall→taller ・large→larger 
・easy→easier ・hot→hotter 
・good, well → better 
・many, much → more 

形容詞、副詞の前にmore をおく。 

（形容詞、副詞はもとのまま） 

・difficult → more difficult 

Ken is tall. 

Ken is taller than Kumi. 

「健は久美より背が高い。」 

Ken is much taller than Kumi. 

「健は久美よりずっと背が高い。」 

English is difficult. 

English is more difficult than math. 

「英語は数学より難しい。」 

最上級 

３つ以上を比べる 

「Ａが一番～」 
 

☆「～の中で」 

of：複数 

of the five 

of all (boys) 

in：単数 

 （範囲、場所） 

形容詞、副詞に the と est をつける。 

・tall → the tallest 
・large → the largest 
・easy → the easiest 
・hot → the hottest 
・good, well → the best 
・many, more → the most 

形容詞、副詞の前に the most をおく。 

（形容詞、副詞はもとのまま） 

・difficult → the most difficult 

Ken is tall. 

Ken is the tallest in his family. 

「健は家族の中で一番背が高い。」 

English is difficult. 

English is the most difficult of all. 

「英語は全ての中で一番難しい。」 
  
 like   より好き 

     一番好き 

比較級「私はポールより健が好きだ。」 I like Ken better than Paul. 

最上級「私は健が一番好きだ。」    I like Ken (the) best. 

 
比較級の疑問文  

人：who もの：which 

「健とポールのどちらが背が高い？」 Who is taller, Ken or Paul? 

「日本と中国のどちらが大きい？」 Which is larger, Japan or China? 

 

 



 

 

 

１ 次の文を日本語に訳そう。 

1. Summer vacation is longer than winter vacation. 

                                                                       

2. Winter is the hottest season in Australia. 

                                                                       

3. This book is more interesting than that one. 

                                                                       

4. Soccer is the most popular in the UK. 

                                                                       

5. This mountain is as high as Mt. Takao.  高尾山 

                                                                       

6. My bike is as new as yours. 

                                                                        

7. My father likes golf better than baseball. 

                                                                       

8. Ken came to school the earliest today. 

                                                                       

 

２ 次の日本文に合うように、英文の   に適する語を書こう。 
（ ）内は使う形容詞、副詞のもとの形。必要なら変化させて使おう。 

1.  中国は日本よりずっと大きい。  ( large ) 

China is much                         Japan.  

2.  私の姉は私よりきれいだ。  ( beautiful) 

My sister is                                        I.  

3.  あなたの自転車は私のよりいい。 ( good ) 

Your bike is                             mine. 

4.  もっとゆっくり歩きましょう。 ( slowly ) 

Let’s walk                            . 

5.  くじらは全ての動物の中で一番大きい。 ( big ) 

Whales are                               all the animals. 

6.  英語は世界で一番役に立つ言葉だ。 ( useful ) 

English is                                language       the world. 

Class No. Name 



7.  彼は私達の学校で走るのが一番速い。 ( fast ) 

He can run                               our school. 

8.  この映画はあの映画と同じくらいすばらしい。 ( wonderful ) 

This movie is                                that one. 

9.  私はあなたほど忙しくなかった。 ( busy ) 

I was                                  you. 

10.  彼女は春が一番好きだ。 

She likes spring                    . 

11. あなたにとって、お金と時間のどちらが大切ですか。 ( important ) 

          is                           for you, money        time? 

 

３ 次の英文を（  ）内の意味になるように書きかえよう。 

1.  I am old.  （私はあなたと同じ年です。） 

                                       

2.  This question is difficult.  （この問題はあの問題ほど難しくない。） 

                                      

3.  I want much money.  （私はもっとたくさんお金がほしい。） 

                                      

4.  I have to study hard.  （私はもっと一生懸命勉強しなければならない。） 

                                      

5.  This game is exciting.  （このゲームはあのゲームより刺激的だ。） 

                                     

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

                                       

7.  This watch is expensive.  （この時計は５つの中で一番高価だ。）  

                                     

8.  My father likes bread.  （父はご飯よりパンが好きだ。） 

                                      

 



 

４ 次の２つの文がほぼ同じ内容になるように、   に適する語を書こう。 

1.  She is older than I. 

   I am                          she. 
 

2.  Math is easier than English for me. 

   English is                                  math for me. 
 

3.  Mt. Fuji is higher than any other mountain in Japan. 

   Mt. Fuji is                          mountain in Japan. 
 

4.  My house is not as big as yours. 

                           is bigger than           . 
 

5.  My hair is not as long as hers. 

   My hair is                          hers. 



文法練習プリント 比較のまとめ 解答 
 

１ 1   夏休みは冬休みより長い。               2  オーストラリアでは冬が一番暑い季節だ。 

3 この本はあの本よりおもしろい。         4  サッカーはイギリスで一番人気がある。 

5 この山は高尾山と同じくらいの高さだ。   6  私の自転車はあなたのと同じくらい新しい。 

7 私の父は野球よりゴルフの方が好きだ。   8  健は今日一番早く学校に来た。 
 

２ 1  China is much larger than Japan. 

    2  My sister is more beautiful than I . 

    3  Your bike is better than mine. 

    4  Let’s walk more slowly. 

    5  Whales are the biggest of all animals. 

    6  English is the most useful language in the world. 

    7  He can run the fastest in our school. 

    8  This movie is as wonderful as that one. 

    9  I was not as busy as you. 

   10  She likes spring the best. 

   11  Which is more important for you, money or time? 

 

 

 

 

 

３ 1  I am as old as you. 

    2  This question is not as difficult as that one ( question ). 

    3  I want more money. 

    4  I have to study harder. 

    5  This game is more exciting than that one ( game ). 

    6  She is the kindest girl in this class. 

    7  This watch is the most expensive of the five. 

    8  My father likes bread better than rice. 
 
４ 1  （彼女は私より年上だ。） 

       （私は彼女より若い。）I am younger than she.   

2  （私にとって数学は英語より簡単だ。） 

       （私にとって英語は数学より難しい。）English is more difficult than math for me.   

3  （富士山は日本で他のどの山よりも高い。） 

       （富士山は日本で一番高い山だ。）Mt. Fuji is the highest mountain in Japan.   

4  （私の家はあなたの家ほど大きくない。） 

       （あなたの家は私の家より大きい。）Your house is bigger than mine.   

5  （私の髪は彼女の髪ほど長くない。） 

       （私の髪は彼女の髪より短い。）My hair is shorter than hers.   


