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７０ 〈比較基礎の応用〉選択して、日本語にしなさい。

◎【比較級の前に much】を置くと、「ずっと、とても」と強調することができる。

(1) Aki is ( old / older / oldest ) than he.

(2) Pochi is the ( pretty / prettier / prettiest ) dog in the world.

(3) Taro runs as ( fast / faster / fastest ) as she.

(4) Aki is ( very / much / many ) taller than he.

(5) I am ( as not tall / not tall as / not as tall ) as he. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

２７．＜比較基礎の応用＞



２

飯田塾 | 中学英語 中１中２英文法学習Ａ－②

７１ 〈比較基礎の応用〉穴埋めしなさい。

(1) 亜紀と太郎ではどちらが忙しいですか。         亜紀です。

Which is (     ), Aki or Taro ?                  Aki (     ).

(2) 亜紀と太郎ではどちらが速く走りますか。       亜紀です。

Which (     ) (     ), Aki or Taro ?           Aki (     ).
   
(3) 夏と冬ではどちらが好きですか。            夏です。

Which do you like (     ), summer or winter ? I like summer (    ).

＜(1)(2)の考え方＞

日本語の文末（。の前の語句）に注目します。

(1)では「忙しいですか」(2)「走りますか」とあります。

(1)は、「～です」の文なので be 動詞を使う文だと分かります。

いっぽう

(2)は、「走ります」とあるので、動詞（一般動詞）を使う文ですね。

よって、【亜紀です。】となっていても、使い分けが必要になります。

【はい、そうです】という場合、Yes, I am.または Yes, I do.のように、

am , do を使い分けましたね。

どういうとき Yes,I am.で、どういうとき Yes,I do.だったかを思い出して、

それと同じように使い分けましょう。

(1)

(2)

(3)
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７２ 〈比較基礎の応用〉日本語にしなさい。

(1) Tom is younger than she.        (2) This dog is bigger than that one. 
トムは（      ）。    この犬（          ）。

(3) Aki is the tallest of all the girls.    (4) Aki doesn’t run as fast as Taro. 
亜紀は、すべての（    ）。      亜紀（            ）。

(5) Which is hotter, spring or summer ?   (6) I am much taller than he. 
春と夏（             ）。    私は（        ）。

(7) Tom runs much faster than Taro. 
トムは（             ）。

(8) I am taller than any other boy in my class. ※than any other 単数名詞

私は（                  ）。   他のどの～よりも

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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７３ 〈比較基礎の応用〉同じ意味になるよう（ ）に適語を入れなさい。

(1) My bike is newer than your bike.   (2) This dog isn't as small as that dog.
Your bike is (     ) than my bike.      This dog is (     ) than that dog.

(3) I run faster than he.               (4) I am tall. （彼より）

  He (    ) run as fast (     ) I.       I am (     ) (     ) he.

(5) I am busy. ( 文末に in my family をつけて)     
I am (     ) (    ) in my family.     

(6) He runs fast. （文末に of all the boys をつけて）

He runs (     ) (     ) of all the boys.

＜考え方＞

上の英文と下の文を、それぞれ日本語にしてみるとよい。

この比較という単元は、書き換えが表現としてしやすい単元です。

この書き換えは、頭の中だけで考えると、【ミスしやすい表現方法】です。ですの

で、棒人間の絵を書いたり、英文を日本文に訳して書いたりと、なんらかの作業を

することをお勧めします。

(1) (2) (3)

(4) (5)

(6)


