比較(2)

Eduhouse
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Today’s goal
1. 比較級(A …er than B)を理解する。
2. 原級(否定)と比較級を理解する。
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原級比較と比較級
1. (原級比較)私は私の父と同じ背の高さだ。
• I am ____ _______ _____ my father.
2. (比較級)私は私の兄よりも背が高い。
• I am _______ ______ my brother.
3. (原級比較)彼女は彼女の弟と同じくらい速く走る。
• She runs ____ _______ _____ her brother.
4. (比較級)彼女は彼女の妹よりも速く走る。
• She runs _______ ______ her sister.
原級比較: A… as+形容詞・副詞+as+B
比較級: A…+形容詞・副詞の比較級(…er)+than+B.
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A …er than B
1. Mr.Kato
is _______ _____ オードリー若林.
(old/young) (1977)
(1978)
2. 牛久大仏
is ________ ______ 自由の女神.
(tall/short) (120m)
(46m/+台座93m)
3. The Nile River is ________ ______ the Amazon River.
(long/short) (6,650km)
(6,400km)
4. Uniqlo CEO
is ________ ______ 7-Eleven founder.
(rich/not rich) (2兆7,670億円)
(4,220億円)
5. The population of 東京 is ________ ______ that of 上海.
(large/small) (3,850万人)
(2,212万人)
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英作文(比較級+than)
1. あなたはあなたの父より背が高い。(tall)
• You are _______ than your father.
2. 英語は数学より簡単だ。 (easy)
• English ____ _______ ______ math.
3. 地球は月より大きい。 (big)
• The earth ____ _______ ______ the moon.
4. 私は私の母より早く起きる。 (early)
• I _____ _____ _______ ______ my mother.
5. 彼女は彼女の姉より速く泳ぐ。 (fast)
• She ________ _______ ______ her sister.
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あなたはあなたの父より背が高い。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.

You are tall.

<解答巻末>

>

Your father is tall.
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英語は数学より簡単だ。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.

English is easy.

<解答巻末>

>

Math is easy.
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地球は月より大きい。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.

The earth is big.

<解答巻末>

>

The moon is big.
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私は私の母より早く起きる。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.

I get up early.

<解答巻末>

>

My mother gets up early.
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彼女は彼女の姉より速く泳ぐ。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.

She swims fast.

<解答巻末>

>

Her sister swims fast.
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英作文(more+形容詞・副詞)
6. バスケットボールは卓球よりも人気がある。(popular)
• Basketball ____ ______ ________ _____ table tennis.
7. 「君の名は」は「天気の子」よりも面白い。(interesting)
• 君の名は____ ______ _________ _____ 天気の子.
8. 宮崎駿は新海誠よりも有名だ。(famous)
• 宮崎駿 ____ ______ _________ _____ 新海誠.
9. 数学は国語よりも難しい。(difficult)
• Math ____ ______ _________ _____ Japanese.
10. BigmacはMos Burgerよりも高い。(expensive)
• Bigmac ____ ______ _________ _____ Mos Burger.
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作り方

原級

比較級

最上級

-er, -estをつける

long
tall

longer
taller

longest
tallest

語尾が-eで
終わる語

-r,-stをつける

large
cute

larger
cuter

largest
cutest

子音字+yで
終わる語

yをiに変えて
-er, -estをつける

busy
easy

busier
easier

busiest
easiest

big
hot

bigger
hotter

biggest
hottest

useful
famous
quickly

more useful
more famous
more quickly

most useful
most famous
most quickly

difficult
popular
expensive

more difficult
more popular
more expensive

most difficult
most popular
most expensive

ほとんどの語

アクセントのあ 子音字を重ねて
る短母音+子音
-er, -estをつける
字で終わる語

-ful, -ous, -lyなどで
終わる語

3音節以上の語

※clever-cleverer-cleverest/sweet-sweeter- sweetest
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比較級の作り方
older

stronger

richer

finer

nicer

wiser

heavier

earlier

happier

bigger

hotter

thinner

more useful
more slowly
more popular

more famous
more difficult
more beautiful

※pretty, strong, simple等除く
<解答巻末>
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比較級・最上級の作り方
原級

比較級

最上級

good/well
bad/ill
many/much
little
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比較級の文を作ってみよう

soccer

basketball

a guitar

a piano

a hamburger an ice cream

English

math

tennis

baseball

table tennis

a trumpet

coffee

coke

dogs

cats

penguins

science

art

15
music

例: Table tennis is more popular than tennis.
A guitar is cheaper than a trumpet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

easy
difficult
big
small
tall
short
interesting(面白い)
boring(退屈な)
hot
cold

•
•
•
•
•
•
•
•
•

good
bad
popular(人気がある)
exciting(わくわくする)
expensive(高い)
cheap(安い)
beautiful
cute
useful(役に立つ)
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原級(否定)と比較級
1. このボールは私のボールほど小さくありません。
•

This ball _____ _____ ______ small ____ mine.

•

This ball _____ _______ than mine.

2. 彼は彼の弟ほど背が高くありませんでした。

•

He _____ _____ ______ tall ____ his brother.

•

He _____ _______ than his brother.

3. この国はあの国ほど寒くはありません。
•

This country _____ _____ ______ cold ____ that one.

•

This country _____ _______ than that one.
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原級(否定)と比較級
4. 彼女はあなたの妹ほど若くはありません。
•

She _____ _____ ______ young ____ your sister.

•

She _____ _______ than your sister.

5. これらの質問はあれらの質問ほど簡単ではない。

•

These questions _____ _____ ______ easy ____ those ones.

•

These questions _____ _______ ________ than those ones.

6. この鞄はあの鞄ほど安くはありません。
•

This bag _____ _____ ______ cheap ____ that one.

•

This bag _____ _______ __________ than that one.
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並びかえ問題(形容詞・副詞は適切な形に直そう)
1.

GeorgeはLukeよりも若い。
( than / young / George / Luke / is ).

2.

この問題は、あの問題よりも難しい。
( difficult / this / that / is / question ) one.

3.

AndrewはDavidよりも速く歩く。
( walks / Andrew / David / than / fast ).

4.

この写真はあの写真よりも美しい。
( picture / is / this / that / beautiful / than ) one.

5.

この人形はあの人形よりもかわいい。
( doll / cute / this / that / is ) one.

<解答巻末>
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並びかえ問題(形容詞・副詞は適切な形に直そう)
6.

昨日は今日よりも暑かったですか。
( than / yesterday / today / hot / was )?

7.

私は私の母よりも早く起きました。
( got / early / than / I / mother / up / my ).

8.

彼は彼の父よりもすばやく昼ご飯を食べた。
( than / he / father / his / ate / quickly / lunch ).

9.

彼のスマートフォンは私のものよりよかったですか。
( was / good / mine / than / smartphone / his )?

10. 彼らの状況は私たちの状況よりも悪いです。
( situation / is / their / ours / than / bad / than ).
<解答巻末>
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並びかえ問題(形容詞・副詞は適切な形に直そう)
11. KenはGraceよりも上手にバイオリンを弾くことができました。
Ken ( than / the violin / Grace / well / play / could ).
12. この選手はあの選手よりも人気がありました。
This player ( was / than / one / popular / that ).
13. JessieはMaryよりたくさんの情報を持っていますか。
( Jessie / information / Mary / than / does / have / much )?
14. 私は私の兄ほどお金を持っていません。
( money / have / than / little / I / brother / my ).
15. 12月は6月より雨が降りません。
In December we ( June / in / rain / little / have / than ).
<解答巻末>
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解答

22

あなたはあなたの父より背が高い。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.
2.
3.

>

You are tall.
Your father is tall.
You are taller than + Yyour father is tall.
You are taller than your father is tall.

You are taller than your father.
<解答巻末>
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英語は数学より簡単だ。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.
2.
3.

>

English is easy.
Math is easy.
English is easier than + Mmath is easy.
English is easier than math is easy.

English is easier than math.
<解答巻末>
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地球は月より大きい。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.
2.
3.

>

The earth is big. The moon is big.
The earth is bigger than + Tthe moon is big.
The earth is bigger than the moon is big.

The earth is bigger than the moon.
<解答巻末>
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私は私の母より早く起きる。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.
2.
3.

>

I get up early.
My mother gets up early.
I get up earlier than + Mmy mother gets up early.
I get up earlier than my mother gets up early.

I get up earlier than my mother.
<解答巻末>
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彼女は彼女の姉より速く泳ぐ。
Step1. 比較する言葉を探す (形容詞 or 副詞)
Step2. 比較する言葉を比較級 + than + 次の文
Step3. 重複を削除

1.
2.
3.

>

She swims fast.
Her sister swims fast.
She swims faster than + Hher sister swims fast.
She swims faster than her sister swims fast.

She swims faster than her sister.
<解答巻末>

27

比較級の作り方
原級(+er)

taller

longer

richer

語尾がe(+r)

larger

nicer

wiser

子音字+ yで終わる
(yをiに変える)

busier

easier

happier

アクセントある短母音
+子音字で終わる
(子音字を重ねる)

bigger

hotter

thinner

…ful /…ous/…ly
3音節以上

more useful
more slowly
more popular

6文字/母音3文字以上が目安
<解答巻末>

more famous
more difficult
more beautiful

※pretty, strong, simple等除く
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並びかえ問題(形容詞・副詞は適切な形に直そう)
1.

GeorgeはLukeよりも若い。
( than / young / George / Luke / is ).
•

George is younger than Luke. (形容詞)
この問題は、あの問題よりも難しい。
( difficult / this / that / is / question ) one.

2.
•
3.

This question is more difficult than that one. (形容詞)
AndrewはDavidよりも速く歩く。
( walks / Andrew / David / than / fast ).

•

Andrew walks faster than David. (副詞)
この写真はあの写真よりも美しい。
( picture / is / this / that / beautiful / than ) one.

4.

•

This picture is more beautiful than that one. (形容詞)
この人形はあの人形よりもかわいい。
( doll / cute / this / that / is ) one.

5.
•

This doll is cuter than that one. (形容詞)

<解答巻末>
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並びかえ問題(形容詞・副詞は適切な形に直そう)
昨日は今日よりも暑かったですか。
( than / yesterday / today / hot / was )?

6.
•

Was yesterday hotter than today? (形容詞)
私は私の母よりも早く起きました。
( got / early / than / I / mother / up / my ).

7.
•

I got up earlier than my mother. (副詞)
彼は彼の父よりもすばやく昼ご飯を食べた。
( than / he / father / his / ate / quickly / lunch ).

8.
•

He ate lunch more quickly than his father. (副詞)
彼のスマートフォンは私のものよりよかったですか。
( was / good / mine / than / smartphone / his )?

9.

•

Was his smartphone better than mine? (形容詞)

10. 彼らの状況は私たちの状況よりも悪いです。
( situation / is / their / ours / than / bad / than ).
•

Their situation is worse than ours. (形容詞)

<解答巻末>
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並びかえ問題(形容詞・副詞は適切な形に直そう)
11. KenはGraceよりも上手にバイオリンを弾くことができました。
Ken ( than / the violin / Grace / well / play / could ).
•

Ken could play the violin better than Grace. (副詞)

12. この選手はあの選手よりも人気がありました。
This player ( was / than / one / popular / that ).
•

This player was more popular than that one. (形容詞)

13. JessieはMaryよりたくさんの情報を持っていますか。
( Jessie / information / Mary / than / does / have / much )?
•

Does Jessie have more information than Mary? (形容詞)

14. 私は私の兄ほどお金を持っていません。
( money / have / than / little / I / brother / my ).

•

I have less money than my brother. (形容詞)

15. 12月は6月より雨が降りません。
In December we ( June / in / rain / little / have / than ).
•

In December we have less rain than in June. (形容詞)

<解答巻末>
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