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答えと解説

Z4/

ズハリ
、 P2 ・ 3

3. youn唐erthan 4.1ar目er1. te11er 2. than

解説「AはBよりも~だ」のように比較する言い方を比較級の文と

いう。基本形は仇is[am,are]比較級山a11B.>になる。比較級

は形容詞の語尾(単語の終わり)に er をつければよいが,1arge

のように eで終わる語にはrだけをつけるまた,「・ーよりも」

と比較する対象を表すにはthanを使う

比較級1

2つを比較するときは<~erthan>

＼

＼

1. te11er 2. sma11er 3. older 4.1er8er

解説 1.「背が高い」は仏Ⅱ erをつける 2.「小さい」はSmaⅡ

er をつける。 3.「古い」は old。 er をつける。 4.「大きい

はlarge eで終わっているのでrだけをつける。

1. 1Ce is colder than vvater.

2. This book is nevver than that one.

3. Mt, F山iis h1目her than Mt. ASO.

4. This room is larger than that one.

解説 1.「冷たい」はCold er をつける。thanのあとに比較する対

象がくる 2.「新しい」はnew。 er をつける。 one はすでに出

てきた名詞のかわりに使うもので,ここでは血atone はthat

book のこと。 3.「高い」は high。 er をつける。 4.1arge の

ように eで終わる語は rだけをつけてlarger となる。

知って得するコーナー

rだけをつける形容詞には次のようなものがある
J/

Ξ

でe力尾五
口/



Iarge (広い,

Safe (安全な)

ズバリ
2

大きし→

丘ne

比較級2

比較級への変化のきまりを覚えよう!

4. busier3. easier1. bi目呂er 2. hotter

解説形容詞が<短母音+子音字>で終わる語は,子音字を重ねて比較

級を作る。短母音というのは,長母音(b:]などのように長くす

る母音)や二重母音([ei]などのように母音が2つ続く母音)以外

のことである。 1.の big を例にとると,発音は[big]で,田が短

母音になる。このような場合には,子音字のg を重ねてbigger

になる。また.3.・ 4.のような<子音字十 y>で終わる語は, y を

iにかえて er をつける。 3.の easy を仔川ことると,語尾 Syの S

が子音字。したがって, y を iにかえて easier となる。

nice(すてきな) Mde(幅の広い)

(見事な) Mse(賢い)

1. hotter 2. easier

解説 1.子音字(t)を重ねてer。

(g)を重ねて er。 4. y を i

1. Tokyo is bi目目er than your city.

2. Your c0什ee is hotter than mine.

3. Are you busier than your mother?

4. ThiS 目日me iS 日日Sier than thet.

解説 1.子音字gを重ねる。子音字を重ねる形容詞はほかに,sad(悲

しい), thin(薄い)など。 2.子音字t を重ねる 3. y を iにか

えて er。ほかに, pre如(かわいい), heavy(重い)なども同じ形。

4. y を i にかえて er。

P4 ・ 5

ズバリ
3

比較級3

副詞にも比較級があるんだ!

3. bi目8er 4. busier

2. y を iにかえて er。 3.子音字
にかえて er。

1. faster 2. earlier 3.1eter 4. sooner

解説 1.「速く」→「走る」のように,動詞につながる副詞にも比較

級がある。fastは er をっける。 2. early は語尾が<子音字①+ y>

なので, y を iにかえて er をっけるなお, fast と early は形

容詞としての用法もあるので注意しておくこと。 3.1ate はe で

終わっているのでrだけをつける。 4. soon はer をつける。

1. earlier 2.1eter 3. faster 4. sooner

解説 1.時間的に「早く」は early を使う。 2.「遅く」は late。

earlyの反対の意味の語。 3.速度が「速く」はfast を使う。 4.「早

めに,すぐに」は Soon early と同じ意味で使われることもある。

1. Don't vvalk faster than the students.

2. neeve home earlierthan Emi.

3. 1 目et up later than my perents.

4. He 宮ot here sooner than l.

解説 2.1eavehomeで「家を出る〔出発する〕」の意味になる。

4. get を「着く」の意味に使う場合, getto ~で「~に着

になるが, here や there では, gethere[仕lere]でよい。

P6 ・フ
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ズバリ
4

比較級4

80od・beせer, bad・vvorse, we11・be廿er。

1. better 2. vvorse 3. better

解説 1. good(よい)の比較級はbetter。 2. bad(悪い)の比較級は
3. weⅡ(上手に,よく)の比較級はbetter なお「~をWorse

よく知っている」はhlow~weⅡと言うので,このWeⅡにも比

較級を使うことができる

1. better 2. vvorse 3. better

1. goodの比較級。 2. badの比較級 3. weⅡの比較級解説

1. 1S your room better than mine?

2. He speaks En尽lish be廿erthan l.

3. vvas his report vvorse than this?

解説 2. weⅡの比較級はgoodの比較級と同じ形

は Worse。

メバリ
5

P8 ・ 9

比較級5

<比較級+名詞>の表現もあるよ。

3. more time2. more caps1. better idea

解説 1. goodの比較級はbetter。名詞の前に比較級が置かれているこ

とに注意しよう。 2. many(多数の)の比較級はmore。 3. more

はmuch(多量の)の比較級にも使う。 manyはbook, stⅡdentのよ

うに, a[one]やNO,three をつけて数えられるものに使い, much

は WaterケNや Coffee(コーヒー)などの液体や, sugar(砂糖), salt

(塩),廿me(時間)など一定の形を持たないものに使う

money(お金)も much を使う語になる。

2. more 3. more,then1. better plen

解説 1. goodの比較級be廿er 比較級のあとに名詞がきている

2. much の比較級の more この文のように thanのない比較級

にも慣れておこう。 3. manyの比較級の more。

1. Do you heve e better idea than this?

2. Tokyo has more people than osaka.

3. 1 need more money then you.

解説 1.<a +比較級+名詞+ than.,>の語順になる。

比較級はmore 3. muchの比較級はmore

3. badの比較級 beautifU1 は more

PI0・11

比較級⑥

3. more popular1. more 2. more

解説 beautiful(美しい), interesting(おもしろい). popular(人気

のある)はいずれも moreを前につけて比較級を作る。

なお,

1. moredi什icult 2. moreuseful

3. morefemouS 4. moreslovvly

解説この問題の4語, difficult(難しい), useful(役に立つ), famous(有

名な). slowly(ゆっくりと)も more を前につけて比較級を作る。

Slowlyは副詞。形容詞にlyをつけた副詞はいずれも more~の形

になる。(earlyは形容詞にlyをつけた形ではない)

beautifU1 に!

3

2. ma11yの

P12・13



1. Ken is more popular than Ryo here.

2. 1S French more di什icult than En昌lish?

3. Your picture is more beautiful then this.

4. Basebe1ΠS more interestin目 than soccer.

解説<more +形容詞(のもとの形)than.ー>にあてはめて考える

知って得するコーナー

moreで比較級を作るおもな語

beaU廿員.11(美しい) dif丘Cult(難しし→

interesdng(おもしろい) useful(役に立つ)

Popular(人気のある) famous(有名な)

important(重要な) expensive(高価な)

exd廿ng (わくわくさせる) care丘11(注意深い)

Slowly (ゆっくりと) quicMy (すばやく)

(彼はクラスのほかのくどの>少年よりも背が高い)

比較級+比較級はすます~,だんだん~)

More a11d more people ⅥSit Kyoto.

はすます多くの人たちが京都を訪れています)

スハリ
7

{まとめ】比較級

比較級の作り方を整理しておこう。

1. bi目目er 2. busier

解説 1. bigの比較級はbigger

3. good の比較級は better。

比較級

5.犬はネコよりも役に立ちます。

6.私はこの料理にもっと砂糖が必要です。

解説 1. earⅡer はearly(早く)の比較級。 2. POPU1釘にはmore をつ

ける 3.この better はWeⅡ(上手に)の比較級。 4.10nger は

10ng(長い)の比較級。 5. usefU1には more をつける。 6.この
moreはmuchの比較級。このようにtha11がない比較級の文もある。

1.私の母は私よりも早く起きます。

2.ここではサッカーはテニスよりも人気がありますか。

3.私の母は私より上手にピアノをひきます。

4.この橋はあの橋よりも長い。

1. Your plan is more interestin目 than mine.

2. He came here later than l.

3. My 目randfetheris olderthen my 目rendmother.

4. 1 have more dictionaries then you.

解説 1. interesung はmore をつける 2.1ate(遅く)の比較級は

Iater 3. oldの比較級はolder 4. moreはmanyの比較級。

知って得するコーナー

比較級を使った便利な表現

morethan ~(~以上の>)

Ihave morethan 6fw cDS.

締"よ50枚以上のCD を持っています)

比較級than即yother +単数形/比較級th飢theother +複

数形(ほかのー・よりも~)

He is ta11ertha11any other boy[the other boys] in his dass.

3. better 4. more

2. busy の比較級は busier。

4. beaU廿ム.11 には more をつけて

P14・15
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メハリ
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最上級1

3つ以上の中でいちぱんは<the ~est>

1. te11est 2. oldest 3. youn目est 4.1er尽日St

解説 1. taⅡの最上級は仏Ⅱest。最上級の前には theがつく。 in を

使うのは場所や範囲を表す語句が続くとき。 2. oldの最上級は

Oldest。 3. youngの最上級はyoungest。 4.1arge の最上級

は largest st だけをつける

1. ta11est 2. sma11est 3. oldest 4.

解説 1.「背が高い」はねⅡ。 2.「小さい」はSmaⅡ。

は old。 4.「大きい」はlarge。

1. This pen is the nevvest of the three.

2. This building is the lar目est in Tokyo.

3. Mt. Fujns the hi目hest in dapan.

4. Kumns the youn目est of a11.

解説 1. neWの最上級はnewest。 2.1argeの最上級はlargest。

3. high の最上級は highest。 4. youngの最上級はyoungest

aⅡ(全員)は複数を表す語なのでofを使う

P16・17

ズバリ
9

る。 3. y を iにかえる

1. easiest 2. bi目目est 3. busiest 4. h0廿est

解説 1.「簡単な」はeasy 2.「大きい」はbig。 3.「忙しい」は

busy。 4.「暑い」は hot of廿leyear(1年で)はこのまま覚え
ておこう。

最上級2

変化のきまりは比較級と同しで語尾はest!

】. bi目目est 2. h0せest 3. easiest 4. busiest

解説最上級の作り方については,比較級と同じように考える。比較

級のerが最上級ではestになる 1. gを重ねる。 2. tを重ね

Ier目est

3.「古い」

1. Thet vvas the easiest vvay for her.

2. This summer is the hottest in ten years.

3. This street is the busiest in my city.

4. 1S this the bi尽尽est bank in Japan?

解説 1. easyの最上級はeasiest inやofがない最上級の文にも慣

れておこう。 2. hotの最上級はh0此est 3. busyの最上級は

busiest。 4. bigの最上級はbiggest。日本文が「いちぱん大き

い銀行」なので, thebiggestbank とひとまとまりにして扱っ

ていることに注意。

知って得するコーナー

最上級を使った便利な表現

・くoneofthe最上級+複数名詞X最も~なうちの 1つ(1人〕)

Osaka is one ofthe biggest dues inJapan.

(大阪は日本で最も大きな都市のうちの1つです)

・くthe 序数(second,third など)十最上級十名詞X・一番目に~なー)

Yokohamaisthe second biggestdtyinJapan.

(横浜は日本で2番目に大きな都市です)

4 y を iにかえる

P18・19

5



最上級3

副詞にも最上級がある!

1.festest 2. earliest 3.恰test 4. soonest

解説最上級の作り方は基本的には比較級と同じなので,本書2ペー
ジを参照すること。副詞の最上級のtheは省略されることもある

1. earliest 2.1atest 3.fastest 4. soonest
2.1ate の最上級は latest解説 1. early の最上級は earⅡesto

3. fastの最上級はfastest。 ofusaⅡ(私たち全員の中で)のい
方も覚えておこう。「彼ら全員の中で」は ofthemaⅡとなる
4. soon の最上級は Soonest

1. He got here the eerliest of the six.
2. He svvims the festest in his cless.

3. He stayed in bed the letest todey.

4. He ran the fastest in the race.

解説副詞の最上級の前のtheは省略できるので.この問題の各文の
最上級の前のthe は省略しても正しい文になる0 1.この文の
getは「着く」の意味。

P20 ・ 21

ージの左段の下方を参照。 3

る。 4. weⅡ一 be廿er - best

メバリ
い

最上級4

1. best 2. vvorst 3. best 4.

解説 1.「よい」はgood。 2.「悪い」はbad
WeⅡ 4.「多くの」はmanyo

80od.bestや<最上級+名詞>も練習しよう0

1. best 2. most 3. vvorst 4. best

解説 1. good - be杜er - best と変化する。 2. ma11y[much]
mostと変化する。 many と much にっいては本書3ぺnlore

1. 1S he the best player in the vvorld?

2. Tokyo has the most people in dapan.
3. 1 Speak Enelish the best in my cless.
4. This is the vvorst day in my life.

解説 1. goodの最上級はbest。 2. manyの最上級はmost
3. weⅡの最上級はbest 4. badの最上級はWorst

6

bad Worse

と変化する。

1. mostdi什icult 2. mostusefU1 3. mostfamous
4. most slovvly

解説 1.「難しい」はd通Cult 2.「役に立っ」はUseful0 3.「有

Worst と変化す

1バリ P24 ・ 25
、2

3. most popular1. most 2. most

解説 m。reをっけて比較級を作った語はすべて最上級ではmostを
つけて最上級にする。<themost +原級(もとの形)>の形になる0
ここでも,品帰むの最上級ではthe を省略することがあるo more,
m。stで比較級.最上級を作る語は本書4ページの「却って1守す
るコーナー」にまとめてある。

最上級5

beautifU1 は most beautifU1 に!

most

3.「上手ι

P22 ・ 23



名な」はfamous。 4.「ゆっくり」は Slowly

1. Ken is the most popular in my class.

2. This question is the most di什icult of a".

3. You ere the most beautiful vvoman in the vvorld.

4. 1S this the most popular son目 nov、/?

解説いずれも mostは形容詞の(原形の)前に補う。

尿上級(in と of)6

inのあとには場所・範囲, ofのあとには複数!

1 1.in 2.in 3. of 4. of

解説 1. mydasS という範囲。 2. Japa11 という場所・範囲。
3. aⅡは「すべて」という複数を表す。 4. the丘Ve は「5 人」

という複数を表す。

2. the丘Ve

1. of 2.in 3.in 4. of 5. of 6.in

解説 1. ofthesiXで「6つの中で」 2. inmydasS で「禾厶のクラ

スで」。 3. inthe world で「世界(中)で」。 4. ofa11で「すべ

て〔全員〕の中で」。 5. ofusaⅡで「禾厶たち全員の中で」。 6. in

China で「中国で」。

P28 ・ 29

は複数を表すのでofを補う。 3. TOIW0 は場所を表すのでin を

補う 4. usaⅡ1井夏数を表すのでofを補う。

知って得するコーナー

最上級で「~(の中)で」を表すよく使う表現

inJapan (日本で) intheworld (世界で)

inmyfamily (禾厶の家族の中で) inthistown (この町で)

OfaⅡ(すべての中で) ofus[them]a11(私たち〔彼ら〕全員の中で)

Ofthethree (books[S加dents]など)(3 冊〔3 人の生徒〕の中で)

Ofthese[those](ten) books[students]

にれら〔あれら〕の(10冊の)本〔(10 人の)生徒〕の中で)

1. He runs the fastest in the vvorld.

2. This question is the easiest of the five.

3. This is the te11est buildin目 in Tokyo.

4. He is the smartest of us a".

解説 1. theworld は場所・範囲を表すのでin を補う。

1.形容詞の最上級の前には the がつく。 2. big(大きな)の

最上級はbiggest。 3. good(よい)の最上級はbest。 4. POPU1町

(人気のある)の最上級はmost を前に置く。

P26 ・ 27

はとめ】尿上級

1 ズハリ最上級の作り方を整理しておこう。
1 、4

1. the 2. bi目目est 3. best 4. most

1 解説

1.田沢湖は日本でいちぱん深い。

2.サッカーはここではいちぱん人気のあるスポーツですか。

3.この図書館には東京でいちぱん多くの本があります。

4.きょうの試合は今年最悪でした。

5.2月は 1年で最も短い。

6.私は家族の中でいちばん上手に英語を話します。

1 解説 1. deepestは deepq栗い)の最上級。 2. mostpopular は

7

3

り

、
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P。pular(人気のある)の最上級。 3. most は many(タくの)の最
上級。 4. W。rst は bad(悪い)の最上級。ふっう thisyear には

5. shortestは Short(短い)の最上級0 6. bestin をつけない。

はWeⅡ(上手に)の最上級0

1. This is the eesiest 口Uestion of the three・

2. 1 目et up (the) earliest in my femily・
3. This flovver is the most beautiful of e"・
4. 1S Ami the best sin宮巳r in the vvorld?

1.同じ内容を 111is question is the easiest ofthe three.(この 1解説

問題は3つの中でぃちぱん簡単です)とも表せる0 2.副詞の最上
級の前のthe は省略できる。 3. beauufU1は most をっけて最上
級を作る。 4.「最高の」は「いちばんよい」と考えてgoodの最
上級best を使う。 world の前のthe も忘れないように World は
常にthe をっけて使う0

ズハリ
、5

Iike ~ better than .ーの文

「~のほうが好きだ」の文0

4. betterthan1.1ike 2. better 3. than

解説「B よりも A のほうが好きだ」は<1ikeAbetterthanB>で表す0
A と Bの位置を問違えないように。この表現に使われるbe廿er
はWeⅡの比較級ではない。"ikedogsweⅡ.という表現はないか
らである。

はめて考える。 DoyoU Ⅱkespringth飢faⅡ?のように better を
落としてしまう間違いが多いので気をっけよう0

1. nike pendas better then k0日恰S.
2. Do you like En尽lish better than math?
3. nike her be廿er than him.

4. He likes Mt. Fuji better than Mt. Aka合i・

解説 1.「~が好きだ」と言うときは,1つ 2つと数えられる
つぃてはふっう複数形で表すことにも気をっけよう 3

目的語になるので, her, him ともに目的格になる
知って得するコーナー

Ⅱke ~ better仕lan ,.に<any other +単数名詞>かく廿le other
+複数名詞>を使って,「ほかの(どの)・ーよりもく~のほうが好
きだ>」の意味を表すことができる0
11ike andas better than any other animal[the other a11hnals]・

1.1ike 2. better 3. than 4. betterthan
解説「B よりも A のほうが好きだ」の<1ikeAbe杜erthan召>にあて

P32 ・ 33

8

P30 ・ 31

(手厶はほかのくどんな>動物よりもパンダが好きです)

メバリ
、6

Iike ~ the best oHin].ーの文

「・ーの中でいちぱん好きだ」の文0

1. 1ike,best 2. bestof 3. best,in
解説「.ーの中で~がいちばん好きだ」は<1ike ~ thebestof[in]・・>

で表す。。fとinの使い分けはこれまでの最上級と同じで, ofの
あとには複数を表す語句が.inのあとには場所や範囲を表す配

このbestは副詞なのでthe は省略することもある句がくる。

ものに

Ⅱke の

ー
ー
ー
ー
ー



1. best 2.1ike 3. of 4. thebest

<Ⅱke ~ the bestof[in].,>にあてはめて考える。解説

1. nike this car the best of a11.

2. nike this room the best in my house.

3. Do you "ke apples the best of a11fruits?

4. Kete "kes Tokyo the best in dapan.

解説 1. aⅡは複数を表すのでofを使う。 2. myhouse は場所を

表すのでin を使う 3. aⅡ丘UitS は複数の意味を表すのでofを

使う 4. Japan は場所を表すのでin を使う。

の文

同じくらいを表すのは<as ~ as_.>

as ~ as

1. eS 2. as 3. busy 4. early

「・ーと同じくらい~」は<as ~ as...>で表す。~の部分には形

容詞や副詞の原級(もとの形)がくる 4.この文のearlyは副詞

になる。

3.10n宮 4.1. aS 2. as

解説<as~as,.>にあてはめて考える。 3

い」は deep。

解説 1.形容詞ねⅡは aS と aSの間に入る。 2.この文の形容詞は

Old(古し→。 3.この文の形容詞は exciting(わくわくさせる)。

似た形容詞にexdtedがあるが,こちらはふつう人を主語にして

「興奮した.わくわくして」の意味を表す。 4.この文の形容詞

は kind(親切な)。

知って得するコーナー

「・・・と同じくらい~が好きだ」と言うときはくⅡke ~ as muchas

...>を使う Verymuch やWeⅡではなく much を使うことに注

意する。

1Ⅱke English as much as math.

(私は数学と同じくらい英語が好きです)

11ike dogs as much as cats.

ほ幻よネコと同じくらい犬が好きです)

as~aS を使う便利な表現

as ~ as possible (できるだけ~)

Come home as soon as possible.

(できるだけ早く帰宅しなさい)

廿mes as ~ as.,(・ーの一倍~)

Ihis box is three times as large as that one.

にの箱はあの箱の3倍の大きさです)

(「2倍」には一 timeSのかわりに tMce という語を使う)

3. busy

1'm es ta11 as Ken.

My house is as old es yours.

Soccer is as excitin目 as baseba"

Is she es kind as her sister?

P34 ・ 35

deep as

「長い」は 10ng

4. early2. as

4. R朶

1 スバリ
1 、8 P36 ・ 37

not as ~ as ._の文

「・・・ほど~ない」は<not as ~ as ...>

9

1. as

7、

説解

、
1

1
2
3
4



解説<as ~ as...>は「・ーと同じくらい~」の意味だが,これが否定

文になって<notas ~ as...>になると「・・・ほど~ない」の意味に

なる。 be動詞だけでなく,一般動詞などの否定文にも使うこと,

ができる。なお,否定文ではnotas~as,.の最初のaSのかわ

りに S0が使われることもある

1.isn't 2. don't 3. aslone 4. d巳巳Pas

解説 1.もとの文は lhisboxisasbig asthatone.で be 動,司の文。

2.もとの文は lgotobedasearlyasyou.で一般動詞の文

3.・4. aS と aS の問には形容詞(や副詞)の原級(もとの形)が入る。

P40 ・ 41

1. This temple isn't as old as that one.

2. 1 Cen't run es fest es Emi.

3. This brid目e isn't es lon尽日S that one.

4. 1 didn't stay there as lon尽日S Kumi.

解説 1.形容詞old を aSではさむ形になる 2. can't[ca11not]の

ような助動詞の文にも使うことができる。特に否定文ではよく

Ca11の否定文が使われるので慣れておこう。 3.この文の10ng

は形容詞。 4.この文の10ngは副詞。

【まとめ】1ike ~ better, as ~ as ._の文

原級・比較級・最上級をしっかり使い分けよう。ズハリ
、9

4. notas ~ as.,で「ー・ほど~ない」の意味。

1.私は冬よりも夏のほうが好きです。

2.私はすべての花の中でバラがいちぱん好きです。

3.私はこのあたりではこの場所がいちぱん好きです。

4.クミは父親と同じくらい早く家を出ます。

5.サチは彼女のお姉さん〔妹さん〕ほど親切ではありません。

6.私はあなたほど速くコンビユータを使うことができません。

解説 2.Ⅱke ~ thebest.,のbestは副詞なので, the は省略され

ることもある。 3. aroundhere(このあたりで)が場所を示して

in~のかわりをしている。 4.この文のearly は副詞 5. isn't

に notが含まれている。 6. can't は Cannotの短縮形で, notが

含まれている

1. better 2. best 3. as

解説 1.Ⅱke ~ be廿erthan _で「・

意味 2.Ⅱke ~thebestof[in]

好きだ」の意味。 3. as ~ as,.で「

1. uike c0什ee better than tea.

2. uike soccer (the) best of aⅡ Sports.

3. This car is as expensive as that one[car].

4. This book isn't[is nou as interestin目 as his first book.

解説 1. C0丘eeやteaにはa をつけない 2. sportS と複数なので

Of を使う 3. expensive は aS と aS の間に入れる。 4. notas

~ as,.にあてはめて考える。「おもしろい」は intereS廿ngで,

やはり aS と aS の間に入る。

4. as

も~のほうが好きだ」の

「・ーの中で~がいちばん

・と同じくらい~」の意味。

P38 ・ 39

疑問詞で始まる比較の疑問文1

疑問詞のもとの意味を考えよう!ズバリ
⑳

10

1. V、/hich 2. vvho 3. vvhat

で

りよ



解説 1.「どちら」はWhich。なお. which にはあとに名詞を続け

て「どちらの~,どの~」の意味でも使うことができる。 2.「だ

れ」はN配ho。 3.「何の」はX刃hat。 what はあとに名詞を続け

て「何の,どんな」の意味になる。ちなみに, whatはWhatis ~?

のようにも使えるので,この文は訊小atis[X邸hat'SHhemost

Popularsporthere?と表現することもできる。

1. vvhat 2. vvhich 3. vvh0 4. vvhet

解説 1. shortestは Short(短い)の最上級。 2.1arger はlarge(大
きし→の比較級。 3. bestはWeⅡ(上手に)の最上級 4. easiest

は easy(簡単な)の最上級。

1. vvhat sportis the most excitin尽?

2. vvho ran faster than Ken?

3. vvhich is lon目er, May or dune?

4. vvhat's the eesiest vvay to cook fish?

解説 1. exci廿ngは most をつけて最上級にする。 2. fastの比較

級は faster。 3.10ng の比較級は 10nger。 A orB の前のコンマ

(,)を忘れないように。 4. easy の最上級は easiest。 to cook

丘ShはWayを説明する形容詞的用法の不定詞。最上級にWay(方
法)が続く文ではよく形容詞的用法の不定詞が使われる。

名詞が続くことはない

は Which。

ズバリ
伽

疑問詞で始まる比較の疑問文2

疑問詞がas~ as,.に使われた文!

1. vvhich 2. vvh0 3. vvhat 4. vvhich

解説 1.「どちらの」はWhich。 2.「だれが」はX刃ho。 3.「何の

~,どんな~」は工刃hat。 4.「どちらが」は Which。 aS と as

の問には形容詞の原級(もとの形)が入る。この文の形容詞は

Cheap(安い)

1. vvho

解説 1.「だれ」

11

2.「何が」はN配hat。 3.「どちらの」

1. vvho can svvim as fest as Kumi?

2. vvhich river is as lon目 as this?

3. vvhat lan目Ua宮e is as di什icult as French?

4. V、/hich picture is as beeutiful as this?

解説 1. wh0 を主語として使う。副詞 fast を aS と aS の間に入れる。

2. whichriver を主語として使う。形容詞 10ng を aS と aS の間に

入れる。 3. whatlanguage を主語として使う。形容詞 difficult

を aS と aS の問に入れる 4. whichpicture を主語として使う

形容詞beaU樋U1を aS と aSの間に入れる

2. vvhat 3. vvhich

はWho whichやN邸hat と違い, wh0 のあとに

疑問詞で始まる比較の疑問文3

ズバリ疑問詞がlike ~ better に使われた文!

22 P44 ・ 45

1. vvhich 2. vvhich 3. vvho

解説ここで使われている Which (+名詞)やWh0 は like の目的語

になって,「どちら(の~)を」.「だれを」の意味で使われている

ことに注意する。 1.この文のWhich は「どちらを」の意味

Aor召の前のコンマを忘れないように。 2.この文のWhich は

P42 ・ 43



「どちらの」の意味この文のように,AorBが省略される場合も

ある。 3.「だれを」はWh0 本来Wh0 の目的格はWhom だが,

文頭にくる場合はふつう Wh0 を使う

1. vvhich, or / better 2. vvho, or/ better

解説 1.「どちらを」になるのでWhich を使う答えの文の better

を忘れないように。 2.人にも Which を使うことがあるが,人

にはふつうはWh0 を使うと覚えておこう。

1. vvhich book do you like be壮er?/ nike this red one better.

2. vvho do you like better, Ryo or Ken?/ uike Ken better.

解説 1.「どちらの」とあるのでWhichのあとにbook を続ける

答えの文の<血is + red(形容詞)+ one>の二剖順にも注意しておこ

う。また, better を忘れないように。 2.問題文には「どちら」

とあるが,ここで比較しているのは人なのでWh0 を使う。

ズハリ
23

1 1. vvhat 2. vvhich 3. vvho

解説 WhatやWhichがあとに名詞をともなう場合,不特定のもの

から「どの~,何の~」とたずねるときは訊小at を使う。これに

対して,特定の限られたものから「どの~」とたずねるときは

Which を使う 1.スポーツはいろいろあり,不特定なものな

のでWhat を使う。ただし,「これらのスポーツのどれ」と限定

されると WhichofthesesportS となる/ better の場合と同

じように,答えの文には thebest をつける 2.季節は 4 つし

はとめ】疑問詞の比較の疑問文1
P46.47 1 ひとつひとつの疑問詞の意味を考えよう

疑問詞で始まる比較の疑問文4

疑問詞力勺ike ~ the bestに使われた文!

かなくて限定されているのでWhichを使う

ているので「だれを」のWh0 を使う

1. vvhat[V、/hich], best / best 2. vvhich, best / best

解説 1.「何月」とあるので, whatmonthが無難であるが, which

monthでもよい。/答えのthebest を忘れないように。 2. on

thedeskと限定する語句があるのでWhich を使う。

P48 ・ 49

1. vvhat sport do you like the best?

11ike tennis the best.

2. vvhich film did you like the best?

niked that short one the best.

解説 1.whatsportのあとに一般動詞の現在の疑問文の語順を続ける

血ebestは最後。/答えの文の thebest も最後。 2. which

釧mのあとに一般動詞の過去の疑問文の謂順を続ける/過去

の疑問文なので,動詞はliked と過去形になる。

3.人をたずね

1. vvhat,most 2. vvho,or 3. vvhich,as

解説 1.「何の~」は晒、at。 exdting は mostで最上級を作る。

2.人には Who。「~かー・」は~ or.,。 3.「どちらの~

X刃hich。「・ーと同じくらい~」は as ~ as,.。

12

1.どんな種類の音楽があなたにとって最もおもしろいですか〔興

味がありますか〕。



2.あなたの学校のすべての生徒の中でだれがいちぱん速く走る

ことができますか。

3.机の上にあるどのコンピュータがあなたにいちばん役に立ち

ますか。

4.ヨーロッパの多くの国々で最も人気のあるスボーツは何ですか。

解説 1. whatMndof~で「どんな種類の~」。 2.副詞fastの最

上級の文 of~とin~の両方使われていることにも注意。

3. usefU1の最上級の文 4. popularの最上級の文。

1. vvho can svvim faster than you?

2.゛/hich book vves the most interestin目 to[for] you?

3. vvhich mountain is as hi目h as Mt. ASO?

4. vvhat sportis the mostfemous here?

解説 1.副詞fastの比較級の文。 2. interestingの最上級はmost

をつける。 3. aS と aSの間には原級(もとの牙分が入る。

4. famouS の最上級の文。

【まとめ】疑問詞の比較の疑問文2

疑問詞の意味を考えbeせerやthebestに注目する!
P50 ・ 51

1. vvhat,best 2. vvho,better 3. vvhich,best

解説 1.「何の~」はNuhat。Ⅱke ~thebestで「~がいちばん好き

だ」の意味。 2.人について「だれ,どちら」は訊小0。 3.特

定のものから「どの~」はWhich。

13

3.向こうにいる5人の少年の中であなたはだれがいちばん好き

ですか。

4.あなたは日本の食べ物〔和食〕と中国の食べ物〔中華料理)では

どちらが好きですか。

解説 1. whatMndof~で「どんな種類の~」の意味。 2. onthe

deskと限定されているのでWhich を使っている。過去の疑問

文であることに注意。 3. YOUⅡke ~ thebestofthe五Veboys

Overthere.の~の部分をWh0 にして文頭に置いた文と考えれ

ぱわかりゃすい。

1.あなたはどんな種類の犬がいちぱん好きですか。

2.机の上にあるどの本があなたはいちぱん好きでしたか。

1. vvhat fish do you like the best?

2. vvhich do you like better, dogs or cats?

3. vvhat country do you like the best?

4. vvhich do you "ke better, bread or rice?

解説 1. whatのあとに五Sh を続ける。最上級の文。the を使う指

定があるので, bestの前に置く。 2. dogsorcatS の前のコン

マを忘れずに打っ。 3. whatのあとに Country を続ける。

か1【まとめ】比較級か最上級かas~as

1 ズバリ thanがあれぱ比較級!
1 26 P52 ・ 53

1. ta11er 2. more 3. best 4. most

解説 1. thanがあるので比較級。ねⅡの比較級はねⅡer。 2.廿lan

があるので比較級。interestingの比較級はmore をつける。

3. the と ofがあるので最上級。 goodの最上級はbest。 4. the

と inがあるので最上級。 falnouS の最上級は most をつける。



1.私の姉(妹〕は(私の)兄〔弟〕よりも上手に英語を話します。

2.健はあなたのお父さんよりも多くの本とCDを持っています。

3.このチョウはあのチョウよりもかわいらしくて美しい。

4.私は魚を料理するのにもう少し砂糖と塩が必要です。

解説 1. be杜erは副詞WeⅡ(上手に)の比較級。 2.この文のmore

はmany(多くの)の比較級。 3.比較級が2つぁることに注意す
る。 4.この文のmore はmuch(多くの)の比較級。 much は量

に使い, many は数に使う。また, more の前の Some(少しの,
いくらかの)にも注意しておこう

1. This question is easier than that one.

2. The sun is lar目er than the earth.

3. Math is the most di什icult of a" the subjects.

4. This plan is the vvorst of e".

解説 1.「・ーよりも」は比較級の文。 easyの比較級はeasier。 2 こ

れも比較級の文。1arge の比較級はlarger。 sun(太陽)や earth(地
球)はthe をっけて使うことを覚えておこう。また,太陽などが「大

きい」にはふっう bigではなく 1arge を使う。 3.「いちぱん」は
最上級の文。d過CUⅡの最上級にはmostをっける。最上級の前

に the を忘れないように。 subjectSが複数なのでof。 4.「最悪」

とは「いちばん悪い」ということなので最上級の文。 badの最上

級はWorst(比較級はWorse)。 aⅡは複数を表すのでof

解説 1. as ~ as."で「・・・と同じくらい~」。~には原級(もとの形)

が入る 2. notas ~ as,.で「・・・ほど~ない」。 3.Ⅱke ~

be廿er廿lan ,.で「・・・よりも~のほうが好きだ」。~と"'の位置に

注意する。 4.1ike ~ thebestof[in].,で「・ーの中で~がいち

ぱん好きだ」。

メバリ
伽

{まとめ】比較級か最上級かas ~ as,.か2

be杜erや bestは like と結ぴつく!

1.私は犬が好きですが,健は私よりも犬が好きです。

2.私は世界中のすべての料理の中で中華料理がいちぱん好きです。

3.エミは速い走者で〔走るのが速くて〕,彼女のコーチと同じく

らい速く走ることができます。

4.クミは早く起きますが,彼女のお母さんほど早くは起きません。

解説 1.1ike ~ be廿erthan ,.の文。 2.1ike ~ the bestof,.in

の文 1文に of と in の両方が使われている。 3. as ~ as...の文0

4. not as ~ as ,.の文。

1. as

14

2. as 3. better

1. nike November (the) best of the tvvelve months.

2. nike sprin目 better than fa".

3. He is[He'S] as busy as his father.

4. This dictionary isn't[is nou eS 宮ood as that one.

解説 1.この文のbestは副詞の最上級なので,その前の廿leは省略

してもよい。 2. spdng と faⅡの位置を問違えないように。

3. busy を aS と aS の問に入れる。 4. notas ~ as-.にあては
める good を aS と aS の問に入れる

4. best

P54 ・ 55



はとめ】比較の同意表現1

メハリ反対の意味の語を考えるんだ!
28 ゜ L' P56 ・ 57

1. older 2. sma11er

解説比較級の文を,主語を入れかえてほぼ同じ内容の文にするには

反対の意味を表す形容詞や副詞を使う 1.[AはBより若し寸

→「B はA より年上だ」 2.「A はB より大きい」→「BはA よ

り小さい」

】. sma11er 2.10n目er 3.1ater 4. moredi什icult

解説 1.「アメリカは日本より大きい」→「日本はアメリカより小さい」

SmaⅡ(小さい)の比較級は SmaⅡer。 2.「この口ープはあれより

も短い」→「あの口ープはこれより長い」上の文のShortは「短い」

の意味。 10ng(長い)の比較級は 10nger。 3.「私は健より早く起

きます」→「健は私より遅く起きます」 1ate(遅く)の比較級は

Iater。 4.「英語はフランス語よりも簡単です」→「フランス語は

英語よりも難しい」 d過Cult(難しし→の比較級はmored過Cult

1. is bi宮宮er[1arger] than mine[my d0目]

2. is nevver than this one[pen]

3. more slowly than Ken

4. is vvorse than yours[your idea]

5. is eesier than math

解説 1.「私の犬はあなたのより小さい」→「あなたの犬は私のより

大きい」 2.「このぺンはあれより古い」→「あのぺンはこれよ

り新しい」 3.「健はエミより速く歩きました」→「エミは健よ

りゅっくり歩きました」 4.「あなたの考えは健のよりもよい」

1. isn't[is nou as lar目e as the sun

2. isn't[is nou as old as this one[temple]

3. vvalk as fast as Ken

4. isn't[is nou es good as yours[your idea]

5. isn't[is nou as di什icult as math

解説書きかえた文の意味は次の通り。1.「地球は太陽ほど大き

りません」 2.「あの寺はこの寺ほど古くありません」 3

P58 ・ 59

→「健の考えはあなたのよりも悪い」

難しい」→「英語は数学よりも簡単です」

ズバリ
1 29

ほとめ】比較の同意表現2

(inφt) as ~ as _.を使つて書きかえよう。

くあ

「エ

1. aS 2. as

解説「A も B も~だ」は as ~ as,.を使って, rA はB と同じくら

い~だ」という文にする。「A はB よりも~だ」は notas ~as

を使って,「BはA ほど~ない」という文にする。

15

1. asta"aS 2. eslar目eaS 3. eseerlyes

4, es easy es

解説 1.「健は身長 170センチメートル。遼も身長 170 センチメ

トル」→「健は遼と同じ(くらいの)身長です」 2.「アメリカ

は日本より大きい」→「日本はアメリカほど大きくありません」

3.「私は健より早く起きます」→[健は私ほど早く起きません」

4.「英語はフランス語より簡単です」→「フランス語は英語ほど

簡単ではありません」

5.「数学は英語よりも



は健ほど速く歩きませんでした」 4.「健の考えはあなたのミ

ほどよくありません」 5.「英語は数学ほど難しくありません」

メバリ
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1 1.1argest 2. best

解説「ほかの(どの)・ーよりも~だ」という比較級の文を,「("'で)い
ちばん~だ」という最上級の文へ書きかえることができる。

はとめ】比較の同意表現3

比較級才最上級へ書きかえよう。

3. best1. sma11est 2. mostexpensive

解説 1.「ハチドリは世界のほかのどの鳥よりも小さい」→「ハチド

りは世界で最小の鳥です」 2.「この本はこの店のほかの本よ

りも高価です」→「この本はこの店で最も高価です」 3.「こ
の映画はほかのどれよりもよい」→「この映画はすべての中でい

ちばんよい」

1. is the oldest (one) around here

2. is the most interestin目(one) in this librery

3. the most books in his class

4. is the longest (one) in the vvorld

解説書きかえた文の意味は次の通り。1.「この寺はこのあたりでい

ちばん古い(もの)です」 2.「この本はこの図書館でいちばん

おもしろい(もの)です」 3.「健はクラスでいちばん多くの本

を持ってぃます」 4.「この橋は世界でいちぱん長い(もの)です」

16

はとめ】比較の同意表現4

最上級⇔比較級へ書きかえよう。

1. enyother 2. theother

解説「・・・(どの)よりも」と比較の対象を表すときは,くthanany other

+単数形の名詞>あるいは<tha11theother+複数形の名詞>を使

つ0

1. anyother 2. theother 3. anyone

解説 1.「クジラは世界最大の動物です」→「クジラは世界のほかの

どの動物よりも大きい」 2.「この本はこの図書館でいちばん

おもしろい」→「この本はこの図書館のほかの本よりもおもしろ

い」 3.「私は家族の中でいちばん多くのCDを持っています」

→「私は家族のほかのだれよりも多くのCD を持っています」

1. hi目her than any other (mountain) in Japan

2. more beautiful than the other (cities) in the vvorld

解説書きかえた文の意味は次の通り。1.「富士山は日本のほかのど

の山よりも高い」 2.「京都は世界のほかの都市よりも美しい」
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