
 

like を使った比較級・最上級、書き換え まとめ 

基本 

１  like を使った比較  

① 次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） I like cats better than dogs.           
私はイヌよりネコのほうが好きです。 

（２） 私は黒より赤のほうが好きです。                

I like red better than black. 

 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A ： あなたは夏と冬では，どちらが好きですか。 

Which do you like better, summer or winter ? 

B ： 私は冬のほうが好きです。 

I like winter better. 

 

２  like を使った最上級  

① 次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１）  I like dogs the best of all animals.       
私はすべての動物の中でイヌがいちばん好きです。 

  

（２）  私はすべてのスポーツの中で野球がいちばん好きです。 

     

I like baseball the best of all sports. 

 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A ： あなたは何の教科がいちばん好きですか。 

What subject do you like the best ? 

B ： 私は英語がいちばん好きです。 

I like English the best. 

               

３  最上級 ⇔ 比較級の書きかえ   〔☆応用〕 

① 次の文を比較級を使ってほぼ同じ内容の文に書きかえなさい。 

  He is the tallest boy in his class. 

   

He is taller than any other boy in his class. 

 

② 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１語ずつ書きなさい。 

  I like tennis the best of all sports. 

  

I like tennis    better       than       any       other    sport. 



 

発展 ～余裕のある人はチャレンジ～ 

 

問題１  次の対話の    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） A：      Which    do you like    better    , cats   or   dogs ? 

    B：   I like cats better. 
   

（２） A：   Which    season    do you like    the       best    ? 

    B：   I like summer the best. 
   

（３） A：   What    color    do you like    the       best    ? 

    B：   I like white the best. 
   

（４） A：   What Japanese    food    do you like    the       best    ? 

    B：   Well, I like sushi the best. 

 

問題２  各組の文がほぼ同じ内容になるように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  This is better than any other watch.                         〔入試問題〕 

     This is the    best    watch of all. 

（２）  She is the tallest of all the girls in her class.                  〔入試問題〕 

     She is    taller   than    any       other    girl in her class. 

（３）  He swims faster than any other boy in our class.              〔入試問題〕 

     He swims the    fastest       of    all the boys in our class. 

 

問題３  次の文を比較級を用いてほぼ同じ内容の文に書きかえなさい。 

 Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. 

   

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

 

問題４  次の質問に対し，あなた自身の立場で英語で答えなさい。 

（１）  Which do you like better, tea or coffee ? 

    
（例） I like tea better. 

  

（２）  Which season do you like the best ?   And why ? 

    
（例） I like winter the best because I can enjoy skiing. 

  

（３）  What subject do you like the best ?   And why ? 

    
（例） I like English the best because it is interesting. 

 

 



 

基本 解答 

１  like を使った比較  

① 次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） I like cats better than dogs.           
私はイヌよりネコのほうが好きです。 

（２） 私は黒より赤のほうが好きです。                

I like red better than black. 

 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A ： あなたは夏と冬では，どちらが好きですか。 

Which do you like better, summer or winter ? 

B ： 私は冬のほうが好きです。 

I like winter better. 

 

２  like を使った最上級  

① 次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１）  I like dogs the best of all animals.       
私はすべての動物の中でイヌがいちばん好きです。 

  

（２）  私はすべてのスポーツの中で野球がいちばん好きです。 

     

I like baseball the best of all sports. 

 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A ： あなたは何の教科がいちばん好きですか。 

What subject do you like the best ? 

B ： 私は英語がいちばん好きです。 

I like English the best. 

               

３  最上級 ⇔ 比較級の書きかえ   〔☆応用〕 

① 次の文を比較級を使ってほぼ同じ内容の文に書きかえなさい。 

  He is the tallest boy in his class. 

   

He is taller than any other boy in his class. 

 

② 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１語ずつ書きなさい。 

  I like tennis the best of all sports. 

  

I like tennis    better       than       any       other    sport. 



 

 

発展 解答 

問題１  次の対話の    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） A：      Which    do you like    better    , cats   or   dogs ? 

    B：   I like cats better. 
   

（２） A：   Which    season    do you like    the       best    ? 

    B：   I like summer the best. 
   

（３） A：   What    color    do you like    the       best    ? 

    B：   I like white the best. 
   

（４） A：   What Japanese    food    do you like    the       best    ? 

    B：   Well, I like sushi the best. 

 

問題２  各組の文がほぼ同じ内容になるように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  This is better than any other watch.                         〔入試問題〕 

     This is the    best    watch of all. 

（２）  She is the tallest of all the girls in her class.                  〔入試問題〕 

     She is    taller   than    any       other    girl in her class. 

（３）  He swims faster than any other boy in our class.              〔入試問題〕 

     He swims the    fastest       of    all the boys in our class. 

 

問題３  次の文を比較級を用いてほぼ同じ内容の文に書きかえなさい。 

 Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. 

   

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

 

問題４  次の質問に対し，あなた自身の立場で英語で答えなさい。 

（１）  Which do you like better, tea or coffee ? 

    
（例） I like tea better. 

  

（２）  Which season do you like the best ?   And why ? 

    
（例） I like winter the best because I can enjoy skiing. 

  

（３）  What subject do you like the best ?   And why ? 

    
（例） I like English the best because it is interesting. 

 

 


