
 

原級・比較級・最上級の基本 まとめ 

基本 

１  原級を使った表現   

① 次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） あなたの車は私のものと同じくらい新しい。      

 Your car is   as      new      as   mine. 
   

（２） このペンはあのペンほど長くありません。        

 This pen is   not      as      long      as   that one. 
 

② 次の文を「Tom と同じくらい」という意味を加えて書きかえなさい。 

  Kenji is tall.            Kenji is as tall as Tom. 

 

③ 次の日本語を英語で書きなさい。 

 私のかばんはあなたのものと同じくらい大きい。 My bag is as big as yours. 

 

２  比較級を使った表現  

① 次の（  ）内の語を適切な形に直して書きなさい。 

（１）  This box is （ big ） than that one. bigger 

（２）  She swims （ well ） than I. better 

 

② 次の日本語を英語で書きなさい。 

 タロウ（Taro）はジュン（Jun）より年上です。 Taro is older than Jun. 

 

③ 次の文を「Bob より」という意味を加えて書きかえなさい。 

 Ken runs fast. Ken runs faster than Bob. 

 

３  最上級を使った表現  

① 次の（  ）内の語を適切な形に直して書きなさい。 

 I got up the （ early ） in my family. earliest 

 

② 次の日本語を英語で書きなさい。 

 エミ（Emi）は５人の中でいちばん若い。 Emi is the youngest of the five. 

 

③ 次の文を of the three を加えて書きかえなさい。 

 This egg is big. This egg is the biggest of the three. 



 

発展 ～余裕のある人はチャレンジ～ 

 

問題１  上下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）  Bill is thirteen.   Jack is thirteen, too. 

     Bill is   as      old      as   Jack. 
  
（２）  Miki is ten years old.   Yumi is twelve years old.   Lisa is fourteen years old. 

     Miki is    younger    than Yumi.    Lisa is the    oldest    of the three. 
  
（３）  Lucy got up at six.    Mary got up at seven. 

     Lucy got up    earlier    than Mary. 
  
（４）  My bag is bigger than yours. 

     Your bag is    smaller    than    mine    . 
  
（５）  My pencil is longer than yours. 

     Your pencil is    shorter    than    mine    . 
  
（６）  This question isn’t as difficult as that one. 

     This question is    easier       than    that one. 
  
（７）  Hiroshi can’t play baseball as well as Ichiro. 

     Ichiro can play baseball    better       than    Hiroshi. 

 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私の父は私の母と同い年です。 

 
My father is as old as my mother. 

  

（２） 昨日は今日よりも暑かった。 

 
Yesterday was hotter than today. 

  

（３） 日本では８月がいちばん暑い月です。 

 
August is the hottest month in Japan. 

  

（４） 富士山は日本でいちばん高い山です。            ＊富士山  Mt. Fuji 

 
Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. 

  

（５） 信濃川は日本でいちばん長い川です。               ＊信濃川  the Shinano 

 
The Shinano is the longest river in Japan. 

  

（６） 琵琶湖は日本でいちばん大きな湖です。              ＊琵琶湖  Lake Biwa 

 
Lake Biwa is the largest lake in Japan. 

  

（７） 東京スカイツリーは世界でいちばん高い塔です。       ＊東京スカイツリー  Tokyo Sky Tree    塔 tower 

 
Tokyo Sky Tree is the tallest tower in the world. 

 

 



 

基本 解答 

 

１  原級を使った表現   

① 次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） あなたの車は私のものと同じくらい新しい。      

 Your car is   as      new      as   mine. 
   

（２） このペンはあのペンほど長くありません。        

 This pen is   not      as      long      as   that one. 
 

② 次の文を「Tom と同じくらい」という意味を加えて書きかえなさい。 

  Kenji is tall.            Kenji is as tall as Tom. 

 

③ 次の日本語を英語で書きなさい。 

 私のかばんはあなたのものと同じくらい大きい。 My bag is as big as yours. 

 

２  比較級を使った表現  

① 次の（  ）内の語を適切な形に直して書きなさい。 

（１）  This box is （ big ） than that one. bigger 

（２）  She swims （ well ） than I. better 

 

② 次の日本語を英語で書きなさい。 

 タロウ（Taro）はジュン（Jun）より年上です。 Taro is older than Jun. 

 

③ 次の文を「Bob より」という意味を加えて書きかえなさい。 

 Ken runs fast. Ken runs faster than Bob. 

 

３  最上級を使った表現  

① 次の（  ）内の語を適切な形に直して書きなさい。 

 I got up the （ early ） in my family. earliest 

 

② 次の日本語を英語で書きなさい。 

 エミ（Emi）は５人の中でいちばん若い。 Emi is the youngest of the five. 

 

③ 次の文を of the three を加えて書きかえなさい。 

 This egg is big. This egg is the biggest of the three. 

 

 



 

発展 解答 

 

問題１  上下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）  Bill is thirteen.   Jack is thirteen, too. 

     Bill is   as      old      as   Jack. 
  
（２）  Miki is ten years old.   Yumi is twelve years old.   Lisa is fourteen years old. 

     Miki is    younger    than Yumi.    Lisa is the    oldest    of the three. 
  
（３）  Lucy got up at six.    Mary got up at seven. 

     Lucy got up    earlier    than Mary. 
  
（４）  My bag is bigger than yours. 

     Your bag is    smaller    than    mine    . 
  
（５）  My pencil is longer than yours. 

     Your pencil is    shorter    than    mine    . 
  
（６）  This question isn’t as difficult as that one. 

     This question is    easier       than    that one. 
  
（７）  Hiroshi can’t play baseball as well as Ichiro. 

     Ichiro can play baseball    better       than    Hiroshi. 

 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私の父は私の母と同い年です。 

 
My father is as old as my mother. 

  

（２） 昨日は今日よりも暑かった。 

 
Yesterday was hotter than today. 

  

（３） 日本では８月がいちばん暑い月です。 

 
August is the hottest month in Japan. 

  

（４） 富士山は日本でいちばん高い山です。            ＊富士山  Mt. Fuji 

 
Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. 

  

（５） 信濃川は日本でいちばん長い川です。               ＊信濃川  the Shinano 

 
The Shinano is the longest river in Japan. 

  

（６） 琵琶湖は日本でいちばん大きな湖です。              ＊琵琶湖  Lake Biwa 

 
Lake Biwa is the largest lake in Japan. 

  

（７） 東京スカイツリーは世界でいちばん高い塔です。       ＊東京スカイツリー  Tokyo Sky Tree    塔 tower 

 
Tokyo Sky Tree is the tallest tower in the world. 

 

 


