
 

 the 最上級 in(of)～  

１ the 形容詞や副詞の最上級 in(of)～ ～で一番 

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

Ken is  / the youngest  / of the five. 

ケンは / 一番若い / ５人の中で 

★～の中で  【in + 単数】【of 複数】 例 in my family、in Japan、of the five 、of all （すべての中で） 

★よくでる比較級の単語一覧 

古い，年上の old older oldest 

若い，年下の young younger youngest 

大きい，広い large larger largest 

速く fast faster fastest 

大きい big bigger biggest 

あつい hot hotter hottest 

簡単な easy easier easiest 

忙しい busy busier busiest 

早く early earlier earliest 

よい good better best 

上手に well better best 

 

問題 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） This egg is the smallest of the four. 

 このタマゴは４つの中でいちばん小さい。 
  

（２）  Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. 

 富士山は日本でいちばん高い山です。 
  
（３）  Miki sings the best in her class. 

 ミキはクラスでいちばん上手に歌います。 
  

（４）  He can run the fastest in his class. 

 彼はクラスでいちばん速く走ることができます。 
  
問題  次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１） 彼女は５人の中でいちばん年下です。 

 （   the five   /   is   /   youngest  /   she   /   of   /  the  / .  ） 

 She is the youngest of the five. 
  

（２） 私の母は，私の家族の中でいちばん早く起きます。 

 （  my family  /   gets up   /   earliest   /  the  /   in   /  my mother  / .  ） 

 My mother gets up the earliest in my family. 
  

（３） ケンはクラスでいちばん上手に野球をします。 

 （   baseball  /  best  /  his class  /   plays   /   in   /  Ken  /  the  / .  ） 

 
Ken plays baseball the best in his class. 

 



 

 the moｓｔ 最上級 in(of)～  

2 長い語の比較級 more 形容詞・副詞 than～ ～より 

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

Ken is  / the most beautiful  / of the five. 

ケンは / 一番美しい / ５人の中で 

★ルール 下の①～③の場合⇒ mostをつけるだけでよい。 

【よくでる比較級の単語一覧】 

①母音が３つ以上ある長い単語 

大切な，重要な important ⇒ more important 

むずかしい difficult ⇒ more difficult 

有名な famous ⇒ more famous 

人気がある popular ⇒ more popular  

 

②形容詞-ful, -ous, -able, -ive, -ing 

美しい beautiful ⇒ more beautiful 

役に立つ useful ⇒ more useful 

すばらしい wonderful ⇒ more wonderful  

わくわくする exciting ⇒ more exciting  

おもしろい interesting ⇒ more interesting 

②形容詞＋ly の形の副詞 

ゆっくりと slowly ⇒ more slowly  

 

 

問題 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） This movie is the most interesting this year. 

 この映画は今年いちばんおもしろい。 
  

（２）  Mt. Fuji is the most famous mountain in Japan. 

 富士山は日本でいちばん有名な山です。 
  
（３）  Soccer is the most popular in the world. 

 サッカーは世界でいちばん人気があります。 
  

 

問題 次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。   

 

（１） この問題はあの問題よりむずかしい。 

 （  more  /  than  /   difficult   /   is   /  that one  /  this question  /  .  ） 

 
This question is more difficult than that one. 

  

（２） あなたの考えは私のものより役に立ちます。 

 （  useful  /  is  /   your   /  mine  /  idea  /  than  /  more  /  .  ） 

 
Your idea is more useful than mine. 

 

 

  



 

 解答  the 最上級 in(of)～  
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あつい hot hotter hottest 

簡単な easy easier easiest 

忙しい busy busier busiest 
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