
 

長い語の比較級・最上級、疑問文 まとめ 

基本 

１  比較級の対話  

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） このペンとあのペンでは，どちらが長いですか。   

    Which    is     longer     , this pen    or    that one ? 
   
（２） トムとボブでは，どちらが年上ですか。          

    Who    is     older     , Tom    or    Bob ? 
 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A：  カナダとアメリカでは，どちらが大きいですか。  
Which is larger, Canada or America ? 

B：   カナダです。                              
Canada is. 

 

２  最上級の対話  

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。 

 世界でいちばん長い川は何ですか。                 

    What    is    the        longest        river     in the world ? 
 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A：  あなたの家族の中でだれがいちばん背が高いですか。 
Who is the tallest in your family ? 

B：   私の兄です。 
My brother is. 

 

③ 次の質問に対する答えを英語で書きなさい。        〔期末テスト〕 

（１）  Who is the youngest in your family ?               
（例） My sister（brother） is.  /  I am. 

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

 

３  長い語の比較級  

① 次の日本語を英語で書きなさい。 

 この映画はあの映画よりおもしろい。 
This movie is more interesting than that one. 

 

② 次の文を「あの本よりも」という意味を加えて書きかえなさい。 

 This book is difficult. 
This book is more difficult than that one. 

 

③ 次の質問に対する答えを英語で書きなさい。        〔期末テスト〕 

 Which is more interesting, P.E. or music ? 
（例） Music is. 



 

４  長い語の最上級  

① 次の日本語を英語で書きなさい。 

 サッカーは世界でいちばん人気があるスポーツです。 

 Soccer is the most popular sport in the world. 
 

② 次の文を「３つの中でいちばん」という意味を加えて書きかえなさい。 

 This picture is beautiful. 

 This picture is the most beautiful of the three. 
 

③ 次の質問に対する答えを英語で書きなさい。      〔期末テスト〕 

 What is the most interesting subject for you ? 
（例）  English is.  /  P.E. is. 

 

発展 ～余裕のある人はチャレンジ～ 

問題１  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）  Baseball is not as popular as soccer. 

＝  Soccer is    more        popular     than baseball. 
  

（２）  This book is not as easy as that one. 

＝   That book is    easier    than this one.  

＝   This book is    more        difficult     than that one. 
  

（３）  Who runs the fastest in your class ? 

＝  Who is the    fastest        runner     in your class ? 

 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１）  この橋はあの橋より有名ですか。                 ＊橋 bridge 

 Is this bridge more famous than that one ? 
  

（２）  この国でいちばん人気のある食べ物は何ですか。 

   What is the most popular food in this country ? 

  

問題３  次の質問に対し，それぞれ英語で答えなさい。 

（１）  Which is larger, Canada or Australia ?                  
Canada is. 

（２）  What month is the shortest of the twelve months ?       
February is.   

（３）  What is the longest river in Japan ?                     
The Shinano is.   

 

 



 

基本 解答 

１  比較級の対話  

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） このペンとあのペンでは，どちらが長いですか。   

    Which    is     longer     , this pen    or    that one ? 
   
（２） トムとボブでは，どちらが年上ですか。          

    Who    is     older     , Tom    or    Bob ? 
 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A：  カナダとアメリカでは，どちらが大きいですか。  
Which is larger, Canada or America ? 

B：   カナダです。                              
Canada is. 

 

２  最上級の対話  

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。 

 世界でいちばん長い川は何ですか。                 

    What    is    the        longest        river     in the world ? 
 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A：  あなたの家族の中でだれがいちばん背が高いですか。 
Who is the tallest in your family ? 

B：   私の兄です。 
My brother is. 

 

③ 次の質問に対する答えを英語で書きなさい。        〔期末テスト〕 

（１）  Who is the youngest in your family ?               
（例） My sister（brother） is.  /  I am. 

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

 

３  長い語の比較級  

① 次の日本語を英語で書きなさい。 

 この映画はあの映画よりおもしろい。 
This movie is more interesting than that one. 

 

② 次の文を「あの本よりも」という意味を加えて書きかえなさい。 

 This book is difficult. 
This book is more difficult than that one. 

 

③ 次の質問に対する答えを英語で書きなさい。        〔期末テスト〕 

 Which is more interesting, P.E. or music ? 
（例） Music is. 



 

 

４  長い語の最上級  

① 次の日本語を英語で書きなさい。 

 サッカーは世界でいちばん人気があるスポーツです。 

 Soccer is the most popular sport in the world. 
 

② 次の文を「３つの中でいちばん」という意味を加えて書きかえなさい。 

 This picture is beautiful. 

 This picture is the most beautiful of the three. 
 

③ 次の質問に対する答えを英語で書きなさい。      〔期末テスト〕 

 What is the most interesting subject for you ? 
（例）  English is.  /  P.E. is. 

 

発展 解答 

問題１  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）  Baseball is not as popular as soccer. 

＝  Soccer is    more        popular     than baseball. 
  
（２）  This book is not as easy as that one. 

＝   That book is    easier    than this one.  

＝   This book is    more        difficult     than that one. 
  
（３）  Who runs the fastest in your class ? 

＝  Who is the    fastest        runner     in your class ? 

 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１）  この橋はあの橋より有名ですか。                 ＊橋 bridge 

 Is this bridge more famous than that one ? 
  
（２）  この国でいちばん人気のある食べ物は何ですか。 

   What is the most popular food in this country ? 

 

問題３  次の質問に対し，それぞれ英語で答えなさい。 

（１）  Which is larger, Canada or Australia ?                  
Canada is. 

（２）  What month is the shortest of the twelve months ?       
February is.   

（３）  What is the longest river in Japan ?                     
The Shinano is.   

 

 


