
中学英文法総復習⑪ 

 

【比較】 

★ポイント 

・原級 

「Aと同じくらい B」を表す。 

基本形は A as 形容詞 / 副詞 as Bです。 

＊He is as tall as you. → 「彼はあなたと同じくらい背が高い」 

 

・比較級 

「Bより A」を表す。 

基本形は A 比較級 than B です。 

＊He is taller than you. → 「彼はあなたより背が高い」 

 

・最上級 

「Bの中で最も A」を表す。 

基本形は A (the) 最上級 in/ofなど B です。 

＊He is the tallest in his class. → 「彼はクラスの中で最も背が高い」 

 

・否定文 

原級：A not as 原級 as B で「Aは Bほど…でない」という表現になります。 

＊He is not as tall as you. → 「彼はあなたほど背が高くない」 

比較級：A not 比較級 than B で「Aは Bより…でない」という表現になります。 

＊He is not taller than you. → 「彼はあなたより背が高くない」 

最上級：A not (the) 最上級 in/ofなど Bで「Aは Bの中で一番…ではない」という表現

になります。 

＊He is not the tallest in his class. → 「彼はクラスで一番背が高くはない」 

→「一番背が低い」ということではなく、「少なくとも一番ではない」ということを指す。 

 

・疑問文 

疑問文は一般的な文と同じ規則です。 

＊Is he as tall as you? → 「彼はあなたと同じくらい背が高いですか？ 

＊Is he taller than you? → 「彼はあなたより背が高いですか？」 



＊Is he the tallest in his class? → 「彼はクラスで一番背が高いですか？」 

＊Does he run faster than you? → 「彼はあなたより速く走りますか？」 

 

★比較 100 本ノック 

 

1. 彼女は彼と同じくらい背が高い。 

She is as tall as he. 

 

2. 私はトムほど背が高くない。 

I am not as tall as Tom. 

 

3. この物語はすべての中でもっとも長い。 

This story is the longest of all. 

 

4. あなたのカバンは私のものより良い。 

You bag is better than mine. 

 

5. この本はあの本より難しい。 

This book is more difficult than that one. 

 

6. この歌は日本で最も有名です。 

This song is the most famous in Japan. 

 

7. ジョンはあなたほど速く泳ぐことができません。 

John can’t swim faster than you. 

 

8. 私はあなたと同じくらい幸せです。 

I am as happy as you. 

 

9. 野球は私たちのクラスではサッカーほど人気ではありません。 

Baseball is not as popular as soccer in our class. 

 

10. トムはケンより上手にギターを弾きました。 

Tom played the guitar better than Ken. 

 



11. 私は夏が一番好きです。 

I like summer the best. 

 

12. このカメラはすべての中で一番良い。 

This camera is the best of all. 

 

13. 中国は日本より大きい。 

China is larger than Japan. 

 

14. 私の父は私の母よりも忙しそうに見える。 

My father is busier than my mother. 

 

15. 何のスポーツが一番好きですか？ 

What sports do you like the best? 

 

16. この映画はあの映画よりずっと面白い。 

This movie is much more interesting than that one. 

 

17. あなたはどの花が一番好きですか？ 

Which flower do you like the best? 

 

18. 彼はクラスの他のどの生徒よりも英語を上手に話します。 

He speaks English better than any other student in his class. 

 

19. これは日本で一番高い山です。 

This is the highest mountain in Japan. 

 

20. この机はあの机ほど新しくはない。 

This desk is not as new as that one. 

 

21. 数学は英語と同じくらい面白い。 

Math is as interesting as English. 

 

22. サトシは（彼の）弟よりも一生懸命柔道を練習する。 

Satoshi practices judo harder than his brother. 

 



23. 私の母は私の父より注意深く車を運転します。 

My mother drives more carefully than my father. 

 

24. トムは 3 人の中で最もゆっくり歩きます。 

Tom walks the most slowly of the three. 

 

25. 今日のサッカーの試合は昨日の（試合）より興奮するものでした。 

Today’s soccer game was more exciting than yesterday’s. 

 

26. この質問はあの質問より重要です。 

This question is more important than that one. 

 

27. 私は父より早く帰宅した。 

I came home earlier than my father. 

 

28. ケンとトムではどちらのほうが背が高いですか？ 

Who is taller, Ken or Tom? 

 

29. その 5 人の中で誰が一番走るのが速いですか？ 

Who runs the fastest of the five? 

 

30. すべての教科の中で最も難しいのはどれですか？ 

Which is the most difficult of all subjects? 

 

31. この公園はこの町で一番大きいです。 

This park is the biggest in this town. 

 

32. あなたはお母さんより背が高いですか？ 

Are you taller than your mother? 

 

33. あなたの鉛筆は私のものより長いです。 

Your pencil is longer than mine. 

 

34. 京都は日本で最も美しい都市の中の一つです。 

Kyoto is one of the most beautiful cities in Japan. 

 



35. 私は夫よりお金をもっています。 

I have more money than my husband. 

 

36. 私の母は猫より犬のほうが好きです。 

My mother likes dogs better than cats. 

 

37. このコンピュータはその 3 つの中で最も役に立つ。 

This computer is the most useful of the three. 

 

38. 私の娘はあなたの息子と同い年です。 

My daughter is as old as your son. 

 

39. 富士山は日本で最も高い山です。 

Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. 

 

40. 紅茶とコーヒー、どちらが好きですか？ 

Which do you like better, tea or coffee? 

 

41. あなたのクラスで最も賢いのは誰ですか？ 

Who is the cleverest in your class? 

 

42. リョウコは私たちのクラスの中で最も英語を上手に話すことができます。 

Ryoko can speak English the best in our class. 

 

43. ブラジルでは、サッカーは野球より人気です。 

In Brazil soccer is more popular than baseball. 

 

44. もっとゆっくり話していただけますか？ 

Would you speak more slowly? 

 

45. これはすべての中で最も大切なことです。 

This is the most important thing of all. 

 

46. 彼女の家は私の家の 3 倍の大きさがあります。 

Her house is three times as large as my house. 

 



47. ボブはクラスの他のどの生徒よりも背が高い。 

Bob is taller than any other student in his class. 

 

48. だんだん暖かくなっています。 

It is getting warmer and warmer. 

 

49. 彼は父親ほど早くは起きません。 

He doesn’t get up as early as his father. 

 

50. 信濃川は日本にあるすべての川の中で一番長い川です。 

The Shinano is the longest river of all the rivers in Japan. 

 

51. 富士山は日本で他のどの山よりも高い。 

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

 

52. 世界はますます小さくなっています。 

The world is getting smaller and smaller. 

 

53. この映画はあの映画よりもわくわくします。 

This movie is more exciting than that one. 

 

54. この物語は 3 つの中で最も興味深い。 

This story is the most interesting of the three. 

 

55. あなたの猫は私の猫と同じくらいかわいい。 

Your cat is as cute as my cat. 

 

56. 彼女は母親ほどうまく歌を歌えません。 

She can’t sing a song as well as her mother. 

 

57. この海岸は世界で最も美しい。 

This beach is the most beautiful in the world. 

 

58. 彼女のカバンは私のカバンの 2 倍大きい。 

Her bag is twice as big as my bag. 

 



59. 村上さんは日本で最も人気のある作家のひとりです。 

Mr. Murakami is one of the most popular writers in Japan. 

 

60. 私の父はできるだけ速く、その駅まで走った。 

My father ran to the station as fast as he could. 

 

61. カメはウサギよりも長生きする。 

Turtles live longer than rabbits. 

 

62. 東京と北海道、どっちが広い？ 

Which is larger, Tokyo or Hokkaido? 

 

63. あなたの家族の中で誰が一番年下ですか？ 

Who is the youngest in your family? 

 

64. 私のクラスではサッカーが一番人気のあるスポーツです。 

Soccer is the most popular sport in my class. 

 

65. この橋はあの橋の 3 倍の長さです。 

This bridge is three times as long as that one. 

 

66. この車はすべての中で一番よい。 

This car is the best of all. 

 

67. この漫画家とあの漫画家、誰がより有名ですか？ 

Who is more famous, this comic artist or that one? 

 

68. 3 月は 2 月ほど寒くない。 

March is not as cold as February. 

 

69. ケートは妹よりダンスが上手です。 

Kate dances better than her sister. 

 

70. 先週ほど寒くありません。 

It is not as cold as it was last week. 

 



71. 琵琶湖は日本で一番大きい湖です。 

Lake Biwa is larger than any other lake in Japan. 

 

72. 私は全教科の中でいちばん英語が好きです。 

I like English the best of all the subjects. 

 

73. 何の動物がすべての中で一番走るのが速いですか？ 

What animal runs the fastest of all? 

 

74. この箱とあの箱ではどちらが大きいですか？ 

Which is bigger, this box or that one? 

 

75. グリーン先生は 10 人の先生の中でいちばん忙しいです。 

Mr. Green is the busiest of the ten teachers. 

 

76. この川はあの川よりも危険です。 

This river is more dangerous than that one. 

 

77. 私は家族の中で一番うまく英語を話すことができます。 

I can speak English the best in my family. 

 

78. ブラウン先生はもっとも若い先生の一人です。 

Mr. Brown is one of the youngest teachers. 

 

79. その歌は日本で一番有名です。 

The song is the most famous in Japan. 

 

80. 私の鉛筆はあなたの鉛筆と同じくらい短いです。 

My pencil is as short as your pencil. 

 

81. アンは学校のほかのどの女の子よりも速く走ります。 

Ann runs faster than any other girl in her school. 

 

82. この石はあの石ほど重くない。 

This stone is not as heavy as that one. 

 



83. これは私の庭園の中で最も美しい花です。 

This is the most beautiful flower in my garden. 

 

84. 彼女は 3 人の中でいちばん疲れていました。 

She was the most tired of the three. 

 

85. 私は妹よりも上手に料理します。 

I cook better than my sister. 

 

86. この書店には私たちの市の中でいちばんたくさんの本があります。 

This bookstore has the most books in our city. 

 

87. 彼はアメリカでもっとも有名な歌手の 1 人です。 

He is one of the most famous singers in America. 

 

88. 彼女はクラスのほかのどの女子よりも上手に踊ります。 

She dances better than any other girl in her class. 

 

89. 私の自転車はあなたのものと同じくらい古いです。 

My bike is as old as yours. 

 

90. 彼は私の友達の中でもっとも素早く動きました。 

He moved the most quickly of my friends. 

 

91. この機械はあの機械よりも役に立ちます。 

This machine is more useful than that one. 

 

92. 彼女の声はだんだん弱くなっていった。 

Her voice became weaker and weaker. 

 

93. この建物はあの木より 2 メートル高い。 

This building is two meters taller than that tree. 

 

94. ブラウンさんはケンの 2 倍の年齢だ。 

Mr. Brown is twice as old as Ken. 

 



95. あなたは私より幸せになるでしょう。 

You will become happier than I. 

 

96. ロンドンはシドニーより寒い。 

London is colder than Sydney. 

 

97. ナイル川はアマゾン川より長い。 

The Nile River is longer than the Amazon River. 

 

98. 日本語は英語よりも難しい。 

Japanese is more difficult than English. 

 

99. 彼女はあなたと同じくらい一生懸命勉強すべきです。 

She should study as hard as you. 

 

100. どれが最も高価ですか？ 

Which is the most expensive? 


