
Name英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）①

や を使う比較級，最上級の形がわかる。more most

次の語のうち，比較級に ，最上級に を使う語を選び，記号を○で囲みなさい。more most

important early famous happy goodア イ ウ エ オ

difficult interesting young big beautifulカ キ ク ケ コ

英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）②

や を使う比較級，最上級の文がわかる。more most

日本文を参考にして（ ）内の語を適する形にしなさい。

（１）茨城県は千葉県より大きい。

Ibaraki is ( large ) than Chiba.

（２）信濃川は日本で一番長い川です。

The Shinano River is the ( long ) in Japan.

（３）数学と英語のどちらがより難しいですか。

Which is ( difficult ) for you, math or English?

（４）千葉県で最も有名な生産物は何ですか。

What is the ( famous ) product in Chiba?
（注） 生産物product

（５）この腕時計はあれより値段が高い。

This watch is ( expensive ) than that one.

英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）③

や を使う比較級，最上級を含む文の語順がわかる。more most

日本文を参考にして （ ）の語を並べかえて英文を完成させなさい。，

（１）もっとゆっくり歩いてください。

Please ( walk / slowly / more ).

Please .



（２）このドレスは，あのドレスよりもすばらしいです。

This dress is ( than / wonderful / that one / more ).

This dress is .

（３）この問題は３つの中で一番むずかしい。

This question is ( the / difficult / the three / of / most ).

This question is .

（４）日本で一番人気があるテレビ番組は何ですか。

( most / TV program / is / what / the / popular ) in Japan?

in Japan?

（５）あなたにとって美術と音楽ではどちらが面白いですか。

( interesting / more / is / for you / which ), art or music?

, art or music?

英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）④

原級や や の比較級，最上級を用いて，グラフから読み取れることをmore most
説明できる。

次の円グラフは，あなたのクラス（ 年 組）2 3
の好きな教科についてのアンケート結果です。

結果について説明する文を，原級，比較級，最上

級のいずれかの文を用い，３文以上の英文で書き

なさい。
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英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）⑤

比較の文を使って自分の考えを書くことができる。

世界では英語を母語として使う人口は４億人程度，中国語を母語として使う人口は１０億人以上と

。 ，言われています あなたは英語を習うこと と中国語を習うこと では(learning English) (learning Chinese)
どちらが重要だと思いますか。

どちらが重要かということと，その理由を３文以上の英文で書きなさい。



＜ 解答 ＞英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）①

【解答】

ア ウ カ キ コ

英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）②

【解答】

larger longest more difficult most famous more expensive（１） （２） （３） （４） （５）

英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）③

【解答】

Please ( walk more slowly ).（１）

This dress is ( more wonderful than that one ).（２）

This question is ( the most difficult of the three ).（３）

( What is the most popular TV program ) in Japan?（４）

( What TV program is the most popular ) in Japan?
( Which is more interesting for you ), art or music?（５）

英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）④

【解答例】

English is the most popular subject of all in my class.
Social studies is as popular as math.

等Science is more popular than math.

【解説】

１）３文以上英文が書かれていること

２）原級，比較級，最上級のいずれかの文を含んでいること

英語２ ユニット１４ 比較を表す文（２）⑤

【解答例】

I think that learning Chinese is more important than learning English.１）

China is developing. It's called the "Factory of the World." A lot of people buy and sell Chinese
goods. So more people will learn Chinese and I think Chinese is more useful than English.
（注） ～「それ（中国）は～と呼ばれています」という意味になります。It's called
Learning English is more important than learning Chinese.２）

A lot of people speak Chinese. But it's spoken mostly in China. A lot of people learn and speak
English, too and it's used all over the world. So I think that learning English is more important than

（ ） 「 （ ） 」learning Chinese. mostly it's used注 主として ～ それ 英語 は～で使われています

という意味になります。


