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比較］ 総合英語be 3rd Edition P336～P382

[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。
(1) This car is twice as expensive as that one.
(1)
(2) This is the tallest building in the world.
(2)
(3) She is one of the brightest students I know.
(3)
[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。
(4) The population of Kobe is about as large as (
神戸の人口は京都の人口とほぼ同じだ。
①which in ②one for ③those of ④that of

) Kyoto.

(5) Susan is the (
) of them all.
スーザンはみんなのうちで最も優秀な選手です。
①most good player ②best player ③player best

(4)

④playing best

(6) This is the (
) university in England.
ここはイングランドで2番目に古い大学です。
①second oldest ②two times oldest ③twice older
[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（

(5)

④second older

(6)

）の語句を並べかえなさい。

(7) 彼女は夫と同じくらいのお金を稼ぐ。
She ( her / as / money as / earns / much ) husband.
(7)
(8) 高く登れば登るほど，寒くなっていった。
( the / we / climbed / higher ), the colder it became.
(8)
(9) あなたが私たちのグループに参加するのは大歓迎ですよ。
( more / you're / to / welcome / than / join ) our group.
(9)
[Ｄ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。
(10) 彼はあなたと同じくらい一生懸命勉強する。
He studies (
)(
)(
) you.

(10)

(11) 私はあなたほど早くものを食べられない。
I(
) eat (
) quickly (
) you.

(11)

(12) この道路は私の家の前の道路よりも広い。
This road is (
)(
) the one in front of my house.
(13) 遅かれ早かれ，私はこの仕事をやらなければならない。
(
)(
)(
) I must do this work.
(14) 私は100枚以上のDVDを持っている。
I have (
)(
) 100 DVDs.
[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（

）内の語を並べかえなさい。

(15) 彼女は日本で最も優れたバレリーナのひとりです。
She is ( of / Japan / ballerinas / the / one / best / in ).
(15)

(12)
(13)
(14)

解

答
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(1) この車はあの車の2倍値段が高い。 [11.1 原級を使う〈Key Sentences〉]
(2) これは世界中で最も高い建物です。 [11.4 最上級を使う〈Key Sentences〉]
(3) 彼女は私が知っている最も頭のいい学生のひとりです。 [11.4 最上級を使う〈Key Sentences〉]
(4) ④ [11.3 比較の対象の表し方〈Key Sentences〉]
(5) ② [11.4 最上級を使う〈Key Sentences〉]
(6) ① [11.4 最上級を使う〈Key Sentences〉]
(7) She earns as much money as her husband. [11.1 原級を使う〈Key Sentences〉]
(8) The higher we climbed , the colder it became. [11.7 比較級を使う表現〈Key Sentences〉]
(9) You're more than welcome to join our group. [11.9 比較の意味を含む語を使う表現〈Key Sentences〉]
(10) as hard as [11.1 原級を使う〈Check問題〉]
(11) cannot[can't]，as[so]，as [11.1 原級を使う〈Check問題〉]
(12) wider than [11.2 比較級を使う〈Check問題〉]
(13) Sooner or later [11.9 比較の意味を含む語を使う表現〈Check問題〉]
(14) more than [11.9 比較の意味を含む語を使う表現〈Check問題〉]
(15) She is one of the best ballerinas in Japan. [11.4 最上級を使う〈確認問題集〉]

