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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) 私は彼ほど上手にギターを弾くことができない。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) 私の部屋はあなたの部屋ほど広くない。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) 私は母よりも早く起きる。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。

(4) He is (　　) stingy (　　) economical.

彼は倹約的というよりはむしろケチだ。  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) (　　) (　　), his report will earn a B.

最高でも，彼のレポートはBをとるくらいだろう。  　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

(6) This is (　　) (　　) (　　) (　　) in England.

ここはイングランドで2番目に古い大学です。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) 私はポップスに興味はないし，ましてやヒップホップなどには興味はない。

I'm not ( less / interested / pop music, / hip-hop / in / much ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) その会社の株は6パーセント以上下落した。

The company's stock ( more / six / fell / percent / than ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 遅かれ早かれ，彼は成功への鍵を見つけるだろう。

( or / sooner / later ) he will find the key to success.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(10) 私の友だちは多かれ少なかれ芸術に興味がある。

My friends are (　　 ) (　　 ) (　　 ) interested in art.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) 私は数学を英語と同じくらい熱心に勉強する。

I study math (　　 ) (　　 ) (　　 ) English.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) 彼女がそのドレスに払うのはせいぜい50ドルだろう。

She will pay 50 dollars (　　 ) (　　 ) (　　 ) for that dress.

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 私は，このコンピューターはあのコンピューターより劣っていると思う。

I think this computer is (　　 ) (　　 ) that one.  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

[Ｅ] ［　］内の語を適切な形にして，英文を完成させなさい。ただし， 1 語とは限らない。

(14) That picture is the [ beautiful ] of all.

 　　　　　　　(14) 

[Ｆ] 次の日本語を英語にしよう。

(15) 高く登れば登るほど，寒くなっていった。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) I cannot play the guitar as well as him. [11.1 原級を使う〈Key Sentences〉]

(2) My room isn't as large as yours. [11.1 原級を使う〈Key Sentences〉]

(3) I wake up earlier than my mother. [11.2 比較級を使う〈Key Sentences〉]

(4) more，than [11.8 主語について比べる表現〈Key Sentences〉]

(5) At best [11.11 最上級を使う表現〈Key Sentences〉]

(6) the second oldest university [11.4 最上級を使う〈Key Sentences〉]

(7) I'm not interested in pop music, much less hip-hop . [11.9 比較の意味を含む語を使う表現〈Key Sentences〉]

(8) The company's stock fell more than six percent . [11.9 比較の意味を含む語を使う表現〈Key Sentences〉]

(9) Sooner or later  he will find the key to success. [11.9 比較の意味を含む語を使う表現〈Key Sentences〉]

(10) more or less [11.9 比較の意味を含む語を使う表現〈確認問題集〉]

(11) as hard as [11.1 原級を使う〈確認問題集〉]

(12) at the most [11.11 最上級を使う表現〈確認問題集〉]

(13) inferior to [11.9 比較の意味を含む語を使う表現〈確認問題集〉]

(14) most beautiful [11.4 最上級を使う〈確認問題集〉]

(15) The higher we climbed, the colder it became. [11.7 比較級を使う表現〈確認問題集〉]


