【新二年生用】第10章

比較 総合英語Evergreen

[Ａ] 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。
(1) It's becoming (
)(
)(
)(
) to understand English.
英語がわかるということが，ますます重要になっている。
(1)
(2) He is (
)(
)(
) in this school.
彼はこの学校でもっとも速い短距離走者です。

(2)

(3) (
)(
) my dog gets, (
)(
) he gets.
私の犬は年をとればとるほど，ますます太っていく。
(3)
(4) Sue is (
)(
)(
)(
) Tim.
スーはティムより3歳年下だ。

(4)

(5) Alaska is (
)(
)(
)(
)(
) in the United States.
アラスカは合衆国のほかのどの州よりも大きい。

(5)

[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。
(6) She is (
) singer in this country.
彼女はこの国で抜群に歌のうまい歌手だ。
①much far the best ②very much best ③so far the best
(7) He is as great an actor (
).
彼はきわめて偉大な俳優です。
①as life ever ②to live ③as ever lived

④by far the best

④as ever living

(6)

(7)

(8) Relaxing is (
) working is.
リラックスすることは，仕事をするのと同じように大切なことだ。
①as more important as ②no more important than
③more or less important than ④no less important than

(8)

(9) This stone is (
) that one.
この石はあの石よりも重い。
①as heavier than ②more heavy than

(9)

③heavier than

④heaviest of

(10) The doctor came (
).
医者はできるだけ急いでやってきた。
①so quickly as he can ②quicker than he could
③as quick as possible ④as quickly as he could
[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（ ）の語句を並べかえなさい。
(11) 彼は私の父より若いということはない。
He ( not / my / younger / father / is / than ).
(11)
(12) 若い世代の人たちはコンピュータをいやがらない。
( not / the / of / generation / afraid / younger / is ) computers.
(12)
(13) アラスカより大きな州は合衆国にない。
No ( state / is / than / the United States / other / larger / in ) Alaska.
(13)
(14) その劇場には，せいぜい20人しか人がいなかった。
( not / were / people / there / than / twenty / more ) in the theater.
(14)
(15) その費用は，少なくとも20,000円になるでしょう。
The cost ( than / not / be / 20,000 yen / less / will ).
(15)

(10)

解

答
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(1) more and more important [Part 3-2 比較級を用いたさまざまな表現 (1)〈Target例文〉]
(2) the fastest sprinter [Part 2-4 最上級を使った比較〈Target例文〉]
(3) The older，the fatter [Part 3-2 比較級を用いたさまざまな表現 (1)〈Target例文〉]
(4) three years younger than [Part 2-3 比較級を使った比較〈Target例文〉]
(5) larger than any other state [Part 2-5 原級・比較級を使って最上級の意味を表す〈Target例文〉]
(6) ④ [Part 2-4 最上級を使った比較〈Target例文〉]
(7) ③ [Part 3-1 原級を用いたさまざまな表現〈Target例文〉]
(8) ④ [Part 3-4 noを使った比較表現〈Target例文〉]
(9) ③ [Part 2-3 比較級を使った比較〈Target例文〉]
(10) ④ [Part 2-2 原級を使った比較〈Target例文〉]
(11) He is not younger than my father . [Part 2-3 比較級を使った比較〈Target例文〉]
(12) The younger generation is not afraid of computers. [Part 3-3 比較級を用いたさまざまな表現 (2)〈Target例文
〉]
(13) No other state in the United States is larger than Alaska. [Part 2-5 原級・比較級を使って最上級の意味を表
す〈Target例文〉]
(14) There were not more than twenty people in the theater. [Part 3-4 noを使った比較表現〈Target例文〉]
(15) The cost will be not less than 20,000 yen . [Part 3-4

noを使った比較表現〈Target例文〉]

