【新三年生用】第10章

比較 総合英語Evergreen

[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。
(1) Sooner or later you will find a good solution.
(1)
(2) As many as fifty thousand birds spend the winter here.
(2)
(3) Call the doctor as soon as possible!
(3)
(4) It will take at the most ten minutes to get there.
(4)
(5) The drama was not so much a tragedy as a comedy.
(5)
[Ｂ] 次の日本語を英語に直しなさい。
(6) ヘンリーはこのクラスで2番目に背の高い学生です。
(6)
(7) その劇場には，せいぜい20人しか人がいなかった。
(7)
(8) 彼はきわめて正直な男です。

(8)

(9) その小さな工場は，最高でも1カ月に30台の車しか生産できない。
(9)
(10) 彼はその仕事に対して，私に3,000円しか払ってくれなかった。
(10)
[Ｃ] 日本語の意味に合うように，与えられた語句を並べかえて，英文を完成させなさい。
(11) 彼はこの劇団で抜群にうまい役者です。
He ( best / is / by far / actor / the ) in this theater company.
(11)
(12) これはロンドンでもっとも古い教会です。
This is ( the / London / church / in / oldest ).
(12)
(13) メルボルンはオーストラリアで2番目に大きな都市です。
Melbourne is ( in / largest / the / city / second ) Australia.
(13)
[Ｄ] 次の語の比較級・最上級を書きなさい。
(14) well

(14)

[Ｅ] 次の文を日本語に直しなさい。
(15) She wanted to receive a higher education.
(15)

解

答
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(1) 遅かれ早かれ，よい解決策が見つかるよ。 [Part 3-3
(2) 5万羽もの鳥がここで冬を越す。 [Part 3-1

比較級を用いたさまざまな表現 (2)〈Target例文〉]

原級を用いたさまざまな表現〈Target例文〉]

(3) できるだけ早く医者を呼んでくれ！ [Part 2-2

原級を使った比較〈Target例文〉]

(4) そこに着くまで，せいぜい10分しかかからないだろう。 [Part 3-5
(5) そのドラマは悲劇というよりは，むしろ喜劇でした。 [Part 3-1
(6) Henry is the second tallest student in this class. [Part 2-4

最上級を用いたさまざまな表現〈Target例文〉]

原級を用いたさまざまな表現〈Target例文〉]

最上級を使った比較〈Target例文〉]

(7) There were not more than twenty people in the theater. [Part 3-4
(8) He is as honest as any man I know. [Part 3-1

noを使った比較表現〈Target例文〉]

原級を用いたさまざまな表現〈Target例文〉]

(9) The small factory can produce 30 cars a month at (the) best. [Part 3-5

最上級を用いたさまざまな表現〈Target例

文〉]
(10) He paid me no more than 3,000 yen for the work. [Part 3-4

noを使った比較表現〈Target例文〉]

(11) He is by far the best actor in this theater company. [Part 2-4
(12) This is the oldest church in London . [Part 2-4

最上級を使った比較〈Check問題〉]

(13) Melbourne is the second largest city in Australia. [Part 2-4
(14) better，best [Part 2-1

最上級を使った比較〈Check問題〉]

最上級を使った比較〈Check問題〉]

原級・比較級・最上級〈Check問題〉]

(15) 彼女は高等教育を受けたがっていた。 [Part 3-3

比較級を用いたさまざまな表現 (2)〈Check問題〉]

