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L E S S O N  1

教科書 pp.121-124
比較②（最上級）LESSON 19

❶ ある範囲の中で「最も～だ」は〈the＋最上級〉を使い，範囲を inで表現する。inは「（何かの）中
で～」のイメージ。最上級で表すものは，どれのことなのかを特定できるので theを使う。
・ある集団の中で「最も～だ」は〈the＋最上級〉を使い，そのあとにどういう集団なのかを ofを
使って表現する。
ex. This smartphone is the thinnest of all. （このスマートフォンがすべてのうちで最も薄いです）

◆副詞の最上級には theをつけなくてもよい。
　ex. She runs fastest in her class. （彼女はクラスで一番速く走る）

A  最上級 参 pp.355-359

B  最上級を使う表現 参 pp.359-360

❷ 〈the＋最上級〉の前に by farを入れると，「飛び抜けて最も～だ」の表現になる。muchでも同様
の表現になる。
・Lisa is by far the most skillful player in the club. （リサはそのクラブで飛び抜けて上手な選手だ）

❸ 「最も～なひとつ［ひとり］」は〈one of the＋最上級〉で表す。この場合，最上級のあとの名詞は
複数形にする。

❹ 〈the＋序数＋最上級〉のようにすると，「…番目に～な」という意味になる。例文では the second 
largestなので「2番目に大きい」という意味。

ex. What is the third largest city in Japan? （日本で 3番目に大きい都市はどこですか）

最上級のあとの名詞に関係代名詞節を続けて，「今までで最も～」の意味を表す。　　　　
ex.  This is the most exciting movie （that） I’ve ever seen.
　  （これは私が今までに見た中で最もおもしろい映画です）
※関係代名詞は thatを使うが，省略可能。

❸ He is one of the tallest boys in his class. （彼はクラスの中で最も背が高い男の子のひとりだ）

❹ Canada is the second largest country in the world. （カナダは世界で 2番目に大きな国です）

「最も～なひとつ」・「2番目に～な」を表す。

❶ This is the tallest building in our town.　    （これは私たちの町で最も高い建物です）

❷ He is by far the best singer of the five.       （彼は 5人の中で抜群に歌がうまい）

ほかのどれよりも上回っていることを表す。
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E X E R C I S E S  比較②（最上級）

1  日本語に合うように，［　　］内の語を参考にして，英文を完成させなさい。 A
 （1） ニールはみんなのうちで最も熱心に働く。 ［ hard ］
 　　Neil works （　　　　） （　　　　） （　　　　） them all.
 （2） オリヴィアはこの町で最も成功している人物だ。 ［ successful ］
 　　Olivia is the （　　　　） （　　　　） person （　　　　） this town.
 （3） 彼はその５人の中で飛び抜けてダンスが上手だ。 ［ good ］
 　　He is by （　　　　） the （　　　　） dancer （　　　　） the five.
 （4） それは史上最悪の洪水だった。 ［ flood ］
 　　That was （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） history.
 （5） これは私が今まで食べた中で最もおいしい食べ物だ。 ［ delicious ］
 　　This is （　　　　） （　　　　） （　　　　） food （　　　　） ever eaten.

2  日本語に合うように，（　　）内の語句を並べかえ，全文を書きなさい。 A  B
 （1） ビルはカリフォルニア州で最も大きい養護老人ホームのひとつを経営している。
 　　Bill runs （ biggest / of / one / the / nursing homes ） in California.
 　　 

 （2） 世界で３番目に長い川は何ですか。
 　　What is （ longest / the / river / in / third ） the world?
 　　 

 （3） サラは合唱団の中で抜群に上手な歌手だ。
 　　Sarah is （ the / in / singer / by far / best ） the chorus.
 　　 

 （4） モナコは世界で２番目に小さい国です。
 　　Monaco is （ in / smallest / the / country / second ） the world.
 　　 

3  与えられた状況に合うように（　　）内の語句を並べかえ，全文を書きなさい。 A  B
 （1） 状況 友人が大きなプラモデルを見せて，こんな説明をしました。
 　　This is （ that / I’ve / the / plastic model / largest ） ever built.
 　　 

 （2） 状況 旅行で十和田湖を訪れた一家。観光ガイドの話によると…。
 　　Lake Towada is （ deepest / in / the / lake / third ） Japan.
 　　 

4  ［　　］内の語を参考にして，～，…に自由に語句を入れ，オリジナルの英文をつくりなさい。
 A  B
 （1） 私は～の中で最も…だ。 ［ in ］
 　　 

 （2） ～（人）は私の家族の中で…番目に背が高い。 ［ tall ］
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G R A M M A R  
P LU S⑥ 比較を使う表現

a  as many as / as much as「～も」 参 pp.364-365

b  比較級＋ and ＋比較級 「ますます～」 参 pp.365-366

c  all the ＋比較級 「それだけいっそう～」 参 pp.368-369

d  not so much A as B / more B than A 「A というよりむしろ B」 参 pp.369-371

e  more than「～よりも多い」  参 pp.374-375

❷ It’s getting colder and colder.  （ますます寒くなってきています）

❶As many as twelve people were injured in the accident. （その事故で12人もの人が負傷した）  

❸ I like Sam all the better for his faults.  （サムには欠点があるのでいっそう彼のことが好きです）

❹ He was not so much a coward as a realist. （彼は臆病者というよりむしろ現実主義者だった） 

❺ He is more stingy than economical.  （彼は倹約的というよりむしろケチだ） 

❻ More than 100 people attended the wedding.  （100人を超える人が結婚式に出席した） 

〈more and more＋名詞〉で「ますます多くの～」を表す。
　 ex. More and more children are using the Internet every day.
　 （ますます多くの子どもたちが毎日インターネットを使っている）

❶ 〈as many as＋可算名詞〉で数が多いことを，〈as much as＋不可算名詞〉で量が多いことを表す。
　 ex. This bag costs as much as 100,000 yen. （このバッグは 10万円もする）

❸ 〈all the＋比較級〉で「それだけいっそう～」を表し，〈for＋名詞句〉や〈because＋節〉をあと
に続けてその理由を表す。

　 ex. I like Sam all the better because he has some faults.

❹ not so much A as Bの A，Bには名詞，形容詞，句・節などが入る。Aと Bは同種の要素（例文で
は名詞）。

❺ more B than AのBに形容詞を入れるとき，more hot than warmのようにmoreのあとに原級を使う。

❻ more than 100は「100よりも多い，100を超える」の意味で，厳密に言うと 100は含まれない。

f  no more than ＋数量「～しかない」 / no less than ＋数量「～もある」     参 pp.376-378

❼ I have no more than two dollars in my pocket. （私はポケットにたった 2ドルしか持っていない） 

❽ I have no less than 30,000 yen in my wallet. （私は財布に 3万円も持っている）

数が多いことを表す場合，〈no fewer than＋数〉を使うこともできる。
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1  （     ）に入れるのに適切な語句を選び，記号を書きなさい。
 （1）  The stadium was filled with （　　　　） 10,000 spectators. 
  （a） much more     （b） more than      （c） better than     （d） larger than 
 （2） Thank goodness, we are lucky! The loss was （　　　　） than ten dollars. 
  （a）much more      （b）no more     （c）any more     （d）far more  
 （3） I tried to call Sara （　　　　） fewer than ten times, but she didn’t answer the phone. 
  （a） less            （b） much            （c） no              （d） quite 
 （4） （　　　　） 20 flights were canceled due to the heavy storm. 
  （a） As many as     （b） As long as        （c） As much as     （d） As soon as 
 （5） The new bicycle will cost me as （　　　　） as 50,000 yen. 
  （a） many          （b） good              （c） much          （d） well 
 （6） He is （　　　　） than wise. 
  （a） clever          （b） more clever       （c） cleverer        （d） cleverest 
 （7） She was （　　　　） upset as astonished. 
  （a） as many        （b） not only          （c） not so much     （d） more 

2  日本語に合うように，（　　）に適語を入れなさい。
 （1） ナンシーは内気というよりはむしろ物静かだ。
  Nancy is （　　　　） quiet （　　　　） shy. 
 （2） 冬になると日ごとにだんだん寒くなってくる。
  In winter it gets （　　　　） and （　　　　） day by day. 
 （3） 30人もの人々が燃えさかるビルから救出された。
  No （　　　　） （　　　　） thirty people were rescued from the burning building. 
 （4） 私は彼の態度に腹を立てていたというよりむしろ悲しかった。
  I was not （　　　　） （　　　　） angry （　　　　） sad at his behavior. 

3  日本語に合うように，（　　）内の語を並べかえ，全文を書きなさい。
 （1） 世界ではますます多くの熱帯雨林が消えつつある。 
  （ are / more / and / disappearing / more / rainforests ） around the world. 

 （2） 彼女は正直というよりは賢いのだと，だれもが思っている。 
  Everyone thinks （ than / is / more / honest / clever / she ）. 

 （3） 彼女の業績は，彼女が非常に若かっただけにいっそう驚きだった。 
  Her achievement （ more / the / was / because / surprising / all ） she was very young. 

E X E R C I S E S  比較を使う表現
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