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コミニカ英語教材(基礎編)

2年　第11級
①　形容詞の比較級と最上級の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②　形容詞・副詞の比較級と最上級の作り方 [学習] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　形容詞の比較級の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　形容詞の比較級の用法　疑問文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　形容詞の最上級の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　形容詞の最上級の用法　疑問文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

⑦　as ̃ asの構文とwho・whichを使った疑問文 [学習] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　形容詞の原級比較　as ̃ as　肯定文 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　形容詞の原級比較　as ̃ as　否定文 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　形容詞の原級比較　as ̃ as　疑問文 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　who・whichを使った疑問文 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

⑫　副詞の比較級と最上級の用法　　 [学習] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　副詞の比較級　肯定文 [語順] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　副詞の比較級　疑問文 [語順] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　副詞の最上級　肯定文 [語順] ‥‥ 31 ~ 32

【学習の手引き】 　

(1) 「学習」の項目は、プリントをよく読んで理解しましょう。
(2) 「語順」「英作」「応答」などの項目では、声を出しながら問題を解き、英作文にチャレンジ

しよう。
(3) なれてきたら、完成文だけを書いてもいいです。
(4) 完成文まで書き終えたら、あなたが作った英文をネイティブスピーカーはどう発音するか、CD

で何度も聞き、あなたも後について読みましょう。

(5) 各級を終えたら、今度はCDだけ聴き、日本語の読み上げに続いて、すぐに英語で言ってみま
しょう。
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【ご注意】当教材は個人使用に限り、コピーを許可しています。

塾や学校及びグループで使用される場合は、必ず当研究会の許可を得てください。

もし無断で使用された場合は、著作権の侵害となります。
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単語表　2年11級で登場する単語 　

【動詞など】
□□ジャンプする jump　[ヂャンプ]　 □□家族 family　[フぁミり]
□□歌う sing　[スィング] 　 □□家 house　[ハウス]
□□スキーをする ski　[スキー] 　 □□お月様 moon　[ムーン]
□□話す speak [スピーク]　 □□山 mountain　[マウンテン]
□□歩く walk　[ウォーク] □□質問 question　[クウェスチョン]

 　 □□川 river　[リバァ]
【名詞など】 □□太陽 sun　[サン]

□□野球 baseball [ベィスボーる]　 □□テニス tennis　[テニス]
□□都市 city 　[スィティー]　 □□町 town　[タウン]
□□クラス class　[クらぁス] □□木 tree　[トゥリー]

【形容詞など】  　 (比較級) (最上級)

□□大きい big　[ビッグ] bigger biggest
□□いそがしい busy　[ビズィー] 　 busier busiest
□□簡単な easy 　[イーズィー]　 easier easiest
□□幸せな happy 　[ハぁピ]　 happier happiest
□□(山などが)高い high　[ハイ] higher highest
□□親切な kind　[カインド] 　 kinder kindest
□□大きい large　[らーヂ] larger largest
□□長い long　[ろーング] 　 longer longest
□□新しい new　[ニュー] 　 newer newest
□□年老いて・古い old 　[オウるド]　 older oldest
□□かわいい pretty　[プリティー] prettier prettiest
□□短い short　[ショート] 　 shorter shortest
□□小さい small　[スモーる] smaller smallest
□□強い strong　[ストローング]　 stronger strongest
□□背が高い・高い tall 　[トーる]　 taller tallest
□□若い young　[ヤング] 　 younger youngest
□□大切な・重要な important　[インポータント] more important most important
□□おもしろい interesting[インタレスティング]  more interesting most interesting
□□悪い bad　[バぁド] worse worst
□□多くの(数) many　[メニ] more most
□□多くの(量) much　[マッチ] more most
□□すべての all　[オーる] 　
□□病気の ill　[イる] 　

【副詞など】
(原級) (比較級) (最上級)

□□速く fast [フぁスト]　 faster fastest
□□一生懸命に hard [ハード] harder hardest
□□遅く late [れイト] later latest
□□高く high [ハイ]　 higher highest
□□じょうずに well [ウェる]　 better best
□□早く early [あ~り]　 earlier earliest
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課題　形容詞の比較級と最上級     　　　　　　　           学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第11級 ①

アィ  アム　　トーらー　ざン　　　　ユー

【基本文】 I am taller than you.
私はあなたより背が高いです

[１]　はじめに
つぎの３つの日本文の意味をくらべてください。

(1) 私は背が高いです・・・ これはふつうの文です。
(2) 私はより背が高いです・ これは何かと比較しています。
(3) 私は一番背が高いです・ 「一番」ですから、三者以上で比較しています。

(1)は原級の文で、(2)を比較級の文、(3)は最上級の文と言います。

[Ⅱ]　比較級のしくみ

(1)の文は、<~は　ドンナだ文>と、形容詞が補語となります。

She is tall.
彼女は存在する　背が高い
彼女は背が高いです

英語では、何かとくらべて「より高い」などとあらわす場合は、原則として形容詞の原級(元の

形)に、erをつけてあらわします。

(例)

(原級) (比較級)

背が高い より背が高い

tall           → taller

年をとっている より年をとっている

old           → older

若い より若い

young     → younger

[英文の生産]

I am taller. I am taller than you.
私はより背が高い  --> 私はあなたより背が高いよ

※　比較級の文では、２つのものをくらべて、「よりドンナだ」という表現ですから、他の
ものとひかくする必要があります。この場合、than(~よりも)ということば(前置詞)で文を
つなぎます。
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[Ⅲ]　最上級の文のしくみ
最上級は三者以上、あるいはある範囲において、「一番ドンナだ」とあらわす表現です。

He is the tallest.
彼は存在する　一番背が高い

彼は一番背が背が高いです

英語では、「一番より高い」などとあらわす場合は、原則として形容詞の原級(元の形)に、
estをつけてあらわします。

(例)

(原級) (最上級)

背が高い 一番背が高い

tall           → tallest

年をとっている 一番年をとっている

old           → oldest

若い 一番若い

young     → youngest

※　ただし、最上級の文では、形容詞の前に常にtheをつけることに注意してください。

※　ここでの、of the threeは、of the three boysなどのことで、boys など
がわかっている場合は、省略されるのがふつうです。

※　また、上の文は、I am the tallest boy.と名詞をともなってあらわす場合
もあります。

最上級の文で、「~の中で」をあらわすことばは、つぎのようなものです。

of the three (boys) ３人の(男の子)の中で

of all みんなの中で

in my class 私のクラスの中で

among the students 生徒たちの間で

ofやamongは同類(仲間をあらわすことば)や数をあらわすことばをともないます。

一方、inは「範囲」をあらわすことばをともないます。

[英文の生産]

I am the tallest. I am the tallest of the three.
私は一番背が高い  --> 私は３人の中で一番背が高いよ
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課題　形容詞の比較級と最上級 の作り方    　　　           学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第11級 ②

形容詞は、<~は　ドンナだ文>でつかわれ、主語の状態などを説明します。
この場合、「よりドンナだ」と何かと比較したり、「一番どんなだ」と説明する
こともあり、前者を比較級の文、後者を最上級の文と呼ばれています。
英語では、形容詞そのものを変化させて比較や最上級の文をつくります。

<~は　ドンナだ文>

原級の文

He is tall.
彼は背が高いです

比較級の文

He is taller than Tom.
彼はトムより背が高いです

最上級の文

He is the tallest of the five.
彼は５人の中で一番背が高いです
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themostbeautiful
themostimportant
themostuseful

morebeautiful
moreimportant
moreuseful

beautiful
important
useful

theeasiest
thebusiest
thehappiest
theearliest

easier
busier
happier
earlier

easy
busy
happy
early

thebiggest
thehottest
thereddest

bigger
hotter
redder

big
hot
red

thelargestlargerlarge

thetallest
theyoungest
theoldest
theshortest

taller
younger
older
shorter

tall
young
old
short

⑤つづりの長い語は、前
にmore,themostをつけ
る

④語尾が「子音字+y」の
ときは、yをiにかえてer,
estをつける

③語尾が「短母音+子音
字」のときは、子音字を
重ねてer,estをつける

②語尾がeのときは、r,
stをつける

①ふつうは原級の語尾
にerをつける

最　上　級
(一番ドンナだ)

比　較　級
(よりドンナだ)

原　級
(ドンナだ)

作り方の規則

⑥上の規則によらないも
の

最　上　級
(一番ドンナだ)

比　較　級
(よりドンナだ)

原　級
(ドンナだ)

thebestbetter
good
well

thelastlatterlate

theworstworse
bad
ill

themostmore
many
much

規則変化-- 原則としてer, estをつけてつくるもの

不規則変化-- 不規則に変化するもの


