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Unit 1 すべての季節の中で夏が一番好きです。 

≪この課のねらい・・比較≫ 

この課では、比較の表現（原級・比較級・最上級）を学習します。 

≪原級≫ 

e.g.  I was as busy as her.   as・・・as～ →～と同じくらい・・・  

  （私は彼女と同じく忙しい。） 

  Tokyo is not as hot as Okinawa.  not as・・・as～→～ほど・・・ではない 

  （東京は沖縄ほど暑くはありません。） 

 

≪比較級≫ 

e.g. He is taller than his younger brother.  ・・・er  than ～→～より・・・ 

  （彼は弟より背が高い。） 

  English is more difficult than Math.  

  （英語は数学より難しい。） 

  → difficult のように長い単語には more をつけます。 

 

≪最上級≫ 

e.g. August is the hottest month in Japan. 一番・・・ 

    （8 月は日本で一番暑い月です。） 

  He is one of the most famous baseball players. 

    （彼は最も有名な野球選手のうちの一人です。） 

  → famous のように長い単語には the most をつけます。 

    one of them のように one of のうしろは必ず複数形になります。 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. A: Which season do you like the best?  （どの季節が一番好きですか？） 

 B: I like summer the best.  （夏が一番好きです。） 

 

2. Autumn is the best season for reading and walking. 

 （秋は読書とウォーキングに一番いい季節なんです。） 

 

3. This bag is as big as yours. 

 （このバッグはあなたのバッグと同じくらいの大きさです。） 

 

4. Tsutomu can swim faster than you. 

 （ツトムはあなたより速く泳ぐことができます。） 

 

5. Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. 

 （富士山は日本で一番高い山です。）  
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１ - ２・・・Role Playing  

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A: Which season do you like the best?  

 （どの季節が一番好きですか？） 

B: I like summer the best. 

 （夏が一番好きです。） 

A: Do you go to the beach every summer? 

 （あなたは毎年夏にビーチへ行きますか？） 

B: Yes, I love swimming. （はい、行きますよ。泳ぐのがとても好きです。） 

 So I went to many countries‘  beaches. 

 （それで多くの国のビーチへ行きました。） 

 And I’m planning to go to the beach somewhere in the Pacific this summer. 

 （今年の夏も太平洋のどこかのビーチへ行く予定を立てています。） 

 What about you? （あなたはどうですか？） 

A: I don’t like swimming so much.  

 （私はそんなに泳ぐのが好きではないんです。） 

 My favorite season is autumn.  

 （私の好きな季節は秋なんです。） 

 Because autumn is the best season for reading and walking. 

 （なぜなら秋は読書とウォーキングに一番いい季節なんです。） 

 I usually get up as early as my grandmother does at 5 in the morning. 

 （私はふだん朝 5 時に祖母と同じくらい早く起きます。） 

 I walk around the park for an hour. （1 時間公園の周りを散歩します。） 

 And after work I always read books in the coffee shop. 

 （仕事のあとはいつもコーヒーショップで読書します。） 

B: Every man has his own season!  

 （どの人にもそれぞれの季節というのがあるんですね。） 
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１ - ３・・・Role Playing  

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

 

A： Do you like to watch TV?（テレビを見るのは好きですか？） 

B: Yes, I do. I love TV. （はい、好きです。テレビは大好きです。） 

A:  What is your favorite program? （お気に入りの番組は何ですか？） 

B: I like to watch basketball games.  

 （私はバスケットボールの試合を見るのが好きです。） 

A  Is basketball more interesting than soccer? 

 （バスケットボールはサッカーより面白いですか？） 

B: Yes, it is. （ええ、面白いです。 ） 

  I like basketball better than soccer. 

 （私はサッカーよりバスケットボールのほうが好きです。） 

 Especially NBA is more exciting than any other sports. 

 （特に NBA は他のどのスポーツよりも興奮します。） 

A: So you are an NBA mania.（あなたは NBA 狂なんですね。） 

 

 

２ - １・・・Activity 

斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

 

1. I always get up as early as my mother does. 

 （私はいつも母と同じくらい早く起きます。） 

 

2. Baseball is as popular as basketball in the U.S. 

 （アメリカでは野球はバスケットと同じくらい人気があります。） 

 

3. This bag is as big as yours. 

 （このバッグはあなたのバッグと同じくらいの大きさです。） 

 

4. Japan is not as large as China.  

 （日本は中国ほど大きくない。） 

 

5. This question is as difficult as that one. 

 （この質問はあの質問と同じくらい難しい。） 
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２ - ２・・・Activity 

[   ]内の単語を日本文に合うように変化させて完成し、繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

1. Yesterday was [ hot ] than today.  

 （今日より昨日が暑かった。） 

 

2. Ms. Tanaka is [ young ] than my mother. 

 （タナカさんは私の母より若い。） 

 

3. Miss Yamada plays the violin [ well ] than I do. 

 （ヤマダさんは私よりバイオリンが上手だ。） 

 

4. Tsutomu can swim [ fast ] than you. 

 （ツトムはあなたより速く泳ぐことができます。） 

 

5. Who can play baseball [ well ], Yukio or Daigo? 

 （ユキオとダイゴではどちらの方が野球が上手ですか。）      

 

 

２ - ３・・・Activity 

斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

 

1. You are more beautiful than she. 

 （あなたは彼女より美しいです。） 

 

2. Baseball is more popular than soccer in Japan. 

 （日本では野球はサッカーより人気があります。） 

 

3. Japanese is more difficult than Chinese. 

 （日本語は中国語より難しいです。） 

 

4. This novel is much more interesting than that one. 

 （この小説はあの小説よりずっと面白いです。） 

 

5. Your car is much more expensive than mine. 

 （あなたの車は私の車よりずっと高価です。）   
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２ - ４・・・Activity 

[   ]内の単語を日本文に合うように変化させて完成し、繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

1. This car is the [ good ] of all the cars this year.  

 （この車は今年発売されたすべての車の中で一番よい車です。） 

 

2. My father is the [ old ] in my family. 

 （私の父は家族の中で一番年上です。） 

 

3. January is the [ cold ] month of the year in Tokyo.  

 （東京では 1 月が一年で一番寒い月です。） 

 

4. Mt. Fuji is the [ high ] mountain in Japan. 

 （富士山は日本で一番高い山です。） 

 

5. Time is the [ much ] important of all. 

 （時間はすべてのものの中で一番大事なものです。） 

 

２ - ５・・・Activity  

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: Which season do you like the best? （どの季節が一番好きですか？） 

B: 【夏が一番好きです。】 

A: Do you go to the beach every summer? （あなたは毎年夏にビーチへ行きますか？） 

B: Yes, I love swimming. （はい、行きますよ。泳ぐのがとても好きです。） 

 So I went to many countries’ beaches.（それで多くの国のビーチへ行きました。） 

 【今年の夏も太平洋のどこかのビーチへ行く予定を立てています。】 

 What about you?（ あなたはどうですか？） 

A: I don’t like swimming so much. （私はそんなに泳ぐのが好きではないんです。） 

 My favorite season is autumn. （私の好きな季節は秋なんです。） 

 【なぜなら秋は読書とウォーキングに一番いい季節なんです。】 

 【私はふだん朝 5 時に祖母と同じくらい早く起きます。】 

 I walk around the park for an hour. （1 時間公園の周りを散歩します。） 

 And after work I always read books in the coffee shop. 

 （仕事のあとはいつもコーヒーショップで読書します。） 

B: Every man has his own season ! （どの人にもそれぞれの季節というのがあるんですね。）  
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Memorize these sentences – １ 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. A: Which season do you like the best?  

 B: I like summer the best 

  

2. Autumn is the best season for reading and walking. 

  

3. This bag is as big as yours. 

  

4. Tsutomu can swim faster than you. 

  

5. Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. 

 

 




