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Unit 2 日本で一番暑い季節は何ですか？ 

≪この課のねらい・・疑問詞と比較≫ 

この課では、疑問詞と比較（比較級・最上級）表現を学習します。 

基本形は、疑問詞＋比較級 または疑問詞＋最上級です。 

 

e.g. A: Which is larger, Germany or France? 

  （ドイツとフランスどちらが大きいですか。） 

 B: France.  

  （フランスです。） 

 

e.g. A: What is the longest river in Japan? 

  （日本で一番長い川は何ですか。） 

  B: The Shinano River. 

  （信濃川です。） 

 

e.g. A: Which do you like better、tea or coffee? 

  （紅茶とコーヒーどっちが好きですか？） 

 B: I like tea better.  

  （紅茶のほうが好きです。） 

 
※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 sport do you like better, baseball or sumo?  （野球と相撲どっちが好きですか？） 

 B: I like baseball better.  （野球の方がすきです。） 

 

2. A: What is the hottest season in Japan?  （日本で一番暑い季節は何ですか？） 

   B: It is summer.  （夏です。） 

 

3. A: What kind of music does he like the best?  （彼が一番好きなのはどんな音楽ですか？） 

 B: He likes Jazz the best.  （ジャズが一番好きです。） 

 

4. I think soccer is the most popular sport in Brazil. 

 （サッカーがブラジルで最も人気のあるスポーツだと思います。） 
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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、何度も練習しましょう。 

 

A: Do you know the national sport of Japan?  （日本の国技を知っていますか？） 

B: Yes, I do. It’s sumo wrestling.  （はい、知っています。大相撲です。） 

 It is one of the most popular sports along with baseball and soccer.  

 （相撲は野球やサッカーと共に人気のあるスポーツの一つです。） 

A: Which sport do you like better, baseball or sumo?   

 （野球と相撲どっちが好きですか？） 

B: I like baseball better. How about you?   

 （野球の方がすきです。あなたはどうですか？） 

A: I like baseball, too. （ぼくも野球が好きです。） 

 I think Ichiro is the best player in MLB.   

 （イチロー選手は大リーグで最高の選手だと思います。） 

B: He is one of the best players in baseball history.  （彼は野球史上最高の選手の一人です。） 

A: He has achieved so much in his career.  （彼は素晴らしい成績を残しています。） 

B: Yes, we are proud of him.  （そうですね、私達は彼を誇りに思います。 ） 

*national sport 国技、MLB メジャーリーグ、be proud of 誇りに思う、has achieved 成し遂げた 
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２ - １・・・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. A: Who can swim the [ fast ] in your class? 

 （あなたのクラスでは誰が一番速く泳げますか？） 

    B: Shiori .（シオリです。） 

 

2. A: What is the [ hot ] season in Japan?  （日本で一番暑い季節は何ですか？） 

   B: It is summer.（夏です。） 

 

3. A: What kind of music does he like [ well ]?  （彼が一番好きなのはどんな音楽ですか？） 

 B: He likes Jazz the best.（ジャズが一番好きです。） 

 

4. A: Which is [ much ] difficult for you, mathematics or science? 

   （あなたにとって数学と科学どっちが難しいですか？） 

   B: Mathematics. （数学です。） 

 

5. A: Who gets up the [ early ] in your family?   

 （あなたの家族の中で誰が一番早く起きますか？） 

   B: My mother does.（母です。） 
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２ - ２・・・Activity 

質問に答えてみましょう。 

 

Q1. Which is cooler in August, Sapporo or Fukuoka? 

 （8 月の札幌と福岡ではどっちが涼しいですか？） 

 A・・ 

 

Q2. Which is warmer in December, Okinawa or Tokyo? 

 （12 月の沖縄と東京ではどっちが暖かいですか？） 

   A・・ 

 

Q3. Who is the more famous film director, Kurosawa or Kitano? 

 （黒澤と北野ではどちらが有名な映画監督ですか？） 

 A・・ 

 

Q4. Which is the more interesting subject for you, English or math? 

   （あなたにとっては英語と数学どちらが面白いですか？） 

 A・・ 

 

Q5.Which do you like better, ramen or soba?  

 （ラーメンとそばではどっちが好きですか。） 

  A・・ 

 

 

２ - ３・・・Activity 

[   ]内に最も当てはまるスポーツ名を入れて文を完成し、繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

1. I think [      ] is the most popular sport in Japan.  

 （日本で最も人気のあるスポーツは[   ]だと思います。） 

 

2. I think [      ] is the most popular sport in the U.S. 

 （アメリカで最も人気のあるスポーツは[   ]だと思います。） 

 

3. I think [      ] is the most popular sport in Brazil. 

 （ブラジルで最も人気のあるスポーツは[   ]だと思います。） 

 

4. I think [      ] is the most popular sport in China. 

 （中国で最も人気のあるスポーツは[   ]だと思います。） 

 

5. I think [      ] is the most popular sport in the Philippine. 

 （フィリピンで最も人気のあるスポーツは[   ]だと思います。） 
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２ - ４・・・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: Do you know the national sport of Japan?  

 （日本の国技を知っていますか？） 

B: Yes, I do. It’s sumo wrestling. （はい、知っています。大相撲です。） 

 【相撲は野球やサッカーと共に人気のあるスポーツの一つです。】.  

A: Which sport do you like better, baseball or sumo? 

 （野球と相撲どっちが好きですか？） 

B: 【野球の方がすきです。あなたはどうですか？】 

A: I like baseball, too. （ぼくも野球が好きです。） 

 I think Ichiro is the best player in MLB. 

 （イチロー選手は大リーグで最高の選手だと思います。） 

B: 【彼は野球史上最高の選手の一人です。】 

A: He has achieved so much in his career.  

 （彼は素晴らしい成績を残しています。） 

B: 【そうですね、私達は彼を誇りに思います。】 

 

Memorize these sentences – ２ 

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 sport do you like better, baseball or sumo? 

 B: I like baseball better.  

 

2. A: What is the hottest season in Japan? 

 B: It is summer. 

 

3. A: What kind of music does he like the best? 

 B: He likes Jazz the best. 

 

4. I think soccer is the most popular sport in Brazil. 




