
Miyagi English Library ★★                                                  ⁑Date      ．     ⁑ 

 

 

 

 

１ （     ）内から適切な語を選び，○で囲みましょう。                                          

⑴ 宮城県は山形県よりも暖かいです。 

Miyagi is （ warm /  warmer /  the warmest  ） than Yamagata.   

⑵ 福島県は東北地方で一番暖かいです。 

Fukushima is ( warm /  warmer /  the warmest ) in Tohoku region.  

 

２  右側の表を説明している英文として最も適切なものをア～エの中から選び，記号を〇で囲みましょう。 

⑴ ア  Osaka is hotter than Fukuoka. 

  イ  Ishikawa is colder than Nagano.  

  ウ  Tokyo is hotter than Kyoto. 

  エ  Nagano is the coldest of the six. 

 

⑵ ア  Tempura isn’t popular. 

  イ  Karaage is more popular than tempura. 

  ウ  Sushi is the most popular. 

  エ  Tonkatsu is the most popular. 

 

3 次の対話が成り立つように，英文を完成させ下線部に書きましょう。 

⑴  Tomoko :  Today in Naha, it is 23℃.  How about Sendai, Kenta? 

Kenta  ：  Ｉｔ is 10℃ right now, so ①仙台は那覇より寒いです。 

           How about Seoul, Junko? 

Junko  :  It is 3℃ in Seoul today.  It’s very cold. 

Kenta  :  It looks like ②那覇は一番暑いです。 

 

① ___________________________________________________________ 

② ___________________________________________________________                                                        

 

      Making “Miyagi English Journal” 【Practice】 

 

 

6問中   

《Ａｖｅｒａｇｅ Temperature》 

Fukuoka 17.7℃ Tokyo 16.8℃ 

Osaka 17.4℃ Nagano 13℃ 

Kyoto 16.9℃ Ishikawa 15.5℃ 

※全国の都道府県別の年間平均気温（気象庁出典） 

 

《Popular Japanese food》 

No.1    Sushi      

No.2    Tempura    

No.3    Karaage   

No.4    Tonkatsu  

 Gｏａｌ   「２つまたは３つ以上のものを比べる」表現について理解を確かにしよう。  

 

https://4.bp.blogspot.com/-kyqpDuvwLoo/UgSMJxVBvQI/AAAAAAAAW9U/Hp1LLHVGwl0/s800/food_tonkatsu.png
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 Gｏａｌ   「２つまたは３つ以上のものを比べる」表現について理解を確かにしよう。        

比較級⇒Miyagi is warmer than Hokkaido. （宮城県は北海道よりも暖かいです。） 

最上級⇒Sendai is the biggest city in Miyagi. (仙台市は宮城県で一番大きい市です。) 

＊形容詞や副詞に-erが付くと「～より」（比較級），the -estが付くと「最も～」（最上級）の意味になる。 

＊比較的長い形容詞や副詞の場合には，比較級は more, 最上級は the mostが前にくる。 

１ （     ）内から適切な語を選び，○で囲みましょう。    

⑴ 宮城県は山形県よりも暖かいです。 

Miyagi is （ warm /  warmer /  the warmest  ）  

than Yamagata.   

⑵ 福島県は東北地方で一番暖かいです。 

Fukushima is ( warm /  warmer /  the warmest )  

in Tohoku region.  

                                       

２  右側の表を説明している英文として最も適切なものをア～エの中から選び，記号を〇で囲みましょう。 

⑴  ア  Osaka is hotter than Fukuoka. 

イ  Ishikawa is colder than Nagano. 

ウ  Tokyo is hotter than Kyoto. 

エ  Nagano is the coldest of the six. 

 

⑵  ア  Tempura isn’t popular 

    イ  Karaage is more popular than tempura. 

    ウ  Sushi is the most popular. 

    エ  Tonkatsu is the most popular. 

 

3  次の対話が成り立つように，英文を完成させ下線部に書きましょう。 

⑴ Tomoko :  今日の那覇は 23度だよ。仙台はどう，ケンタ？ 

Kenta  :  ちょうど今１０度です。だから，①仙台は那覇よりも寒いです。 

ソウルはどうですか，ジュンコ？ 

Junko  :  ソウルの今日の気温は３度です。とても寒いです。 

Kenta  :  ②那覇が一番暑いみたいだね。 

①  Sendai is colder than Naha.   

②  Naha is the hottest.          

      Making “Miyagi English Journal” 【Practice】 

 

《人気のある日本食》 

No.1    寿司      

No.2    天ぷら    

No.3    唐揚げ   

No.4    とんかつ  

《平均気温》 

福岡県 17.7度 東京都 16.8度 

大阪府 17.4度 長野県 13．0度 

京都府 16.9度 石川県 15.5度 

※全国の都道府県別の年間平均気温（気象庁出典） 

形容詞の変化 

原級-比較級（-er）-最上級（-est）  

cold – colder - the coldest 

warm – warmer - the warmest 

hot – hotter - the hottest 

popular - more popular 

- the most popular 

 
《in/ofの使い分け》 「～の中で」を表すには， 

of (複数形［-ｓ］, the three等) ，in (範囲・場所) 

 

【解答例】 
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