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Comparisons of inequality
“A is more … than B” - Aは Bより (adj.)です。

UK is cold.

イギリスは にほんより さむいです。

UK is colder than Japan.

イギリスは にほんより さむいです。

Birmingham is lively.

バーミンガムは えいごより にぎやかです。

Birmingham is livelier than Coventry.

バーミンガムは コベントリーより にぎやかです。



I like coffee.

わたしは コーヒーがにすきです。

I like coffee more than English tea.

わたしは こうちゃより コーヒーが すきです。

My father is good at cooking.

ちちは えいごよ りょうりが じょうずです。

My father is better at cooking than my mother.

ちちは ははより りょうりが じょうずです。

Comparisons of inequality
“A is more … than B” - Aは Bより (adj.)です。



れんしゅう

□ textbook P.102 No.5

A: (e.g.) はれでした。/ あめでした。

とりにく ぶたにく ぎゅうにく

ぎゅうにゅう

（にわ）とり ぶた うし

うし

牛
ぎゅう

Japanese word ‘cow’    →

kanji for ‘cow’                →

Chinese-origin reading →

kanji practice:
from next week …



“Which is more …, A or B?”
Aと Bと どちらが (adj.) ですか。

Which is colder, UK or Japan?

イギリスと にほんと どちらが さむいですか。

UK is colder (than Japan).

（にほんより） イギリスの ほうが さむいです。

Which is more interesting (to you), tennis or football?

テニスと サッカーと どちらが おもしろいですか。

Football is more interesting (than tennis).

（テニスより） サッカーの ほうが おもしろいです。

↑ emphasis

>
↑ emphasis



Which do you like more, coffee or English tea?

コーヒーと こうちゃと どちらが すきですか。

I like coffee more (than English tea).

（こうちゃより） コーヒーの ほうが すきです。

I like both.

どちら も すき です。

I don’t like either of them.

どちら も すき では ありません。

じゃ

“Which is more …, A or B?”
Aと Bと どちらが (adj.) ですか。

↑ emphasis



れんしゅう

□ textbook P.102 No.6

。/ わるかったです。

A: (e.g.) はれでした。/ あめでした。

はる spring なつ summer あき autumn ふゆ winter

きせつ season



れんしゅう

□ 1. Say/write your own answer to the question.

Q: げつようびと かようびと どちらが いそがしいですか。

A:    (e.g.) （わたしは） かようびの ほうが いそがしいです。
A:    (

□ 2. Say/write your own answer to the question.

Q: いぬと ねこと どちらが すきですか。

A:   (e.g.) （わたしは） いぬの ほうが すきです。A:    (

A:    (e.g.) （わたしは） どちらも すきです。

A:    (e.g.) （わたしは） どちらも すきじゃ ありません。



“much” / “(only) a little”

A

A B

A B

B

A is bigger than B.

Aは Bより おおきいです。

A is much bigger than B.

Aは Bより ずっと おおきいです。

A is (only) a little bigger than B.

Aは Bより

すこし（だけ） おおきいです。



Comparisons of three or more things
“A is the most … in/of ～.”

~（の なか）で Aが いちばん (adj.) です。

Among sushi, tempura, and ramen, I like tempura the most.

すしと てんぷらと ラーメン（の なか）で

てんぷらが いちばん すきです。

What do you like the most of all anime?

アニメ（の なか）で なにが いちばん すきですか。

I like ‘Naruto’ the most. 「ナルト」が いちばん すきです。

Person: だれが いちばん (adj.) ですか。 Who is the most …?

Place   :  どこが いちばん (adj.) ですか。 Where is the most …?

Time    :  いつが いちばん (adj.) ですか。 When is the most …?



れんしゅう

□ textbook P.102 No.7

。/ わるかったです。

A: (e.g.) はれでした。/ あめでした。

うた song, singing



れんしゅう

□ 1. Say/write your own answer to the question.

Q: くだもので なにが いちばん すきですか。

A:    (e.g.) （わたしは） りんごが いちばん すきです。

□ 2. Say/write your own answer to the question.

Q: かしゅで だれが いちばん すきですか。

A:    (e.g.) （わたしは） 〇〇〇が いちばん すきです。

いちご ぶどう もも なし メロン



れんしゅう

□ 3. Say/write your own answer to the question.

Q: あなたの くにへ りょこうします。

Q: いちねんで いつが いちばん いいですか。

Q: どうして いちばん いいですか。

A:    (e.g.) はるが いちばん いいですよ。

A:    (e.g.) きれいな はなが たくさん ありますから。

A:    (e.g.) １２がつが いちばん いいですよ。

A:    (e.g.) クリスマス・マーケットが ありますから。

A:    (e.g.) クリスマス・マーケットは ほんとうに たのしいです。


