Japanese for Busy people II
Lesson 1
4. Making Comparisons (2): Expressing the Superlative Degree

4. Making Comparisons (2): Expressing the Superlative Degree
To express the person or thing is ‘the most ‘ or ‘the best’ among several, you say
A の なかでwhich means ’among/of all A’ , followed by
Bが いちばん which mean ‘B is the most/best’.
Football is the most popular of all sports.
B
A の なかで
スポーツ の なかで

A
B が いちばん
サッカー が いちばん にんきが あります。

Sushi is the most popular of all Japanese food.

にほんりょうりの なかで すし が いちばん 人気が あります。
My father eats the most in my family.
かぞく の なかで おとうさん が いちばん

たくさん たべます。

Cheesecake is the most delicious of all cakes.
ケーキ の なかで チーズ・ケーキ が いちばん おいしいです。

The Bullet train is the fastest of all trains in Japan.
にほん のでんしゃ の なかで しんかんせん が いちばん はやいです。
‘Harry Potter’ is the most interesting of all films.
えいが の なかで 「ハリー・ポッター」 が いちばん おもしろいです。
Mt Fuji is the highest of all mountains in Japan.
にほん の やま の なか で ふじさん が いちばん たかい です。
Mitsuko is the prettiest in the class.

クラス の なかで みつこさん が いちばん かわいいです。

I like…… best
I like football.
サッカー が

すきです。

I like football best of all sports.
スポーツ の なかで サッカー が いちばん すきです。
I like cheese cake best of all cakes.
ケーキ の なかで チーズ・ケーキ が いちばん すきです。
I like Hiroshi best in the class.
クラス の なかで ひろしくん が いちばん すきです。
I like kimono best of all Japanese souvenirs.
にほんの おみやげ の なかで きものが いちばん すきです。

アイスクリーム

バニラ

チョコレート

ミント ストロベリー

まっちゃ

Can you make sentences ?
Eg. ‘I like vanilla Ice cream best of all ice cream.’

I like Cheesecake best of all cakes.
ケーキ の なかで チーズ・ケーキ が いちばん すきです。

‘Harry Potter’ is the most popular of all films.
えいが の なかで 「ハリー・ポッター」 が いちばん 人気があります。
Mitsuko is the prettiest in the class.
クラス の なかで みつこさん が いちばん かわいいです。
I am the most handsome in my siblings.
きょうだい の なか で ぼく（わたし）が いちばん ハンサムです。

バニラ
200えん

チョコレート
150えん

ミント ストロベリー
250えん

270えん

Can you make sentences ?

I like …ice cream best of all.
…ice cream is the most expensive of all.
…ice cream is the most popular of all.
…ice cream is the cheapest of all.
…ice cream is the most delicious of all.

まっちゃ
300えん

Asking preference
To ask ‘Which is the most?’ or ‘Which is the ………, you use the same basic pattern.
I like football most of all sports.
スポーツ の なかで サッカー が いちばん すきです。
what
何
スポーツ の なかで

何

が いちばん

What sports do you like best?

すきですか。

What sports do you like best?
スポーツ の なかで

何

が いちばん

すきですか。

What Japanese food do you like best (of all Japanese food)?
にほんりょうりの なかで 何 が いちばん すきですか。
Who do you like best in the class?
クラス の なかで だれ が いちばん すきですか。
Who is the cutest in the class?
クラス の なかで だれ が いちばん かわいいですか。
What cake do you like best of all cakes?
ケーキ の なかで 何 が いちばん
すきですか。
What food is the most delicious of all Japanese food?
にほんりょうり の なかで 何 が いちばん おいしいですか。

Q. Which sports do you like best?
スポーツ の なかで 何 が いちばん
A. I like football most (of all sports).

すきですか。

スポーツ の なかで サッカー が いちばん すきです。
Q. What Japanese food do you like best (of all Japanese food)?
にほんりょうりの なかで 何 が いちばん すきですか。
A. I like sushi best (of all Japanese food).
すし が いちばん すきです。

Q. Who do you like best in the class?
クラス の なかで だれ が いちばん すきですか。
A. I like Hiroshi best.
ひろしくん が いちばん すきです。
Q. What cake do you like best (of all cake)?
ケーキ の なかで 何 が いちばん
すきですか。

A. I like cheese cake best.
チーズ・ケーキ が いちばん すきです。

Q. Who is the cutest in the class?
クラス の なかで

だれ が いちばん

かわいいですか。

A. Mitsuko is the cutest.
みつこさん が いちばん

かわいいです。

Q. What cake is the most delicious (of all cakes)?
ケーキ の なかで 何 が いちばん おいしいですか。
A. Cheese cake is the most delicious.
チーズ・ケーキ が いちばん おいしいです。

バニラ

チョコレート

ミント ストロベリー

まっちゃ

Can you ask a question and give your answer as followed?
Q. Which ice cream do you like best?
A.I like ….. ice cream best.

You use どれ, to ask which item among a limited selection
of three or more is ’the most’ or ‘the …est’.

バニラ

チョコレート

ストロベリー

Which (ice cream) among vanilla, chocolate and strawberry do you like?
バニラ・アイスクリームと チョコレート・アイスクリームと
ストベリー・アイスクリーム（のなか）で どれが いちばん

すきですか。

You can omit のなか
I like football best of all sports.
スポーツ (の なかで )サッカー が いちばん すきです。
スポーツ で

サッカー が いちばん すきです。

Sushi is the most delicious of all Japanese food.
にほんりょうり で
すし が いちばん
おいしいです。
My father eats the most in my family.

かぞく で

おとうさん が いちばん

たくさん たべます。

kimono the most popular of all Japanese souvenirs.
にほんの おみやげ で きものが いちばん 人気があります。

