
Practice 15   Comparisons

1) Japan is / smaller than Texas.

(K) 日本はテキサスより小さいです。

にほんは　テキサス より　ちいさい です。

2) Japan’s *population is / larger than Texas’.    *おおい (“many, much”) (stress on the 1st)

(K) 日本の人口はテキサスより多いです。

にほん の *じんこう は　テキサス より　*おおい です。

3) Connect sentences 1) + 2) with “but”.

(K) 日本はテキサスより小さいですけど、日本の人口はテキサスより多いです。

にほんは　テキサス より　ちいさい ですけど、

にほん の じんこう は　テキサス より　*おおい です。

4) Kyoto is / a more beautiful city than Tokyo.

(K) 京都は東京より綺麗な街です。

きょうと は　とうきょう より　きれいな まち　です。

5) Kyoto is / a more beautiful and older city than Tokyo.   (a. Try flipping the adjectives.)

(K) 京都は東京より綺麗で古い街です。

きょうと は　とうきょう より　きれい で　ふるい まち　です。

(K) 京都は東京より古くて綺麗な街です。

a.　きょうと は　とうきょう より　ふるくて　きれいな まち　です。



6) This year’s trip to Japan was / longer than the *previous one.   (a. Try past negative)

(K) 今年の日本旅行は前回のより長かったです。

ことしの にほんりょこう は　*ぜんかいの より　ながかった です。

a.　ことしの にほんりょこう は　*ぜんかいの より　ながく なかった です。

7) July is / the coldest *month in Australia.  (a. Try interrogative “what month?”)

(K) ７月はオーストラリアで一番寒い月です。

　　しちがつ は　オーストラリア で　いちばん　さむい 　*つき です。

(K-a1)オーストラリアで一番寒い月は何月ですか？

a-1.　オーストラリア で　いちばん　さむい 　*つき は 　|　なんがつ　ですか？

(K-a2)オーストラリアで何月が一番寒い月ですか？

a-2.　オーストラリア で　|　なんがつ が 　|　いちばん　さむい 　*つき　ですか？

8) My older brother is / the tallest / in the family. (a. “who is the tallest?”)

(K) 私の兄は家族で一番背が高いです。

　　わたしの あに は　かぞくで　いちばん　せが　たかい　です。 

(K-a1)家族で一番背が高い人は誰ですか？

a-1.　かぞくで　いちばん　せが たかい ひと は 　|　だれ　ですか？

(K-a2)家族で誰が一番背が高いですか？

a-2.　かぞくで　|　だれ が 　|　いちばん　せが たかい　ですか？



9) My older brother is / the tallest in the family and my younger brother is the second tallest in the family.

(K) 私の兄は家族で１番背が高くて、弟は家族で２番目に背が高いです。

　　わたしの あに は　かぞくで　いちばん　せが たかくて、

　　おとうと は　かぞくで　にばんめ に　せが　たかい　です。

10) *Baseball is / the most popular *sport / in Japan.

(K) 野球は日本で一番人気の (or, が) あるスポーツです。

　　*やきゅう は　にほん で　いちばん にんきの ある　*スポーツです。

11) Where (meaning “What”) is / the most delicious *Italian restaurant in Austin? (Try w/ topic, w/ subject)

(K-T) オースティンで一番美味しいイタリアンはどこですか？

(T)　オースティン で　いちばん おいしい *イタリアン は 　どこ　ですか？

(K-S) オースティンでどこのイタリアンが一番美味しいですか？

(S)　オースティン で　どこ の イタリアン が 　いちばん おいしい　ですか？

12) In winter, which do you like more, soba or ramen?

(K) 冬は蕎麦とラーメンでどっちが好きですか？

　　ふゆ は　そば と ラーメン で　どっちが　すき　ですか？

(K) 冬は蕎麦とラーメンでどっちが良いですか？

or,　ふゆ は　そば と ラーメン で　どっちが　いい　ですか？

13) I want to eat sushi more than ramen.



(K) [私は] ラーメンより寿司の方が食べたいです。

　　[わたしは]　ラーメン より　すし の ほうが　たべたい　です。

14) I want to go / to the country side / more than the cities / in Japan / next time.

(K) [私は] 次回[は] 日本で街 (or, 都市) より田舎の方に行きたいです。

　　[わたしは]   |  じかい [は]  |　にほん で　|   まち (or, とし) より  | 

　　いなか の ほうに |   いきたい です。

15) I / started to get used to / kanji a little / more than two months ago.   < Diagram 34 >

(K) [私は] ２ヶ月前よりもう少し漢字に慣れ始めました。

　　[わたしは]   |  にかげつ まえ より  | もう すこし かんじ に |   なれ はじめ ました。

16) The ice of Antarctica / was much bigger / 50 years ago than now.

(K) [私は] ラーメンより寿司の方が食べたいです。

　　なんきょく の こおり は   |  ごじゅうねん まえ　いま より |　

　　もっと　おおきかった です。

Sentence 16) works without もっと, however, it adds more nuance to “much” bigger.


