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16. 旅行と言えばパリに限る。 

文法：～くらいだ、～ほどだ、～くらいなら、～ほど／くらい～はない、に限る 

美雪：パリだ～！やっぱり旅行と言えば、パリに限るね。おしゃれなお店もあるし、 

   おいしいスイーツも食べられるし、パリほど過ごしやすいところはないよ。 

   それに地下鉄も路面電車もあるから観光しやすいし。 

由真：そうだね。いい街だと思うよ。ね、買い物を終わったらすることもないし、 

   もう一回エッフェル塔
とう

に行かない？ 

美雪：いいね！ホテルに戻るくらいなら、せっかくだし行こう。 

由真：そういえば、エッフェル塔はどのくらい高さがあるんだろう。東京タワーくらいあるかな。 

美雪：東京タワーほど高くないはずだよ。東京タワーは「世界一の塔」にするために、エッフェル塔よりも高く造られたと 

   思うから。 

由真：へ～、よく知っているね、美雪。 

美雪：歴史好きだからね。歴史ほど面白いものはないよ。 
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～くらい（だ） 【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N ＋くらい（だ） 

 －It’s used to say, “something/someone is the same … as ~.” ×ほど 

  ①彼女は私くらい背が高いはずです。 

  ②次男も長男くらい積極的
せっきょくてき

で働き者ならいいんだけど。 

  ③日本では、桜の木くらいもみじも有名である。 

 

 －It indicates the minimum level, which means “at the very least.” ×ほど 

  ①普段飲まないんだし、今日は少しくらい飲んでもいいでしょう。  

  ②書類は私が全部作ってるんだから、コピーくらい各自でして欲しい。 

  ③手洗いやうがいは、普通の風邪を予防するくらいの効果はあるだろう。 

 

 －It’ used to disvalue, which means “It’s easy to do.” ×ほど 

  ①旅行の準備くらい自分でできるから、心配しないでください。 

  ②だらだらやってないで、部屋の掃除くらいさっさとしなさい。 

  ③英語を日本語にほんやくするくらい、朝飯前
あさめしまえ

だ。 
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～ほど…ない 【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N ＋ほど…ない 

 －It’s used to say, “something/someone is not as … as ~.” ×くらい 

   ①東京は人が多いけど、ニューヨークほどじゃない。 

   ②田中先生は厳しいですが、村田先生ほど厳しくはありません。 

   ③10 月に入って寒くなったが、セーターやニットを着るほどの寒さじゃない。 

   ④世の中はあなたが考えているほど甘くない。 

 

～くらい（だ）／ほど（だ） 

 －It’s used for an approximate amount or volume. ほど can’t be used with ～時. 

   数字、助数詞 ＋ほど（だ）／くらい（だ） 

  ①7 時に大阪を出発しましたので、10 時くらいには東京に着きます。（✘10 時ほど） 

  ②このお茶には 15 種類ほどの薬草が入っている。 

  ③毎月の公共料金は、合わせて 2 万円ほどだ。 

 

 －It’s used to emphasize the degree. It doesn’t matter if it’s true or not. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N ＋ほど（だ）／くらい（だ） 

  ①書きすぎて手が痛くなるほど漢字を勉強しました。 

  ②あの双子は、両親も間違えるくらいよく似ている。 

  ③自信満々に言うくらいだから、任せておいて大丈夫だろう。 
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N くらいだ－It’s used to say, “N is the only one”. 

   N ＋くらいだ 

  ①こんなに辛いラーメンを食べられるのは、佐藤さんくらいだ。 

  ②あの歌手の握手会
あくしゅかい

へ行くのは、ファンくらいだろう。 

  ③大雨の休日にできることと言えば、テレビを見ることくらいだ。 

 

～くらいなら 

 －It’s used to say, “If ~, I choose … although … is not the best”, that is the speaker’s opinion. 

   Ｖ辞書形 ＋くらいなら 

  ①30 分も遅れて説明会に行くくらいなら、参加しない方がいい。 

  ②大好きなケーキを我慢
が ま ん

するくらいなら、痩
や

せていなくてもいい。 

  ③その服捨てちゃうの？もったいないから、捨てるくらいなら私にちょうだい！ 

 

 －It’s used to say, “It’s ok with ~ (but not ok other than that)”, that is the speaker’s opinion. 

   数字 ＋くらいなら 

  ①私が上司だったら、遅刻しても 10 分くらいなら許します。 

  ②知り合いであれば、5 万ぐらいなら貸せる。 

  ③人の家に電話をする時、9 時くらいまでなら失礼にはならないと思う。 
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～ほど／くらい～はない－It’s used to say, “N is the pinnacle (of whatever is indicated)”. 

   N ほど／くらい＋N はない  ★いる→いない 

  ①仕事の後に飲むビールほど美味しいものはない。 

  ②テラスハウスほど知られている日本のドラマはありません。 

  ③秋山先生ほど親切で熱心
ねっしん

な先生はいないですよ。 

  ④雷が鳴っている時に、高い木の下にいることほど危険なことはない。 

 

～に限る－It’s used to say, “ ~ is the best”, that is the speaker’s opinion. 

   Ｖ辞書形／Ｖない形、Ｎ ＋に限る 

  ①やっぱり映画は、映画館で見るに限る。 

  ②たこやきやお好
この

み焼
や

きは、大阪で食べるに限る。 

  ③オリンピックの年は人が多いので、その地域に行かないに限る。 

  ④忙しい仕事の後は、やっぱり冷たいビールに限りますね。 
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★まとめ【くらい／ほど】 

パターン 接続 意味 例文 

～くらい（だ） 

【普通形】V、イ形容詞、

ナ形容詞だな、N 

 

 

equal 画家くらい絵が上手く描けたらいいんだけど。 

minimum level 絵くらい静かに描かせてよ。 

disvalue 絵くらい簡単に描けるよ。 

only one こんな絵が描けるのは、伊藤さんくらいだ。 

～ほど（～ない） 
【普通形】V、イ形容詞、

ナ形容詞だな、N 
compare negative 絵を描くのは、思ったほど難しくない。 

～ほど／くらい（だ） 

※×～時ほど 

【普通形】V、イ形容詞、

ナ形容詞だな、N 

approximate amount or 

volume 
今まで 50 枚ほど／くらい絵を描いた。 

emphasize the degree 
寝ずに絵を描くほど／くらいだから、画家になれる

と思う。 

～くらいなら 

V 辞書形 

If ～, I choose … 

although … is not the 

best 

絵を描くのに時間をかけるくらいなら、小説を書き

たい。 

V 辞書形、N、数字 
It’s ok with ～, but not 

ok other than that. 
絵を触らずに、見るくらいならいいだろう。 

N1ほど／くらい N2はない - N1 is the pinnacle of N2 絵ほど／くらい簡単なものはない。 
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問題 1.【「～くらい」（equal）を使って、文を完成させなさい。】 

①彼は                    くらいハンサムです。 

②オーストラリアは、               くらい               。 

③               は、               くらい真っ赤だ。 

④               は、               くらい冷えている。 

⑤               は、               くらいシンプルだ。 

⑥                                        。 

 

問題 2.【「～くらい」（minimum）を使って、文を完成させなさい。】 

①初めての料理なんだから、                    くらい大丈夫だよ。 

②一生懸命働いているんだし、                    くらい自由にとらせて欲しい。 

③私達、付き合ってるんだし、                    くらいしてもいいと思うけど。 

④                    から、ちょっと借りるくらい問題ないでしょう。 

⑤                    から、口喧嘩
くちげんか

するくらい普通だよ。 

⑥                                        。 
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問題 3.【「～くらい」（easy）を使って、文を完成させなさい。】 

①今忙しいんだから、                    くらい自分でして。 

②私にとって、                    くらい簡単だ。 

③大人はできないが、子供にとっては                    くらいできる。 

④                    くらいできるのは当たり前だ。 

⑤                    くらいできるようにならないといけない。 

⑥                                        。 

 

問題 4.【「～ほど」を使って、文を完成させなさい。】 

①日本は                    ほど大きくない。 

②スピード違反は                    ほど悪くないけど、それでも悪いと思う。 

③               は、個人情報ほど               。 

④郊外は、               ほど               。 

⑤          は          が、          ほど          ない。 

⑥                                        。 
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問題 5.【「～くらい」「～ほど」（だいたい～だ）を使って、文を完成させなさい。】 

①吉田さんは          くらい鳥を飼っていると言っていたような気がする。 

②東京経由で韓国へ行くと、          くらいかかるだろう。 

③お給料は、現実的に          ほど欲しい。 

④学校の芸術鑑賞会
かんしょうかい

には、          ほどの団体が来て、演奏や演技を行う。 

⑤          くらい繰り返せば、                    ようになる。 

⑥                                        。 

 

問題 6.【「～くらい」「～ほど」（degree）を使って、文を完成させなさい。】 

①吉田さんは          くらい鳥を飼っていると言っていたような気がする。 

②そういえば、先週                    ほどいいことがあったんです。 

③          は、                    くらい自信がない。 

④               ほど               なんて、苦労しているのね。 

⑤ため息が出るくらい、                    。 

⑥                                        。 
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問題 7.【「～くらいだ」（～だけだ）を使って、文を完成させなさい。】 

①最近面白いことと言えば、                    くらいだ。 

②                    のは、山下君くらいだよ。 

③                    のは、専業主婦くらいだ。 

④舞台から飛び降りただけで足首を骨折するなんて、                    人くらいだ。 

⑤毎日温度計を確認するなんて、                    人くらいだ。 

⑥                                        。 

 

問題 8.【「～くらいなら」（～だったら、…のほうがいい）を使って、文を完成させなさい。】 

①試験勉強で睡眠不足になるくらいなら、                              。 

②ストレスが溜まるくらいなら、                              。 

③無理やりおごらされるくらいなら、                              。 

④                              くらいなら、外食する。 

⑤                              くらいなら、行かない。 

⑥                                        。 
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問題 9.【「～くらいなら」（～なら OK）を使って、文を完成させなさい。】 

①子供にやるお小遣
こ づ か

いは、               くらいならいいと思う。 

②残業は、               くらいならしてもいい。 

③          は、               くらいなら我慢
が ま ん

できる。 

④          は、               くらいなら私にもできるだろう。 

⑤               くらいなら、両親を旅行に連れて行ってあげられる。 

⑥                                        。 

 

問題 10.【「～ほど／くらい～はない」を使って、文を完成させなさい。】 

①          ほど羨
うらや

ましい職業はない。                    からだ。 

②          ほど                    食べ物はない。 

③          くらい、面倒
めんどう

くさい                    はない。 

④学生割引ほど、                              。 

⑤夏の観光スポットくらい、                              。 

⑥                                        。 
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問題 11.【「～に限る」を使って、文を完成させなさい。】 

①眠れない時は、                    に限る。 

②風邪が流行っている時は、                    に限る。 

③雨の日は外に出ずに、                    に限る。 

④日本の歴史に触れたいなら、                    に限る。 

⑤                                        。 

 

問題 12.【正しい答えを選びなさい。】 

①一日中バタバタしていたんだから、夕飯（くらい・ほど）ゆっくり食べさせてよ。 

②ちょっとパソコンを借りる（ぐらい・ほど・くらいなら）、怒らないでしょう。 

③すぐに（飽きる・謝
あやま

る・嫌がる）くらいなら、最初からそんなことしなければよかったのに。 

④沸騰
ふっとう

したら、（食べる・５分・できる）ほど中火で煮てください。 

⑤深夜番組ほど面白いものは（ある・ない・いない）。 

⑥今回の社会のテストは、自分でも（少し・驚
おどろ

く・合格）くらいできた。 

⑦人生は、楽すればする（と・ほど・くらい）、遠回りになる。 

⑧桜やお茶といった日本の文化に詳しいのは、（日本人・ジェニーさん・引っ越したい）くらいだ。 
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問題 13.【正しい順番にしなさい。】 

①せっかくの夏休みなのに、               を出された。 

【１ ほど ２ 山 ３ の ４ 宿題】 

 

②和菓子は洋菓子               と思って、食べすぎてしまった。 

【１ カロリー ２ が ３ ない ４ ほど】 

 

③晴れた夜空には、               が出ている。 

【１ 星 ２ ほど ３ の  ４ 数えきれない】 

 

④不景気の中、黒字でいられるの               と思う。 

【１ ディズニーランド ２ だ ３ は ４ くらい】 

 

⑤火事も地震も体験したことがあるが、洪水ほど               ない。 

【１ 怖くて ２ は ３ 逃げた  ４ もの】 

 

⑥この保険会社の海外旅行保険は、驚
おどろ

くほど               、保証金も低い。 

【１ ばかり ２ 高い ３ なく ４ で】 
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問題 14.【正しい意味の答えを選びなさい。】 

 ①外国人くらい日本人も意見をはっきり言えばいいと思う。 

 A：私は日本人だからはっきり意見を言おうと思っている。 

 B：日本人ははっきり意見を言うと思っている。 

 C：外国人は意見を言うほうがいいと思っている。 

 D：外国人も日本人も意見を言ったほうがいいと思っている。 

 

 ②私の大学では経済学の授業が難しいと言われているが、心理学ほど難しい学問はないと思う。 

 A：経済学は一番難しいと思う。 

 B：心理学は経済学ほど難しくないと思っている。 

 C：経済学は心理学ほど簡単じゃないと思っている。 

 D：経済学は心理学より簡単だと思っている。 

 

 ③専業主婦になるくらいなら、結婚しない。 

 A：結婚しないと専業主婦になれない。 

 B：専業主婦になるなら、結婚しないといけない。 

 C：専業主婦になりたくない。 

 D：結婚したくない。 


