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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) Understanding other cultures is really important.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) I enjoyed singing those songs with my friends.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) There's no telling what might happen.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。

(4) My hobby is (　　) pictures.
私の趣味は写真を撮ることだ。

①taking    ②to taking    ③to have taken    ④takes     　　　　(4) 

(5) I considered (　　) my email address.
私はメールアドレスを変えることを考えた。

①change    ②to change    ③changing    ④for changing     　　　　(5) 

(6) I've decided (　　) a new bike.
私は新しい自転車を買うことを決めた。

①buying    ②to buying    ③to buy    ④bought     　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) 最近，連絡をしなくてすみません。

( for / you / am / contacting / I / not / sorry ) lately.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 審判員について不平を言ってもむだだ。

( no / about / it's / complaining / use ) the referee.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) ドアにかぎをかけたことを覚えていません。

( remember / door / don't / locking / I / the ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句のうち正しいほうを選びなさい。

(10) ルームメイトが私に宿題の手伝いを申し出てくれた。

My roommate offered ( helping / to help ) me with my homework.  　　　　　　　(10) 

(11) 私は子どものころ，ここで遊んだことをはっきりと覚えています。

I vividly remember ( playing / to play ) here in my childhood.  　　　　　　　(11) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。

(12) ここでの滞在を楽しみましたか。

Have you enjoyed (　　) here?  　　　　　　　(12) 

(13) 彼は手話を使うことに慣れている。

He's accustomed to (　　) sign language.  　　　　　　　(13) 

[Ｆ] 日本語の意味に合うように，（　）内の動詞を適切な形にしなさい。

(14) 私はテニス部に入ることを考えています。

I'm thinking of ( join ) the tennis club.  　　　　　　　(14) 

[Ｇ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(15) 夜ひとり歩きをするのは危険だと思います。

( think / walking / it / I / dangerous / alone ) at night.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) ほかの文化を理解することは，とても大切だ。 [8.1 動名詞の使い方〈Key Sentences〉]

(2) 私は友だちと一緒にそれらの歌を歌うのを楽しんだ。 [8.1 動名詞の使い方〈Key Sentences〉]

(3) 何が起こるのかはわからない。 [8.3 動名詞を使う表現〈Key Sentences〉]

(4) ① [8.1 動名詞の使い方〈Key Sentences〉]

(5) ③ [8.4 動名詞と不定詞〈Key Sentences〉]

(6) ③ [8.4 動名詞と不定詞〈Key Sentences〉]

(7) I am sorry for not contacting you  lately. [8.2 動名詞の形〈Key Sentences〉]

(8) It's no use complaining about  the referee. [8.3 動名詞を使う表現〈Key Sentences〉]

(9) I don't remember locking the door . [8.4 動名詞と不定詞〈Key Sentences〉]

(10) to help [8.4 動名詞と不定詞〈Check問題〉]

(11) playing [8.4 動名詞と不定詞〈Check問題〉]

(12) staying [8.1 動名詞の使い方〈Check問題〉]

(13) using [8.3 動名詞を使う表現〈Check問題〉]

(14) joining [8.1 動名詞の使い方〈Check問題〉]

(15) I think it dangerous walking alone at night. [8.1 動名詞の使い方〈確認問題集〉]


