【新三年生用】第8回［Section8

動名詞］ 総合英語be 3rd Edition P234～P254

[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。
(1) ここに座ってもかまいませんか。
(1)
(2) 私は友だちと一緒にそれらの歌を歌うのを楽しんだ。
(2)
(3) 忘れずにドアにかぎをかけてね。
(3)
[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。
(4) I (

)(

)(

)(

) this evening.
(4)

今晩は外食したい気分だ。
(5) I'm not (

)(

)(

) in big cities.

私は大都市に住むことに慣れていない。
(6) I'm thinking of (

(5)

) science at university.
(6)

私は大学で科学を学ぶことを考えています。
[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) 私は4年前に英語を勉強し始めた。
( studying / began / I / English ) four years ago.
(7)
(8) 私は新しい自転車を買うことを決めた。
( decided / buy / to / I've / a ) new bike.
(8)
(9) 私はメールアドレスを変えることを考えた。
( email / considered / address / I / changing / my ).
(9)
[Ｄ] 日本語の意味に合うように，［

］内の動詞を適切な形にして，（

）に入れなさい。

(10) 彼女は子ども扱いされるのが我慢できない。
She can't stand (

)(

) like a child. [ treat ]

(10)

(11) 彼の仕事は観光バスの運転だ。
His job is (
) a sightseeing bus. [ drive ]
[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（

(11)

）に適切な語を入れなさい。

(12) 私はその本を読んだことを覚えている。
I(

)(

) that book.

(12)

(13) 私は，今日は出かけたい気分ではない。
I don't (
)(
)(
) out today.
(14) 彼は私にさよならも言わずに去った。
He left (
)(
) good-bye to me.
[Ｆ] 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) ブライアン（Brian）の趣味はロック音楽を聴くことだ。
( to / hobby / is / Brian's / rock music / listening ).
(15)

(13)

(14)

解

答
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(1) Do you mind me sitting here? [8.2 動名詞の形〈Key Sentences〉]
(2) I enjoyed singing those songs with my friends. [8.1 動名詞の使い方〈Key Sentences〉]
(3) Remember to lock the door. [8.4 動名詞と不定詞〈Key Sentences〉]
(4) feel like eating out [8.3 動名詞を使う表現〈Key Sentences〉]
(5) used to living [8.3 動名詞を使う表現〈Key Sentences〉]
(6) studying [8.1 動名詞の使い方〈Key Sentences〉]
(7) I began studying English four years ago. [8.4 動名詞と不定詞〈Key Sentences〉]
(8) I've decided to buy a new bike. [8.4 動名詞と不定詞〈Key Sentences〉]
(9) I considered changing my email address . [8.4 動名詞と不定詞〈Key Sentences〉]
(10) being treated [8.2 動名詞の形〈確認問題集〉]
(11) driving [8.1 動名詞の使い方〈確認問題集〉]
(12) remember reading [8.4 動名詞と不定詞〈確認問題集〉]
(13) feel like going [8.3 動名詞を使う表現〈確認問題集〉]
(14) without saying [8.3 動名詞を使う表現〈確認問題集〉]
(15) Brian's hobby is listening to rock music. [8.1 動名詞の使い方〈確認問題集〉]

