
【新二年生用】第8章　動名詞 総合英語Evergreen

[Ａ] 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。

(1) I don't like (　　) (　　) like a child.

私は子ども扱いされるのは好きではない。  　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) I (　　) (　　) (　　) traveling alone.

私はひとりで旅行をすることを不安に思っている。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) She is proud of (　　) (　　) a medal at the Olympics.

彼女はオリンピックでメダルを獲得したことを誇りに思っている。  　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) I (　　) very (　　) to travel alone.

私はひとりで旅行に行きたいのです。  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) Masako (　　) (　　) to study abroad.

マサコは留学することを決めた。  　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

[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。

(6) (　　) saying "thank you" is rude.

「ありがとう」と言わないのは失礼だ。

①Don't    ②Not    ③None    ④Not being     　　　　　　　(6) 

(7) He (　　) the rock, but he couldn't.

彼はその岩を持ち上げてみようとしたが，できなかった。

①continued to lift    ②continued lifting    ③tried to lift    ④tried lifting     　　　　　　　(7) 

(8) Sue (　　) when she heard the news.

スーは，その知らせを聞いた時，泣きだした。

①started crying    ②began to crying    ③begun crying    ④started cry     　　　　　　　(8) 

(9) His hobby is (　　) stamps.

彼の趣味は，切手を集めることだ。

①collected    ②collecting    ③to correct    ④correcting     　　　　　　　(9) 

(10) I'll never (　　) her.

彼女に会ったことは決して忘れません。

①forget meeting    ②forget to meet    ③remember meeting    ④remember to meet     　　　　　　　(10) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(11) またお会いするのを楽しみにしています。

( forward / you / to / I'm / seeing / looking ) again.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 私の祖父はゴルフをするのが好きだ。

( playing / my / golf / enjoys / grandfather ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) ドアのカギをかけたことを覚えていますか。

( locking / you / the door / do / remember )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 兄は，私がコンピュータ・ゲームをするのが好きではない。

My brother ( my / games / like / doesn't / computer / playing ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 私の趣味は，写真を撮ることです。

My ( taking / hobby / pictures / is ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第8章　動名詞 総合英語Evergreen

(1) being treated [Part 3-1　動名詞のさまざまな形〈Target例文〉]

(2) am anxious about [Part 3-3　動名詞と不定詞〈Target例文〉]

(3) having won [Part 3-1　動名詞のさまざまな形〈Target例文〉]

(4) am，anxious [Part 3-3　動名詞と不定詞〈Target例文〉]

(5) has decided [Part 3-3　動名詞と不定詞〈Target例文〉]

(6) ② [Part 2-2　動名詞の意味上の主語と否定語の位置〈Target例文〉]

(7) ③ [Part 3-3　動名詞と不定詞〈Target例文〉]

(8) ① [Part 3-3　動名詞と不定詞〈Target例文〉]

(9) ② [Part 2-2　動名詞の意味上の主語と否定語の位置〈Target例文〉]

(10) ① [Part 3-3　動名詞と不定詞〈Target例文〉]

(11) I'm looking forward to seeing you  again. [Part 3-2　動名詞を使った重要表現〈Target例文〉]

(12) My grandfather enjoys playing golf . [Part 2-1　動名詞の働き〈Target例文〉]

(13) Do you remember locking the door ? [Part 3-3　動名詞と不定詞〈Target例文〉]

(14) My brother doesn't like my playing computer games . [Part 2-2　動名詞の意味上の主語と否定語の位置〈

Target例文〉]

(15) My hobby is taking pictures . [Part 2-1　動名詞の働き〈Target例文〉]


