
Name英語２ ユニット６ 動名詞を使った文①

動名詞の形と意味がわかる。

日本文を参考にして, （ ）の語を適する形にし，英文を完成させなさい。

（１）わたしは，テニスをして楽しんだ。

I enjoyed ( play ) tennis.

（２）わたしの父は，たこ焼きを作るのが上手です。

My father is good at ( make ) .takoyaki

（３）朝食を摂ることは大切です。

( eat ) breakfast is important.

（４）この本を読み終えました。

I finished ( read ) this book.

（５）ぼくは，相撲（すもう）を観ることが好きです。

I like ( watch ) sumo.

英語２ ユニット６ 動名詞を使った文②

動名詞の働きがわかる。

日本文を参考にして,次の英文の（ ）内に入る正しい語を選びなさい。

（１）彼女は今自分の部屋で寝ています。

She is ( sleep / slept / sleeping ) in her room now.

（２) 友だちと話すことは楽しい。

( Talk / Talked / Talking ) with my friends is fun.

（３）私の兄は屋外で料理をするのが好きです。

My brother likes ( cook / cooks / cooking ) outside.

（４）彼の趣味は写真を撮ることです。

His hobby is ( take / took / taking ) pictures.

（５）私の姉は夜遅くに食べるのを止めました。

My sister stopped ( eat / ate / eating ) late at night.



英語２ ユニット６ 動名詞を使った文③

動名詞を使った文を作ることができる。

日本文を参考にして（ ）の語を並べかえ，英文を完成させなさい。

（１）わたしたちは，昨日，海でつりを楽しみました。

( fishing / enjoyed / we ) on the beach yesterday.

on the beach yesterday .

（２）給食を食べる前に，手を洗いなさい。

Wash your hands before ( lunch / eating / school ) .

Wash your hands before .

（３）消しゴムを貸してくれてありがとう。

Thank you ( your eraser / lending / for ) to me.

Thank you to me.

（４）牛乳を飲むことは，健康によいです。

(milk / is / drinking / good ) for your health.

for health.

（５）趣味は，公園でジョギングすることです。

My hobby ( jogging / is / going ) in the park.

My hobby in the park.



英語２ ユニット６ 動名詞を使った文④

動名詞などを使って知り得たことを説明できる。

次の対話文を読んで，その内容について２文で説明しなさい。ただし，動名詞を使った文を必ず

１文以上含むこと。

Ms. Suzuki: Adam, what are you reading?
Adam: I'm reading a book about tennis. I like both playing tennis and watching a tennis match.

Ms. Suzuki: When do you play tennis?
Adam: I usually play on weekends. I played last Sunday.

Ms. Suzuki: That's nice. Do you enjoy any other sports?
Adam: Yes, I do. In winter I often go to Nagano to ski. I'm looking forward to winter.

（１）

（２）

英語２ ユニット６ 動名詞を使った文⑤

動名詞などを使って自分のしたことや考えを書くことができる。

あなたが最近のある１日にしたことや考えたことを，日記として５文以上で書きなさい。ただし，

動名詞を使った表現が２文以上あること。



＜ 解答 ＞英語２ ユニット６ 動名詞を使った文①

【解答】

I enjoyed ( playing ) tennis.（１）

My father is good at ( making ) .（２） takoyaki
( Eating / To eat ) breakfast is important.（３）

I finished ( reading ) this book.（４）

I like ( watching / to watch ) .（５） sumo

英語２ ユニット６ 動名詞を使った文②

【解答】

She is ( sleeping ) in her room now.（１）

( Talking ) with my friends is fun.（２）

My brother likes ( cooking ) outside.（３）

His hobby is ( taking ) pictures.（４）

My sister stopped ( eating ) late at night.（５）

英語２ ユニット６ 動名詞を使った文③

【解答】

We enjoyed fishing in the sea yesterday.（１）

Wash your hands before eating school lunch.（２）

Thank you for lending your eraser to me.（３）

Drinking milk is good for health.（４）

My hobby is jogging in the park.（５）

英語２ ユニット６ 動名詞を使った文④

【解答例】

Adam enjoyed skiing in winter.
Adam is looking forward to skiing.
Adam likes playing tennis.
Adam likes watching a tennis match.

英語２ ユニット６ 動名詞を使った文⑤

【解答例】

Saturday, January 29
We didn't have our basketball practice last Sunday and it was a beautiful day.

I went fishing with my friends. We enjoyed cycling to the river.
Takashi caught a big fish, but I couldn't catch anything.
I'm not good at fishing, but I enjoyed my holiday with my friends very much.

【解説】

１月２９日 土曜日

この前の日曜日は，バスケット部の練習がなく，天気もとてもよい日だった。

ぼくは友だちといっしょに釣りに行った。ぼくたちは川までのサイクリングを楽しんだ。

たけし君が大きな魚を一匹釣ったが，ぼくは釣れなかった。

ぼくは釣りは上手ではないが，友だちといっしょに休日を楽しく過ごした。


