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Unit 11 私の趣味は音楽を聴くことです。 

≪この課のねらい・・動名詞≫ 

この課では動名詞、動詞 ＋～ing の形を学習します。 

 

e.g. They enjoyed singing at the Christmas party. 

  （彼等はクリスマスパーティーで歌うのを楽しんだ。） 

   enjoy ＋～ing ～するのを楽しむ 

 

e.g.  Yuri likes reading books all day long. 

  （ユリは一日中本を読むのが好きです。） 

 ＝Yuri likes to read books all day long. 

  動詞 like のあとは動名詞でも不定詞でも同じ意味です。 

 

＊「動名詞」だけを目的語にとる動詞→stop, enjoy, finish など 

   It’s very hard for me to stop drinking a beer. 

  （私にとってビールを飲むのを止めるのはとても難しい。） 

  We enjoyed playing soccer in the park yesterday. 

  （私達はきのう公園でサッカーを楽しみました。） 

  I finished doing my homework just now. 

  （私はちょうど今宿題を終えたところです。） 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1, I just finished reading this book.  

 （私はちょうどこの本を読み終えました。） 

 

2. He nearly gave up playing baseball. 

 （彼は危うく野球をあきらめようとしたんです。） 

 

3. My hobby is listening to music. 

 （私の趣味は音楽を聴くことです。） 

 

4. Walking in the morning is good for your health. 

 （朝ウォーキングをすることは健康に良いです。） 

 

5. I went out without having breakfast this morning. 

 （私は今朝朝食を食べずに出かけました。） 
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１ - ２・・・Role Playing 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

 

A: I just finished reading this book. （私はちょうどこの本を読み終えました。） 

B: What is it about? （何についての本ですか？） 

A: It’s about Jim Abbott. （ジム・アボットについてです。） 

 He was a gold medalist at the Seoul Olympics in 1988. 

 （彼は 1988 年のソウルオリンピックでの金メダリストです。） 

B: Was he a sprinter? （彼は短距離選手でしたか？） 

A: No, he wasn’t.  He was a baseball pitcher,  

 But he was born without a right arm. 

 （いいえ、彼は野球のピッチャーでした。しかし、生まれつき右腕がないのです。） 

B: Really? How can he throw with just one hand? 

 （え？ 彼はどうやって 1 本の腕で投げたのですか？） 

A: He practiced very hard, so he became one of the greatest pitchers. 

 in American baseball history.  

 （彼は、血のにじむような練習をして、ついにはアメリカ 

  の野球の歴史上の偉大な投手の一人になったのです。） 

 He nearly gave up playing baseball, but his friends always helped and encouraged him.  

 （彼は危うく野球をあきらめようとしたのですが、いつも友達の変わらぬ援助と励ましで続け

ました。） 

B: Everyone has a dream.（誰にでも夢があるんです。） 

 Dreams can grow brighter if we share them with others. 

 （もし他の人と分かち合うことができれば夢は輝かしいものに  なるのですね。） 
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１ - ３・・・Role Playing  

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

A: What is your hobby? （趣味は何ですか？） 

B: My hobby is listening to music.（私の趣味は音楽を聴くことです。） 

A: What kind of music do you listen to?  

 （どんな種類の音楽を聴くんですか？） 

B: I like Jazz, especially the sound of the saxophone. 

 （私はジャズが好きで、特にサックスの音色が好きです。） 

 Bill Evans is my favorite saxophonist. 

 （ビル・エバンスが私の好きなサックス奏者です。） 

     How about you? （あなたはどうですか？） 

A: My hobby is walking. （私の趣味はウォーキングです。） 

   Walking is good for health. （ウォーキングは健康にいいです。） 

 If you have a pair of shoes, you can start walking anytime. 

 （もし、シューズさえあれば、あなたはいつでもウォーキングを始めることができます。） 

B: Oh, it’s good for both your body and your wallet. 

  （おお、ウォーキングは体にいいばかりかあなたの財布にもいいんですね。） 

＊good for health 健康に良い 
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２ - １・・・Activity 

斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

 

1. My hobby is baking cakes 

 （私の趣味はケーキを作ることです。） 

 

2. She stopped eating and stood up.  

 （彼女は食べるのを止めて立ちあがった。） 

 

3. Living in New York is my dream. 

 （ニューヨークに住むことが私の夢です。） 

 

4. I went out without having breakfast this morning. 

 （私は今朝朝食を食べずに出かけました。） 

 

5. Jiro learned English by listening to the English conversation programs on the radio. 

 （ジローはラジオ英会話番組を聴いて英語を学びました。） 

 

 

２ - ２・・・Activity 

[   ]内の単語を日本文に合うように変化させ文を完成し、繰り返し何度も練習してみましょう。 

 

1. It will stop [ snow ] soon.  

 （まもなく雪が降り止むでしょう。 ） 

 

2. His hobby is [ take ] pictures of flowers. 

 （彼の趣味は花の写真を撮ることです） 

 

3. [ walk ] in the park in the morning is good for your health. 

 （朝公園を歩くことは健康によい。） 

 

4. [ speak] English is not so difficult for me. 

 （英語を話すことは私にはそれほど難しくない。） 

 

5. I have to finish [ do ] my homework by tomorrow morning. 

 （私は明日の朝までに宿題を終えなければなりません。） 

  

＊stop ～ing  ～するのをやめる 
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２ - ３・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: 【趣味は何ですか？】 

B: 【私の趣味は音楽を聴くことです。】 

A: What kind of music do you listen to?  

 （どんな種類の音楽を聴くのですか？） 

B: I like Jazz, especially the sound of the saxophone. 

 （私はジャズが好きで、特にサックスの音色が好きです。） 

 Bill Evans is my favorite saxophonist. 

 （ビル・エバンスが私の好きなサックス奏者です。） 

     How about you? （あなたはどうですか？） 

A: 【私の趣味はウォーキングです。】 

   【ウォーキングは健康にいいです。】 

 If you have a pair of shoes, you can start walking anytime. 

 （もし、シューズさえあれば、あなたはいつでもウォーキングを始めることができます。） 

B: Oh, it’s good for both your body and your wallet. 

  （おお、ウォーキングは体にいいばかりかあなたの財布にもいいんですね。） 
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Memorize these sentences – １１ 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1, I just finished reading this book.  

  

2. He nearly gave up playing baseball. 

  

3. My hobby is listening to music. 

 

4. Walking in the morning is good for your health. 

  

5. I went out without having breakfast this morning. 

  

 

 




