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Ch. 15 不定詞

１

1. Answer the following questions.
1. Do you smoke?

Yes

No

2. Do you often walk?

Yes

No

3. Do you exercise three or more times a week?
Yes
(exercise:運動をする)

No

４．Do you play a sport regularly?

Yes

No

5. Do you eat fresh fruit and vegetables every day? Yes
6. Do you eat much fried food?
(fried food:揚げ物)
Yes
７．Do you always put salt on your food?
(salt:塩)
Yes

No

８．Do you take supplements?

No
No

(supplement:サプリメント)

Yes

No

9. Do you drink a lot of caffeine?

(caffeine:カフェイン)

Yes

No

10. Do you eat a lot of sweets?

(sweets:お菓子類)

Yes

No

11.Do you sleep at least six or seven hours a night?
Yes
(at least:少なくとも)

No

12.Do you drink six to eight glasses of water a day?

No

Q: Do you think you are living a healthy life?

( Yes.

Yes

No. )

2. Ask your partner the 12 questions above.
Q: Do you think your partner is living a healthy life?
( Yes.
No. )
3. Read the following passage.
Five years ago, I decided to come to school by bike.
There were
two reasons for that.
First, I don’t have a driver’s license.
Second, I wanted to lose my weight.
At that time, I didn’t exercise
much and I ate a lot of sweets.
I bought a map of Kakamigahara
City to f ind a route to come to school safely.
Since then, I have
been riding a bike to school.
I lost about 7 kg in the f irst year.
I was very happy to know that.
I also started Tai-chi four years
ago.
This year I am practicing it hard to pass the shodan test.
Q:文中には不定詞が６カ所使われている。それぞれに下線を引いて番号をつけ、意味を下に書きなさい。
①

②

③

④

⑤

⑥

4. Key sentence を覚えよう：指示があるまで書かないように！
を覚えよう：指示があるまで書かないように！

●日本文の意味になるように、並べ替えなさい。また、すべて暗唱しなさい。
１．外国語について勉強することは面白い。
interesting, it, about, is, foreign languages, to study、

２．私はあなたの国についてもっと知りたいです。
about,

want,

more,

your country,

I,

to know,

３．私の夢はいつかあなたの国にいくことです。
to go,

some day,

your,

my dream,

country,

is,

to,

4. 京都には訪れる場所がたくさんあります。
Kyoto,

a lot of,

to visit,

there are,

in,

places,

５．彼らは住む（ための）家を探しています。
to live,

are,

a house,

they,

in,

looking for,

６．昨夜は風呂にはいる時間がありませんでした。
didn’t,

to take a bath,

I,

time,

last night,

have,

７．私はニュースを見るためにテレビをつけました。
the TV,

I,

the news,

turned on,

to watch,

８．私はファンレターの返事をもらってうれしかった。
was,

to the fan letter,

to get,

I,

happy,

an answer,

5. Match
1. I use my computer

・

2. Ms. Kushiro is afraid of height, so
she doesn’t like

・

a) to do tonight, so I can’t go to the
movies with you.
b) to communicate in English.
c) to send e-mail to my friends abroad.

3. It was very difficult for me

・

4. I have a lot of homework

・

d) to know all the students finished their
homework.

5. The teacher was surprised

・

e) to travel by plane.
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１-(2)

( For writing and speaking )

Class(

)No.(

)Name(

)

●１枚目の 3. Read the following passage の文章を参考にして、自分の健康をテーマに文章を書い
の文章を参考にして
てみよう。
１．健康のために今している （例：I decided to ….,
こと、これからやってみたい
こと、不定詞の名詞的用法を
使って書いてみよう。

I want to …..）

２．それをやっている理由、
やってみたい理由、また自分
の気持ちなどについて書い
てみよう。不定詞を色々使っ
てみよう。

３．まとめ
やってみた結果どうか、ま
た、やればこんな結果が出る
だろう、と予測されることなど
をかいてみよう。ここでも不
定詞を使ってみよう。
・不定詞が使われているところに______をつけよう。
・この表現はいいな、と思ったものに______☆をつけよう。
・この部分は意味が分からない、と持ったものに______？をつけよう。
●この文章を読んで、内容につい
この文章を読んで、内容についての質問
この文章を読んで、内容についての質問（英語）
ての質問（英語）を
（英語）をとコメント（日本語）を１つ書いてもらおう。
とコメント（日本語）を１つ書いてもらおう。

Peer editing:

Pair 1

Pair 2

Question:

Question:

Comment:

Comment:

15. My Health: Class(

)No.(

)Name(

)

Homework!（ペアの人が書いてくれた質問の答えも含めた、スピーチをここに完成しなさい。）

１．ペアの相手に以下の質問をして健康についての会話をしてみよう。
１．ペアの相手に以下の質問をして健康についての会 話をしてみよう。
1. What do you do to stay healthy?
2. Why do you do that?

Or what do you want to do to stay healthy?

Or why do you want to do that?

3. How effective is it for you?

Or how effective will it be?
(effective: 効果的な)

２．最初のペアの話を次のペアに英語で
２．最初のペアの話を次のペアに英語で伝えよう。
最初のペアの話を次のペアに英語で伝えよう。

