
動名詞の復習（１）No.1

【１】次の各文を日本語に訳し、斜体字の～ ing が動

名詞と現在分詞のどちらであるかを言いなさい。

1)I am reading a book about Japanese culture now.

2)I like reading books.

3)His hobby is fishing in the river.

4)He was fishing in the river at that time.

5)It was raining when I arrived home.

6)It stopped raining ten minutes ago.

【２】日本文に合うように（ ）内に動名詞を入れな

さい。

1)山登りが私の趣味です。

( ) mountains is my hobby.

2)テレビを見るのはとても楽しい。

( ) TV is a lot of fun.

3)英語を勉強するのは重要です。

( ) English is important.

4)私の趣味は料理をすることです。

My hobby is ( ).

5)健二の趣味は絵を描くことです。

Kenji’s hobby is ( ) pictures.

6)私の夢は宇宙飛行士になることです。

My dream is ( ) an astronaut.

【３】（ ）内の語を適当な形に変え、全文を日本語

に訳しなさい。

1)Thank you for (help) me.

2)Ken is good at (swim).

3)He went out without (say) a word.

4)I’m looking forward to (see) you again.

【４】日本文に合うように（ ）に適語を入れなさい。

1)私は今、宿題をしています。

I ( )( ) my homework now.

2)私達はそのとき私達の教室を掃除していました。

We ( )( ) our classroom at that time.

3)私が彼女の部屋に入ったとき、由美は手紙を書いて

いました。

When I went into her room, Yumi ( )( ) a letter.
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【１】「～すること」と訳せるのが動名詞、「～してい

る」と訳せるのが現在分詞

1)私は今、日本の文化についての本を読んでいるとこ

ろです。/ 現在分詞

2)私は本を読むことが好きです。/ 動名詞

3)彼の趣味は川で釣りをすることです。/ 動名詞

4)彼はその時、川で釣りをしていました。/ 現在分

詞

5)私が家に着いたとき、雨が降っていました。/ 現

在分詞

6)十分前に雨が止んだ。/ 動名詞

【２】

1)Climbing

2)Watching

3)Studying

4)cooking

5)painting（または drawing）

6)becoming

【３】前置詞の後に来る動詞は必ず動名詞であること

に注意。

1)helping 私を手伝ってくれてありがとう。（Thank

you for～.「～をありがとう」）

2)swimming 健は泳ぐことが得意です。（be good at

～「～が得意である」）

3)saying 彼は一言も言わずに外出した。（without ～

「～もなしに」）

4)seeing 私はもう一度あなたに会うことを楽しみに

待っています。（look forward to～「～を楽しみに

待つ」）

【４】

1)am doing

2)were cleaning

3)was writing
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4)私は３日前にこの本を読み始めました。

I ( )( ) this book three days ago.

5)私は８時に朝食を食べ終えました。

I ( )( ) breakfast at eight.

6)私は写真を撮ることが好きです。

I ( )( ) pictures.

7)私達は音楽を聴いて楽しみました。

We ( )( ) to music.

8)彼らの先生が入ってこられたので、彼らは話すのを

止めました。

They ( )( ) because their teacher came in.

【５】日本語の部分を動名詞を使って表し、全文を日

本語に訳しなさい。

1)（英語をはなすことは）is difficult for me.

2)（車を運転することは）is a lot of fun for my

brother.

3)（テレビを見るのは）for a long time is bad for your

eyes.

4)（これらの箱を運ぶのは）was a hard work.

5)My hobby is（帽子を集めること).

6)My sister’s hobby is （ピアノを弾くこと).

7)My dream is （英語の教師になること).

8)Mike’s dream is （偉大な医者になること).

【６】日本語に合う英文になるように（ ）に適語を

入れなさい。

1)哲也は間違わずに英語を話しました。

Tetsuya spoke English ( )( ) mistakes.

2)このナイフはパンを切るためのものです。

This knife is ( )( ) bread.

3)手を洗ってからそのケーキを食べなさい。

Eat the cake ( )( ) your hands.

4)走る前に水をたくさん飲んではいけません。

You must not drink a lot of water ( )( ).
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4)began (または started) reading

5)finished eating

6)like taking

7)enjoyed listening

8)stopped talking (または speaking)

【５】

1)Speaking English 英語を話すことは私にとって難

しい。

2)Driving a car 車を運転することは私の兄さんにと

ってとても面白い。

3)Watching TV 長時間テレビを見ることはあなたの

目に悪い。

4)Carrying these boxes これらの箱を運ぶことは大変

な仕事でした。

5)collecting hats 私の趣味は帽子を集めることです。

6)playing the piano 私の姉の趣味はピアノを弾くこ

とです。

7)becoming an English teacher 私の夢は英語の教師に

なることです。

8)becoming a great doctor マイクの夢は偉大な医者に

なることです。

【６】

1)without making

2)for cutting

3)after washing

4)before running


