
動名詞と現在分詞の練習（１）No.1

【問題】各文の～ が動名詞か現在分詞かを答え、ing

さらに全文を日本語にしなさい。

1 He was English then.) studying

2 English is very important.)Studying

3 She is a letter in her room.) writing

4 a story in English isn't easy.)Writing

5 My father was very fast.) driving

6 a car is not easy.)Driving

7 They are television now.) watching

8 television is interesting.)Watching

9 She was a dog in the park.) taking

10 My hobby is pictures.) taking

11 My sister is now.) sleeping

12 is necessary to all animals.)Sleeping

13 They are tennis over there.) playing

14 My brother is good at the violin.) playing

15 Many boys are in the sea.) swimming

16 in the sea is a lot of fun.)Swimming

17 An old man was a speech in the park.) making

18 a speech is very difficult.)Making

19 Jane is with her boy friend.) dancing

20 They enjoyed very much.) dancing

21 He is to the radio now.) listening

22 I like to the radio.) listening

23 Lucy was a book then.) reading

24 She is fond of books.) reading
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【解答】

1 am,)現在分詞／彼はその時 英語を た、 。（「勉強してい

＋現在分詞」で現在進行形となり 「～してis, are 、

いる」の意味になる ）。

)動名詞／英語を は とても大切だ ～2 勉強すること 、 。（

で「～すること」と訳すものを動名詞という ）ing 。

)現在分詞／彼女は彼女の部屋で手紙を る。3 書いてい

)動名詞／英語で物語を は簡単ではない。4 書くこと

)現在分詞／私の父は とても速く た 車5 、 。〔運転してい

を走らせていた （ ＋現在分詞」で過去。〕「was, were

進行形になり 「～していた」の意味になる ）、 。

)動名詞／車を は簡単ではない。6 運転すること

)現在分詞／彼らは今、テレビを ます。7 見てい

)動名詞／テレビを は面白い。8 見ること

)現在分詞／彼女は公園で犬を た。9 連れてい

)動名詞／私の趣味は写真を です。10 撮ること

)現在分詞／私の姉さんは今、 ます。11 眠ってい

。12)動名詞／ は全ての動物にとって必要です眠ること

)現在分詞／彼らは向こうでテニスを す。13 していま

)動名詞／私の兄はヴァイオリンを が得意14 弾くこと

。（ 「 」 。です ～は ～が得意である の意味be good at

また、 や など、前置詞の後に来る動詞は必at in, on

ず動名詞になることに注意 ）。

)現在分詞／多くの少年たちが海で す。15 泳いでいま

16 a lot of)動名詞／海で は、とても面白い （泳ぐこと 。

で「とても面白い」の意味 ）fun 。

)現在分詞／ある老人が公園で演説を た。17 してい

（ で「演説をする」の意味 ）make a speech 。

)動名詞／演説を はとても難しい。18 すること

踊19)現在分詞／ジェーンは彼女のボーイフレンドと

す。っていま

20 enjoy)動名詞／彼らは をとても楽しんだ踊ること 。（

、 。）の後に動詞が来るときは 必ず動名詞の形になる

)現在分詞／彼は今、ラジオを る。21 聴いてい

)動名詞／私はラジオを が好きです。22 聴くこと

、 、 。23)現在分詞／ルーシーは その時 本を た読んでい

24 be fond)動名詞／彼女は本を が好きです読むこと 。（

～で「～が好き」の意味。 や など、前of of in, at

置詞の後に来る動詞の形は必ず動名詞になることに

注意 ）。
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25 They are very hard.) working

26 They began very hard.) working

27 The children stopped at the little cat.) to look

28 The children stopped in the park.) playing

29 My father is now.) smoking

30 is not good for health.)Smoking
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)現在分詞／彼らはとても一生懸命 る。25 働いてい

働き 働26)動名詞／彼らはとても一生懸命 始めた （。「

を始めた」→「働き始めた ）くこと 」

)不定詞の副詞的用法／その子供たちは、その子猫27

を 立ち止まった （ の後に不定詞が見るために 。 stop

来ると、それは必ず副詞的用法になり 「～するた、

めに立ち止まる」と訳す ）。

。28)動名詞／その子供たちは公園で を止めた遊ぶこと

（ ＋～ の～ は必ず動名詞であり 「～すstop ing ing 、

ることを止める」の意味になる ）。

)現在分詞／私の父は今、 る。29 タバコを吸ってい

)動名詞／ は健康に良くない。30 タバコを吸うこと


