
動名詞の基本（１）No.1

【１】次の文を、後の日本文に合うように動名詞を使っ

て書き換える時、（ ）に適語を書きなさい。

1)We play tennis in the park.
We ( )( ) tennis in the park.
私達は公園でテニスをして（することを）楽しみます。

2)We cooked takoyaki.
We ( )( ) takoyaki.
私達はタコ焼きを作って（作ることを）楽しみました。

3)He makes chairs.
He ( )( ) chairs.
彼は椅子作り（椅子をつくること）を楽しみます。

4)I took pictures of birds.
I ( )( ) pictures of birds.
私は鳥の写真を撮って（撮ることを）楽しみました。

5)He runs with his dog every day.
He ( )( ) with his dog every day.
彼は毎日、犬と一緒に走ることを楽しみます。

6)They swam in the river.
They ( )( ) in the river.
彼らは川で泳いで（泳ぐことを）楽しみました。

【２】動名詞に気をつけて次の英文を日本語に訳しなさ

い。

1)I finished writing a letter.
2)We stopped talking.
3)She likes watching soccer on TV.
4)They started working hard.

5)It'll begin raining in the afternoon.

【３】次の日本文に合う英文になるように、（ ）内に

動名詞を入れなさい。

1)歴史を勉強することは重要です。

( ) history is important.
2)テニスをすることはとても楽しい。

( ) tennis is a lot of fun.
3)テレビの見過ぎはあなたの目に良くありません。

( ) TV too long isn't good for your eyes.
【４】動名詞に気をつけて次の英文を日本語に訳しなさ

い。

1)Talking with her is a lot of fun.
2)Speaking English is difficult for me.
3)Swimming in this river is very dangerous.
【５】次の日本文に合う英文になるように、（ ）内の

語句を並べ替えなさい。

1)英語を学ぶことは重要です。

(is / English / learning / important).
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【１】

1)enjoy playing

2)enjoyed cooking

3)enjoys making

4)enjoyed taking

5)enjoys running

6)enjoyed swimming

【２】

1)私は手紙を書くことを終えました（書き終えました）。

2)私達は話をすることを止めました。

3)彼女はテレビでサッカーを見ることが好きです。

4)彼らは一生懸命働き始めました（働くことを始めまし

た）。

5)午後に雨が降り始めるでしょう（降ることが始まるで

しょう）。

【３】

1)Studying

2)Playing

3)Watching

【４】

1)彼女と話をすることはとても面白い。

2)英語を話すことは私にとって難しい。

3)この川で泳ぐことはとても危険です。

【５】

1)Learning English is important.
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2)本を沢山読むことは良い。

(good / a lot of books / reading / is).
3)京都を訪れることは私にとって面白い。

(Kyoto / visiting / interesting / is) to me.
4)バスケットボールの試合を見ることはワクワクしま

す。(is / seeing / exciting / basketball games).
5)英語で手紙を書くことは難しい。

(difficult / writing / in English / is / letters).
【６】次の英文の意味を完成しなさい。

1)We usually enjoy listening to music after dinner.
私達はたいてい夕食後に 。

2)I don't play soccer, but I like watching it on TV.
私はサッカーをしませんが、 。

3)Speaking English is easy for my father.
私の父にとって簡単です。

【７】次の文を後の〔 〕内の指示に従って書き換なさ

い。

1)I washed the dishes.〔「洗い終えた」という意味の文に〕

I ( )( ) the dishes.
2)I used this computer.〔「使うのを止めた」という意味

の文に〕

I ( )( ) this computer.
3)Tennis is a lot of fun.〔「テニスをすることはとても楽

しい」という意味の文に〕

( )( ) is a lot of fun.
4)Newspapers are important.〔「新聞を読むことは重要だ」

という意味の文に〕

( ) newspaper ( ) important.
【８】次の日本文に合う英文になるように（ ）内の語

句を並べ替えなさい。

1)私達はパーティで歌を歌って楽しみました。

(enjoyed / we / songs / singing) at the party.
2)彼女はケーキを作るの（作ること）が大好きです。

(making / likes / she / cakes) very much.
3)英語を勉強することはとても面白い。

(very / studying / is / English / interesting).
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2)Reading a lot of books is good.

3)Visiting Kyoto is interesting

4)Seeing basketball games is exciting

5)Writing letters in English is difficult.

【６】

1)音楽を聞いて楽しみます

2)（わたしは）テレビでそれを見ることが好きです

3)英語を話すことは

【７】

1)finished washing

2)stopped using

3)Playing tennis

4)Reading / is

【８】

1)We enjoyed singing songs

2)She likes making cakes

3)Studying English is very interesting.


