
 

 

動名詞 まとめ 

 

１ 動名詞 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  Playing soccer is a lot of fun.      サッカーをすることはとても楽しい。 

（２）  My hobby is reading books.        私の趣味は本を読むことです。 

 

② 次の日本語の意味を表すように，    にあてはまる語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  英語を話すことは簡単です。             Speaking         English     is easy. 

（２）  彼女の趣味は料理することです。       Her hobby is     cooking     . 

（３）  私は海で泳ぐことが好きです。         I    like        swimming     in the sea. 

 

③ 次の日本語を動名詞を使って英語で書きなさい。 

（１）  英語を勉強することは大切です。         Studying English is important. 

（２） 私の趣味は写真をとることです。            My hobby is taking pictures. 

（３）  私の妹はテニスをすることが好きです。       My sister likes playing tennis. 

 

２ 動名詞の重要表現 

次の（  ）内の語を適切な形に直して書きなさい。 

（１）  They enjoyed （ have ） lunch together.               having 

（２）  She finished （ write ） a letter.                      writing 

（３） He stopped （ run ） and went home.                 running 

 

３ 動名詞と不定詞 

次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私の趣味はピアノをひくことです。 

     My hobby is     playing     the piano.     

＝ My hobby is    to       play    the piano.         
  

（２） 彼は走ることがとても好きです。 

     He likes    to       run    very much.         

＝ He likes     running     very much. 



 

 

問題１  各組の文がほぼ同じ内容になるように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） I like to swim in the lake. 

     I like     swimming     in the lake. 

（２）  Does Tom like to use a computer ? 

     Does Tom like     using     a computer ? 

（３）  We had dinner on the boat.   We enjoyed it very much. 

     We     enjoyed         having     dinner on the boat very much. 

（４）  It began to rain at that time. 

     It began     raining     at that time. 

（５）  She started to learn English. 

     She started     learning     English. 

（６）  My father drives a car well. 

     My father is good     at         driving     a car. 

（７）  He went out of the room.   He didn’t say anything then. 

     
He went out of the room     without         saying     anything. 

 

問題２  次の文を動名詞を使って，ほぼ同じ意味の１文に書きかえなさい。 

（１）  My brother likes to run. 

     My brother likes running. 
  
（２）  She can play tennis well.  

     
She is good at playing tennis. 

  
（３）  I listen to CDs.   It is a lot of fun. 

     Listening to CDs is a lot of fun.  

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私たちはこの前の木曜日に買い物を楽しみました。                

     

We enjoyed shopping last Thursday. 
  

（２）  私は昨日その本を図書館から借りて，今日の午後それを読み終わりました。 

     

I borrowed the book from the library yesterday, and finished reading it  

 

this afternoon. 



 

 

解答 

１ 動名詞 

① 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  Playing soccer is a lot of fun.      サッカーをすることはとても楽しい。 

（２）  My hobby is reading books.        私の趣味は本を読むことです。 

 

② 次の日本語の意味を表すように，    にあてはまる語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  英語を話すことは簡単です。             Speaking         English     is easy. 

（２）  彼女の趣味は料理することです。       Her hobby is     cooking     . 

（３）  私は海で泳ぐことが好きです。         I    like        swimming     in the sea. 

 

③ 次の日本語を動名詞を使って英語で書きなさい。 

（１）  英語を勉強することは大切です。         Studying English is important. 

（２） 私の趣味は写真をとることです。            My hobby is taking pictures. 

（３）  私の妹はテニスをすることが好きです。       My sister likes playing tennis. 

 

２ 動名詞の重要表現 

次の（  ）内の語を適切な形に直して書きなさい。 

（１）  They enjoyed （ have ） lunch together.               having 

（２）  She finished （ write ） a letter.                      writing 

（３） He stopped （ run ） and went home.                 running 

 

３ 動名詞と不定詞 

次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私の趣味はピアノをひくことです。 

     My hobby is     playing     the piano.     

＝ My hobby is    to       play    the piano.         
  

（２） 彼は走ることがとても好きです。 

     He likes    to       run    very much.         

＝ He likes     running     very much. 



 

 

問題１  各組の文がほぼ同じ内容になるように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） I like to swim in the lake. 

     I like     swimming     in the lake. 

（２）  Does Tom like to use a computer ? 

     Does Tom like     using     a computer ? 

（３）  We had dinner on the boat.   We enjoyed it very much. 

     We     enjoyed         having     dinner on the boat very much. 

（４）  It began to rain at that time. 

     It began     raining     at that time. 

（５）  She started to learn English. 

     She started     learning     English. 

（６）  My father drives a car well. 

     My father is good     at         driving     a car. 

（７）  He went out of the room.   He didn’t say anything then. 

     
He went out of the room     without         saying     anything. 

 

問題２  次の文を動名詞を使って，ほぼ同じ意味の１文に書きかえなさい。 

（１）  My brother likes to run. 

     My brother likes running. 
  
（２）  She can play tennis well.  

     
She is good at playing tennis. 

  
（３）  I listen to CDs.   It is a lot of fun. 

     Listening to CDs is a lot of fun.  

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私たちはこの前の木曜日に買い物を楽しみました。                

     

We enjoyed shopping last Thursday. 
  

（２）  私は昨日その本を図書館から借りて，今日の午後それを読み終わりました。 

     

I borrowed the book from the library yesterday, and finished reading it  

 

this afternoon. 

 


