
4章 不定詞と動 言司

英242(1)

42動名詞

I like to play  soccer.   不定詞

I Iike piaying  soccer  重力名詞

上の文はどちらも「私はサッカーをするのが好きです。」という意味。
「～すること」は、不定詞以外に 動詞のhg形でも表せます。
この動詞のhg形のことを動名詞といいます。

I like playing  soccer  重力名言司

I am playing  soccer_  進行影
「進行形」では「～している」の意味でしたね。

‖ke～ hg「～することが好きだ→～するのが好きだ」

enoy～ hg「～することを楽しむ→～して楽しむ」
1面sh～ hg「～することを終える→～し終える」
stop～ lng「 ～することをやめる→～するのをやめる」

英242(2)

1日本語にしなさい。

(1)She likes playing the piano

(2)l enJoyed‖ stening to music

(3)He inished doing his homework

(4)They stopped talking

2次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)私の姉は英語を勉強するのが好きです。

(studying/my/Eng‖ sh/‖ kes/sister)

(2)私たちは昨 日テレビを見て楽しみました。
(TV/we/yesterday/watching/enJoyed)

(3)あなたは部屋を掃除し終えましたか。
(cleaning/room/you/your/did/■nish/?)



4章 不定詞と動名詞
英242(1)

4-2動名詞

1 ‖ke to play  sOccer_   不定調

I ‖ke playing  soccer  動名詞

上の文はどちらも「私はサッカーをするのが好きです。」という意味。
「～すること」は、不定詞以外に 動詞のhg形でも表せます。
この動詞のhg形のことを動名詞といいます。

like ).■ ,プ :｀ Iヽ  SOCCer  l■ ljll

am         soccer   ‐

「進行形」では「～している」の意味でしたね。

ke～ Mg「～することが好きだ→～するのが好きだ」
erJoy～棘g「～することを楽しむ→～して楽しむ」
1籠sh～崎g「～することを終える→～し終える」
stOp～精g「～することをやめる→～するのをやめる」

葵2■2(2)

1日本語にしなさい。
(1)She l:kes playing the piano

夕た●、́ヒレア,tろマ(a″、1)2,´
(2)le可 oyed‖ stening to music

③ Hef面ふ吼亀ts魚。朧話夕は'・
4い Jfろ秒 tじ zる たo。

(4)They stopped talking

Ч夕うヽメ ラ
`イ

1ヽ であた。
2次の日本文に合う英文になるように、( )の話句を並べかえなさい。
(1)私の姉は英語を勉強するのが好きです。

(study;ng/my/English/1ikes/sister)

;he s s 鋏ガ ど
^

|「 5ム

(2)私たちは 日テレビを見て楽しみました。

「。ソeど ゃ
^ナ

。ム," ′∫ナこ」  

ム

し終えましたか。

( TV / we / yesterday / watching / enjoyed )

(3)あ
( cleaning / room / you / your / did / finish



●動名詞が主語になる場合 英242(3)

Swimming is a 10t Offun
泳ぐことはとても楽しい。

※Sw mmingの 代わりにTo swimでもよい。

3日本語にしなさい。
(1)Speaking Engnsh is difrcult

(2)Reading b。 。ksis my hObby  hObby趣味

●動名詞が補語になる場合
◇補語とは主語を説明している部分のことです。

He is running 彼は走つています。 (進行形)

My hobby t runnhg 私の趣味は走ることです。 (動名詞)

※動名詞のrunhngの代わりにto runでもよい。

(3)My dream is studying in Canada

(4)His hobby is‖ stening to music

英242(4)

●動名詞が前置詞の 目的語になる場合
◇前置詞とは h,on at.forな どの単語です。

She is good tt rJlaVing the piano

4次の文の___Jこ、( )内の語を適する形に変えて書きなさい。
また、出来た文の意味も書きなさい。

(1) Thank you for

Etx
to my house. (come)

(2) How about

E6X

lunch here. (have)

(3) Wash your hands

E^*

前置詞atの 目的語

How about～ hg?「～するのはどうですか。」
Thank you for～ hg「～してくれてありがとう」
be good at～ ing「 ～するのが上手(得意)だ」
be mterested n～ ing「～することに11味が

(ea0



●動名詞が主語になる場合 英242(3)

1ヽ●|,ぃ :1,|「lg is a 10t Offun
泳くことまとても楽しい。

※Swimmhgの代わりにTo swimでもよい。

3日本語にしなさい。
(1)Speaking English is difrcult

rル tい 。

げ を供aをイ争す.

◇補語とは主語を説明している部分のことです。
He is runnmg 彼は走つています。 (進行形 )

My hobby ls runnhg 私の趣味は走ることです。 (動名詞)

※動名言司のrun面ngの代わりにto runでもよい。

|:|‖[1罵 |:な:|′illiilill 
美し̀

秩

す′=し ζ・′
イ皮̂ 趨。孝ヽ■畜夕=閉

く,ヒ ζ7_

●動名詞が前置詞の目的語になる場合
◇前置詞とは い,on at,forな どの単語です。

She is good tt plaving the oiano

前置詞atの 目的語

4次の文の___に、( )内の語を適する形に変えて書きなさい。
また、出来た文の意味も書きなさい。

(1) Thank you for C a v!! i to my house. (come)

日本文 孝供へらぃラ子7どネτ浜ソフヾとう_

英242(4)

(2)::labl」

t二:Fぅ:,′Ft;芳 lijへlliVilぅ 7φ″、́

How about～ ing?「～するのは
Thank you for～ ng「～してくれてありがとう」
be good at～ Mg「～するのが上手(得意)だ 」
be lnterested in～ hg「～することに興味があ



☆不定詞と動名詞 英242(5)

不定詞の名詞的用法と動名詞は どちらも「～すること」という意味ですが、

どちらも使えるもの、不定詞しか使えないもの、動名詞しか使えないもの

があります。

We enjoyed plavingtennis. tltt=Ll*i=72La.*L4:FLt:.
x to play

I want to p av tennis
X playing

前にある動詞で決まります !

●不定詞・動名詞どちらも使う ‖ke,bve,start.beJnなど

●不定詞だけを使う…want,hope,な ど

●動名詞だけを使う。…e可oy,1面 sh,stopなど (前置詞のあとも)

英242(6)

5次の文の( )内から適する語句を選びなさい。

(1)Do you want(playing,to play)tennis?

(2)He inished(doing, to do)his homework

(3)My father is good at(cook,cooking)

(4)She‖ kes t。 (‖ sten,‖ stening)to music

(5)Stop(watching, to watch)TV

(6)We enJoyed(singing.to sing)songs iast night

(7)(Read, Reading)books is interesting

(3)I went to Canada(studying, to study)Eng‖ sh

(9)They were surp百 sed at(hear, heanng)the news

(10)They were surp‖ sed t。 (hear, hea‖ ng)the news

私はテニスをしたい。

2-4-2糸冬了

超重要 !!

|



☆不定詞と動名詞 葵242(5)

不定詞の名詞的用法と動名詞は どちらも「～すること」という意味ですが、

どちらも使えるもの、不定調しか使えないもの、動名詞しか使えないもの

があります。

We e可。yed,la■1■
=tennis  

私たちはテニスをして楽しみました。
X to play

l want io艤
=tennis     

私はテニスをしたい。
X playing

前にある動詞で決まります!

●不定詞・動名詞どちらも使う―

“

ke,bve,sta蔵 ,be」nなど

●不定詞だけを使う・・want,hOpe,など

●動名詞だけを使う・・・e呵oy,1面 sh,stOpなど (前置詞のあとも)

英242(6)

5 
^oya< 

)hf'BEf 6EtrtiuEuri8r\"
(1) Do you want ( playing, @pJ9v4 tennisZ

(2) He finished ( doy) to do ) his homework.

(3) My father is good at t cooX, ,O@).
(4) She likes to ( liata, listenine ) to music.\.J
(5) Stop ( 

"tr#E*, 
to watch ) TV.

(6) We enjoyed ( frngirt. to sing ) songs last night.
.':-."

(7) ( Read. neadgL, ) books is interesting.

(8) t went to Canada ( .travine, @, ) English.

(9) They were surprised at ( hear, t6@ ) an" n"*".
(10) They were surprised to (4.). hearing ) the news.

\. 
;?/

私はテニスをしたい。

2-4-2桁冬了



補充問題A 英242A(1)

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。

(1)私たちはトムと話をして楽しみました。
(Tom/talking/with/en」 oyed/we)

(2)私の趣味はギターを弾くことです。
(is/the guitar/hobby/playing/my)

(3)テニスをすることはとても楽しい。
(fun/is/tennis/lot/a/playing/of)

(4)彼女はピアノを習い始めました。
(learning/pianO/she/the/began)

(5)私の兄は音楽を聞くことに興味があります。
(is/brOther/in/music/to/interested/1istening/my )

(6)ユキはその本を読み終えましたか。
(book/inish/the/did/reading/Yuki/?)

業 242尽 2)

2次の各組の英文を、意味の違いに注意して日本語にしなさい。

(1)He is using a computer  (

He‖kes using a computer(

(2)She is playing tennis      (

Her hobby is playing tennis (

(3)He stopped talking with her(

He stopped to talk wth her(

stop～ hg「～するのをやめる」
stOp tO～  「～するために立ち止まる」



補充問題ハ 葵242A(1)

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)私たちはトムと話をして楽しみました。

(Tom/talking/with/enJoyed/we)
L Qr,i ove d kT

(2)私の はギタこを弾くことで
is / the guitar / hobby / playing / my )

。ζ∫
(3,テニスをす ことは し い 。

(fun/is/tennis/lot/a/playing/of)

(4)彼女はビアノ石習Γ始めました。

ゞヽ
`  

↓οくα4
(5)私の兄は音楽 こ● こ興 ります。

( is / brother / in / music,/ to ,/ interested ,/ listenine ,/ my )

bv,*her is i"Je..11"J ;
(6)ユキはそ えましたか。

(book/1nish/the/did/reading /Yuki/?)

|^:く L

薬24-2A(2)

2次の各組の英文を、意味の違いに注意して日本語にしなさい。
(1)He t ugng a comptter (″ げつクの ′́″を′′1゛ アイ

He Hkes using a cOntputer(`歿
l夕 っシcり ク́́ t嫉 ),^`′ zで グ

(2)She is playing tennis   (役夕1`チク′モt7ヽイ4
Her hobby L口 aゾng ten面 s(4′Ⅲルィザタ″ tイルして‐イ

)

)

)

)

(3)He stopped talking wth her(41夕 、
`“

¢ツしう多

`4tで
あ●     )

He stopped to talk wth her(4嗅 ,'4`夕 し:そ チf-41= ゥちレタ,r‐   )

stop～ 崎g「～するのをやめる」
stOp tO～  「～するために立ち止まる」

( Iearning / ptano / she ,/ the / began )

ヽ
^   ヽ

`    
、

C 
′



1各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)| 
‖;[:|[||||[:|layingilepiano  )the pian。

(2)| |°
SpeakElliilililll:;llult

(3)| ::1]|:|IStenedtiluSiCyestilfll:こ

=.Il::④
l‖;11][[ぶ

iIWel)(   
〉

(5)I I[1:l1llal[id‖
lili[ldWentt° ;id       )

補充問題B 英 2-4-2B(1)

=2■
2B(2)

2( xこ適する語を書きなさい。

(1)あなたはいつその手紙を書き終えましたか。

When did you(    )(    )the letter?

(2)食べ過ぎることはよくありません。

(        )too much(       )good

(3)手伝つてくれてありがとう。

Thank you(     )(     )me

(4)音楽を聞くのはどうですか。

How(    )(     )to music?

(5)英語を毎日勉強することは大切です。

(     )(     )every day(   )important

(6)彼はエミに電話をするために、ギターを弾くのをやめました。

He stopped(     )the gutar(   )ca‖ Emi



補充問題B 英2428(1)

1各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)| 
‖;[:l[|||[:[11llgilel]i、1 )the pian。

(2)|[:ilii;El:ili:il∫
:;1:u:t

(3)||:‖
]|:|11]」;li1llili;;:liに。::]『1::

④
l‖;]1][[∬I「

L)(swiL"ゥ

〉
(5)| :[1:|:ヒ

llal::dililildilill;:;idiin、
`r)

英2-4-2B(2)

2( 】こ適する語を書きなさい。

(1)あなたはいつその手紙を書き終えましたか。

VVhen did you( fn'`|  )(・υriliソ )the letter?

〈2)食べ過ぎることはよくありません。

(こ へllり )too much()夕ぃす )good

(3)手伝つてくれてありがとう。

④馨翼[lil鳥ぅ尊史ツ
獅°

⑤翼婁塩!」21膜乳
⑥盤雲:量重」する信暫[、電_臭I:T:』理した

He stOpped(l(oァ ,ラ

')the guttar( 

す。 )Ca‖ Emi


