２学期総復習（基礎演習）

第２回
１．次の文の（

動名詞

時間 :

）内の動詞を動名詞にかえて、そのはたらきをいいなさい。

（１）

Takeshi's hobby is (collect) old stamps.

（２）

(Climb) a mountain is really hard for me.

（３）

Thank you for (invite) me to dinner, Jane.

（４）

My father finally stopped (smoke) last month.
（１）
（２）
（３）
（４）

２．次の文の（

(collect →
(Climb →
(invite →
(smoke →

）
）
）
）

［
［
［
［

］
］
］
］

）内の語に注意して、日本語に直しなさい。

Jack's hobby is (playing) the guitar.
（１）

Jack is now (playing) the guitar.

She (stopped) at the store to buy some meat.
（２）

She (stopped) buying some meat at the store.

(Reading) books is very important.
（３）

Was he (reading) in his room then ?

・動名詞の名詞的用法
・文中で〈主語〉になる
・文中で〈補語〉になる
・文中で〈動詞の目的語〉〈前置詞の目的語〉になる
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１０分

３．次の各組の文がほぼ同じ意味になるように、（

）内に適語を入れなさい。

Takeshi likes to ski.
（１）

Takeshi is fond (

)(

).

My mother is a good cook.
（２）

My mother is good (

)(

).

Jane and I danced at the party. We had a good time.
（３）

Jane and I (

)(

) at the party.

To eat too much is not good for your health.
（４）

(

) too much is not good for your health.

・前置詞の目的語としての動名詞
〈動詞+前置詞+［-ing］〉 ・・・ thank (...) for ～ing
「～を…に感謝する」
〈形容詞+前置詞+［-ing］〉 ・・・ be fond of ～ing...
「～するのが好きだ = like」

４．次の日本語の意味を表す英文になるように、（
（１）

あなたは昨日、横浜で買い物を楽しみましたか。

Did you (

（２）

)(

) of (

) pictures in the park.

あなたのお兄さんは英語が上手ですか。

Is your brother good (

（４）

) in Yokohama yesterday ?

ジローは公園で写真をとるのが好きです。

Jiro is (

（３）

）内に適当な１語を入れなさい。

)(

) English ?

あなたの趣味はゴルフですか、それとも釣りですか。

Is your hobby is (

) golf or (

) fishing ?
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第２回

動名詞

１．〈動名詞の用法〉
（１） collecting ［文の補語］
（３） inviting ［前置詞forの目的語］

（解答と解説）

（２）
（４）

Climbing ［文の主語］
smoking ［stop の目的語］

２．〈動名詞を用いた文〉
（１） 「ジャックの趣味はギターを〈弾くこと〉です」
／「ジャックは今ギターを〈弾いているところです〉」
⇒ 同じ形で動名詞と現在分詞
（２） 「彼女はお肉を〈買いに〉そのお店へ（立ち寄った）」
／「彼女はそのお店でお肉を〈買うのを〉（やめた）」
⇒ 動名詞と不定詞を目的語にした場合の動詞の意味
（３） 「本を〈読むのは〉とても大切だ」／「彼はそのとき、部屋で〈読書をしています〉」
⇒ 同じ形で動名詞と現在分詞

３．〈同意書き換え〉
（１） of, skiing
（３） enjoyed, dancing

（２）
（４）

at, cooking
Eating

解答のコツ

（１）
（２）
（３）

（４）

「タケシはスキーが好きだ」
like to do = be fond of doing
「母は料理が上手だ」は、「料理が得意だ」と考える。
be good at doing : 「～をするのが得意だ」
「パーティーでダンスをし、楽しい時を過ごした」は、「パーティーでダンスを
楽しんだ」とする。
enjoy doing : 「～をするのを楽しむ」
「食べ過ぎは健康に良くない」
不定詞の名詞的用法と動名詞が〈主語〉になる形

４．〈適語補充問題〉
（１） enjoy, shopping
（３） at, speaking

（２）
（４）

fond, taking
playing, doing

解答のコツ

（２）
（３）
（４）

〈be fond of doing = like to do [doing]〉の関係
「英語が上手ですか」は、「英語を話すことが得意ですか」と考える。
「ゴルフを〈すること〉か、それとも釣りを〈すること〉か」と考える。
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