
中学英文法総復習⑨ 

 

【動名詞と不定詞】 

★ポイント 

【動名詞】 

基本的な形は動詞の ing 形です。 

・文中で主語になる。 

Studying English is important. → 「英語を勉強することは重要です」 

・動詞の目的語になる。 

I enjoy studying English. → 「私は英語を勉強することを楽しみます」 

・前置詞の目的語になる。 

I’m interested in reading books. → 「私は本を読むことに興味があります」 

 

【不定詞】 

基本的な形は to+動詞の原形です。 

・名詞的用法「～すること」 

Ken likes to watch TV. → 「ケンはテレビを見ることが好きです」 

To speak English is difficult. → 「英語を話すことは難しい」 

 

・形容詞的用法「～する…」「～すべき…」 

I have no money to give you. → 「私はあなたにあげるお金はない」 

There is many places to see in Kyoto. → 「京都には見るべき場所がたくさんあります」 

 

・副詞的用法「…するために」「～して（感情の原因）」 

Ken uses a computer to play games. → 「ケンはゲームをするためにコンピュータを使

います」 

I was glad to see you. → 「私はあなたに会えてうれしかった」 

 

★動名詞と不定詞 100 本ノック 

 

1. 彼女は本を読むことをやめた。 

She stopped reading a book. 



2. 私たちは野球をすることを楽しみました。 

We enjoyed playing baseball. 

 

3. サッカーをすることは面白い。（不定詞） 

To play soccer is interesting. 

 

4. 私は将来、英語の先生になりたい。 

I want to be an English teacher in the future. 

 

5. 私にはやるべき宿題がたくさんあります。 

I have a lot of homework to do. 

 

6. 彼女は住む（ための）家を見つけた。 

She found a house to live in. 

 

7. 私の叔父に会うために駅に向かっています。 

I am going to the station to meet my uncle. 

 

8. 彼は留学することを決めた。 

He decided to study abroad. 

 

9. 私は彼に会うことを忘れました。 

I forgot to meet him. 

 

10. 私の父は英語を話すことが得意です。 

My father is good at speaking English. 

 

11. 何か飲み物をください。 

Please give me something to drink. 

 

12. 昨夜は寝る時間がありませんでした。 

I have no time to sleep last night. 

 

13. その手紙を送るのを覚えておいて。 

Remember to send the letter. 

 



14. 何か温かい飲み物をくれますか？ 

Will you give me something hot to drink? 

 

15. 私には読む（べき）本がたくさんあります。 

I have a lot of books to read. 

 

16. 彼女は宿題をやり終えました。 

She finished doing her homework. 

 

17. その映画館に行くのはどうですか？ 

How about going to the movie theater. 

 

18. 英語で手紙を書くことは面白い。（動名詞） 

Writing a letter in English is interesting. 

 

19. ジョンは嘘をつくことがうまい。 

John is good at telling lies. 

 

20. 私はたいてい 1 時間テレビを見ることを楽しみます。 

I usually enjoy watching TV for an hour. 

 

21. サッカーをすることを楽しい。（動名詞） 

Playing soccer is fun. 

 

22. そのとき雨が降り始めました。（動名詞） 

It started raining at that time. 

 

23. 教室を掃除することは重要です。（不定詞） 

To clean the classroom is important. 

 

24. 私の趣味はゴルフをすることです。（動名詞） 

My hobby is playing golf. 

 

25. 歩くことは（あなたの）健康にいいです。（不定詞） 

To walk is good for your health. 

 



26. 私の姉の夢は日本を訪れることです。（不定詞） 

My sister’s dream is to visit Japan. 

 

27. 毎日英語を勉強することは重要です。（動名詞） 

Studying English every day is important. 

 

28. 私たちの夢は世界中を旅することです。（動名詞） 

Our dream is traveling all over the world. 

 

29. きれいなケーキを作ることは簡単ではなかった。（動名詞） 

Making a beautiful cake was not easy. 

 

30. 今日の仕事はこれらの部屋をきれいにすることです。（動名詞） 

Today’s work is cleaning these rooms. 

 

31. 私はすぐにあなたに会いたい（と望む）。 

I hope to see you soon. 

 

32. そのパーティに招待してくれてありがとう。 

Thank you for inviting me to the party. 

 

33. 彼らは寝ることに決めた。 

They decided to go to bed early. 

 

34. 彼に手紙を書いてはどうですか？ 

How about writing a letter to him? 

 

35. レイナはオーストラリアに行きたい。 

Reina wants to go to Australia. 

 

36. タダシは 2 年前にスペイン語を学び始めました。（不定詞） 

Tadashi began to learn Spanish two years ago. 

 

37. アンナは家で DVD を見ることが好きです。（動名詞） 

Anna likes watching DVDs at home. 

 



38. メグは（彼女の）外国の友達たちと話すことを楽しみました。 

Meg enjoyed talking with her foreign friends. 

 

39. 彼はレポートを書き終わりました。 

He finished writing his report. 

 

40. 私の母はいくつかの食べ物を食べるためにスーパーに行きました。 

My mother went to the supermarket to buy some food. 

 

41. 私はあなたにまた会えてうれしいです。 

I’m glad to see you again. 

 

42. 彼女はその旅行中に読む（ための）本を買いました。 

She bought a book to read during the trip. 

 

43. 私の夢はプロの野球選手になることです。（不定詞） 

My dream is to become a professional baseball player. 

 

44. 私にはあなたに見せるいくつかの写真があります。 

I have some photos [pictures] to show you. 

 

45. 大人になりたくないんだ。（成長したくない） 

I don’t want to grow up. 

 

46. その本を読むことは難しいです。（不定詞） 

To read the book is difficult. 

 

47. 彼は泳ぐために海に行きました。 

He went to the sea to swim. 

 

48. 彼の夢は父親と一緒にアフリカに訪れることです。（不定詞） 

His dream is to visit Africa with his father. 

 

49. 彼の仕事は日曜日に昼食を料理することです。（動名詞） 

His job is cooking lunch in Sundays. 

 



50. 先週、私はそのラケットを買うためのお金を持っていませんでした。 

I had no money to buy the racket last week. 

 

51. 手紙を送ってくれてありがとう。 

Thank you for sending me a letter. 

 

52. その男性には、彼を助けてくれる友達が一人もいません。 

The man didn’t have any friends to help him. 

 

53. 私はスペイン語を勉強することに興味があります。 

I am interested in studying Spanish. 

 

54. 私は何か飲み物が必要でした。 

I needed something to drink. 

 

55. スミスさんは読む（ための）いくつかの新聞紙を持っています。 

Mr. Smith has some newspaper to read. 

 

56. 私たちは写真を撮るためにその山に登りました。 

We climbed the mountain to take pictures. 

 

57. あなたの母は何冊か本を借りるためにその図書館に行きましたか？ 

Did your mother go to the library to borrow any books? 

 

58. 彼女は叔母に会いたいと思っています。 

She wants to see her aunts. 

 

59. 彼らは私の言葉を理解しようとしました。 

They tried to understand my words. 

 

60. マリは看護師になるために一生懸命勉強しました。 

Mari studied hard to become a nurse. 

 

61. 地球を救うために私たちは何をすべきですか？ 

What should we do to save the earth? 

 



62. 彼にはあなたに尋ねたい質問がたくさんあります。 

He has many questions to ask you. 

 

63. 私には昨日、部屋を掃除する時間がありませんでした。 

I had no time to clean my room yesterday. 

 

64. ここでご両親に送るための絵ハガキを買ってもいいですよ。 

You can buy postcards to send to your parents here. 

 

65. その男の子はその服を着たいと思っている。 

The boy wanted to wear the clothes. 

 

66. 英語の新聞を読むことは私にとって難しくない。（動名詞） 

Reading English newspapers is not difficult for me. 

 

67. ここに来る前に忘れずに私に電話をしてください。 

Please forget to call me before coming here. 

 

68. 私は風呂に入る前に寝ました。 

I went to bed before taking a bath. 

 

69. あなたは北海道に引っ越すことに決めましたか？ 

Did you decide to move to Hokkaido? 

 

70. いつ教室を掃除し終わりましたか？ 

When did you finish cleaning the classroom? 

 

71. 私たち自身の文化を学ぶことは、私たちにとって重要です。（動名詞） 

Learning our own culture is important for us. 

 

72. 朝早く起きることは、彼にとってとても難しいです。（動名詞） 

Getting up early is very difficult for him. 

 

73. アヤは音楽を聴くことに興味があります。 

Aya is interested in listening to music. 

 



74. 彼らはテニスをするためにその公園に行きました。 

They went to the park to play tennis. 

 

75. 私の父の趣味は冬にスキーをすることです。（動名詞） 

My father’s hobby is skiing in winter. 

 

76. ジェームズさんは昨日の午後、この本棚を作り終えました。 

Mr. James finished making this bookshelf yesterday afternoon. 

 

77. 私は宿題をやることを忘れました。 

I forgot doing my homework. 

 

78. 私たちはその絵を見るために立ち止まりました。 

We stopped to see the picture. 

 

79. 私たちは彼が元気だと知って、とてもうれしかった。 

I was very happy to know he was fine. 

 

80. 彼らはその答えを見つけてとても驚きました。 

They were very surprised to find the answer. 

 

81. 彼女は私と勉強するために私の家に来ました。 

She came to my house to study with me. 

 

82. その男の子はあなたと友達になりたいと望んでいます。 

The boy hopes to be friends with you. 

 

83. ジェニーは料理をすることがとても好きです。（動名詞） 

Jenny likes cooking very much. 

 

84. 私はあなたから連絡をもらうことが楽しみです。 

I am looking forward to hearing from you. 

 

85. 私の妹はダンスをすることが得意です。 

My sister is good at dancing. 

 



86. 私の兄は中国語を学ぶために大学（college）に行くでしょう。 

My brother will go to college to study Chinese. 

 

87. あなたは昨日、サッカーをして楽しみましたか？ 

Did you enjoy playing soccer yesterday? 

 

88. 彼女はさようならを言わずに出ていきました。 

She went out without saying good-bye. 

 

89. ユミは何も食べずに、私を見ていました。 

Yumi was looking at me without eating anything. 

 

90. 大きな車を運転することは難しいことでした。（動名詞） 

Driving a big car was difficult. 

 

91. 私の息子は 3 年前、英語を勉強するために外国に行くことを決めました。 

My son decided to go abroad to study English three years ago. 

 

92. ブラウンさんは 5 年前に和食を料理できるようになった。 

Mr. Brown learned to cook Japanese food five years ago. 

 

93. 私の夢はニュージーランドを訪れることです。（不定詞） 

My dream is to visit New Zealand. 

 

94. あなたにはお母さんを手伝う時間はありますか？ 

Do you have any time to help your mother? 

 

95. 私たちは音楽を聴くために、彼の部屋に入りました。 

We entered his room to listen to music. 

 

96. 学校に行く時間ですよ。 

It is time to go to school. 

 

97. 私たちに何か温かい食べ物を作ってくれませんか？ 

Will you make something hot to eat for us. 

 



98. 私の計画は彼の誕生日パーティにピアノを演奏することだ。 

My plan is to play the piano for his birthday party. 

 

99. 私の父は毎日、たくさんのやるべきことがあります。 

My father has a lot of things to do every day. 

 

100. 私はぜひその場所に行きたいです。 

I would like to go to the place. 


