動名詞
基本例文
1.

Keeping early hours is good for your health.

＊主語は常に名詞

2.

His hobby is collecting foreign stamps.

＊補語は常に名詞か形容詞

3.

She likes playing tennis.

＊目的語は常に名詞

4.

My sister is good at baking cakes.

＊前置詞の後ろは名詞

5.

It is pleasant working here with my friends.
=It is pleasant to work here with my friends.

6.

＊形式主語を補足

He found it rough walking without his shoes.
=He found it rough to walk without his shoes.

＊形式目的語を補足

7.

He insisted on not going there alone.

＊動名詞の否定 ：not + -ing

8.

She regrets having told a lie.

＊時制のずれ：having +Vpp

9.

He is proud of his son’s having won the prize.

＊意味上の主語は所有格か目的格

10. I never dreamed of there being such a beautiful place here.
11. She is afraid of being scolded by her father.

＊受け身の動名詞： being + Vpp

12. Would you mind opening the window?

＊mind -ing：～することを嫌がる

13. Do you mind my opening the window?

＊mind one’s -ing：人が～することを嫌がる

=Do you mind if I open the window?
14. There is no denying the fact.

＊There is no -ing：～できない

=It is impossible to deny the fact.
15. This book is worth reading at least two or three times.

＊be worth -ing：～する価値がある

=It is worth your while to read this book at least two or three times.
＊it is worth (one’s) while to do：～する価値がある

16. This car needs repairing.
=This car needs to be repaired.

＊need〔want〕-ing：～される必要がある
＊need〔want〕to be Vpp：～される必要がある

17. I don’t feel like going out tonight.

＊feel like -ing：～したい気がする

=I don’t feel inclined to go out tonight.
18. I cannot help laughing at hearing such a funny story.
=I cannot but laugh at hearing such a funny story.
19. I am used to getting up early in the morning.

＊cannot help -ing：～せざるを得ない
＊cannot (help) but do：～せざるを得ない

＊be used〔accustomed〕to：～することに慣れている

20. On seeing the police officer, the man ran away.

＊on -ing：～するとすぐに

=As soon as the man saw the police officer, he ran away.
21. You cannot be too careful in driving a car.

＊in -ing：～する時

=You cannot be too careful when you drive a car.
22. A heavy snow prevented me from going there.

＊prevent A from -ing：A が～するのを妨げる

23. I was on the point of leaving home when the telephone rang.
＊be on the point of -ing：今にも～しようとしている

24. Whenever she goes to a party, she makes a point of taking a bunch of flowers.
＊make a point of -ing：きまって～する

25. I’m looking forward to hearing from you soon.
26. He often spends his free time watching TV.

＊look forward to -ing：～するのを楽しみにする
＊spend ～(in) -ing：（時間）を～することに費やす

27. She objected to working at night.

＊object to -ing：～することに反対する・嫌う

28. What do you say to going for a drive?

＊What do you say to -ing?：～はいかがですか

=How about going for a drive?
29. They held a meeting with a view to discussing the problem.

＊with a view to -ing：～する目的で

=They held a meeting for the purpose of discussing the problem.
30. This is a doll of her own making.

＊of one’s own -ing：自分自身で～した

31. I never hear that song without thinking of her.

＊never ～ without -ing：～すれば必ず…する

32. It goes without saying that health is above wealth.
＊It goes without saying that S+V …：～であることは言うまでもない

33. It is no use asking John to help you.

＊It is no use〔good〕-ing：～しても無駄だ

34. He is busy preparing for the trip.

＊be busy (in) -ing：～するのに忙しい

35. When it comes to cooking, Susan is second to none in her class.
＊When it comes to ～：～のこととなると
＊second to none：誰にも負けない

36. I had difficulty finding someone to be my guarantor.

高 1：23, 24, 27, 29, 30, 32, 35 を除く

＊have difficulty –ing：～するのに苦労する
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日本語訳
1.

早寝早起きは健康によい。

2.

彼の趣味は外国切手を集めることだ。

3.

彼女はテニスをするのが好きだ。

4.

私の妹はケーキを焼くのが得意だ。

5.

ここで友達と一緒に働くのは楽しい。

6.

彼は靴をはかないで歩くのは危ないと分かった。

7.

彼はそこへ 1 人では行かないと言い張った。

8.

彼女はうそをついたことを後悔している。

9.

彼は息子が賞を取ったことを誇りに思っている。

10. 私はここにこのような美しい場所があるとは夢にも思わなかった。
11. 彼女は父親に叱られることを恐れている。
12. 窓を開けていただけませんか。
13. 窓を開けてもよろしいですか。
14. その事実を否定することはできない。
15. この本は少なくとも 2、3 回は読む価値がある。
16. この車は修理が必要である。
17. 今夜は外出する気がしない。
18. そんなにおもしろい話をきくと笑わずにはいられない。
19. 私は朝早く起きることに慣れている。
20. その男は警官を見ると、すぐに逃げた。
21. 車を運転するときには、いくら注意してもしすぎることはない。
22. 大雪のため、私はそこに行けなかった。
23. 電話が鳴ったとき、私はまさに家を出ようとしていた。
24. パーティーへ行くときはいつでも、彼女はきまって花束を持っていくことにしている。
25. 私はあなたからの便りを楽しみに待っています。
26. 彼は暇なときにはテレビを見て過ごすことが多い。
27. 彼女は夜働くことを嫌った。
28. ドライブに行くのはいかがですか。
29. 彼らはその問題を議論するために会議を開いた。
30. これは彼女が自分で作った人形だ。
31. その歌を聞くと、いつも彼女のことを思い出す。
32. 健康が富に勝るということは言うまでもない。
33. ジョンにあなたを助けるように頼んでも無駄だ。
34. 彼は旅行の準備に忙しい。
35. 料理のこととなると、クラスでスーザンの右に出るものはいない。
36. 私の保証人になってくれる人を探すのに苦労しました

動名詞だけを目的語にとる動詞
 simp（神父）が q（9）枚の cd（CD）と pafe（パフェ）segam（せがむ）
s: stop（止める）, i: imagine（想像する）, m: miss（しそこなう）, p: practice（練習する）, q：
quit（止める）, c: consider（考える）, d: deny（否定する）, p: postpone=put off（延期する）, a:
admit（認める）, f: finish（終える）, e: enjoy（楽しむ）, s: suggest（提案する）, e: escape（避
ける）, g: give up（あきらめる）, a: avoid（避ける）, m: mind（嫌がる）
目的語が動名詞と不定詞で意味の異なる動詞
1.

remember –ing

1. ～したことを覚えている

2.

remember to

2. ～することを覚えておく

3.

forget –ing

3. ～したことを忘れる

4.

forget to

4. ～することを忘れる

5.

stop –ing

5. ～するのを止める

6.

stop to

6. ～するために立ち止まる

7.

try –ing

7. 試しに～する

8.

try to

8. ～しようと努める

