『英 語の 整理 と研究 』の 研究

１６

動 名詞

③の例文は注意が必要です。「（複数
の）本を読むこと」が主語です。確かに
本は複数ですが、読むこと自体は抽象的
で数えられませんので、単数扱い。よっ
てbe動詞はisになります。

とてもいいまとめ方をしています。何度
も読んで覚えましょう。

この表も超大切ですね。完璧に覚えてくださ
い。

前置詞の後に動詞が来る場合はingをつけて動名詞にし
ます。といってもみなさんはこの中のどれも習っていま
せん。３年生でThank you for ～ingの形を学習します。
よって、今必死で覚える必要はありません。
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『英 語の 整理 と研究 』の 研究

１６

動 名詞

さっき説明しましたね。

stop to ～なんて覚えなくてもいいです。ただし、大学
に行きたい人は覚えておきましょう。

try ～ingは覚えなくてもよいです。

remember ～ingもremember to ～ も習いま
せん。
forget to ～は２年生で学習済みです。forget
～ingは３年生で習います。
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『英 語の 整理 と研究 』の 研究

１６

動 名詞

さっきも言いましたようにこの形は習いません。無
視しましょう。

like ～ingは習いません。よって覚える必要な
し。

how about ～ingは習いません。よって覚える
必要なし。

without ～ingは習いません。よって覚える必
要なし。

after ～ingは習いません。よって覚える必要な
し。
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『英 語の 整理 と研究 』の 研究

１６

動 名詞

以前より少し難しくな
りましたね。

(4) 1

(4) 2

(3)

be good at ～ingはもちろん、be good at 自体習
わないのでできなくて当然です。無視しましょう。
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『英 語の 整理 と研究 』の 研究

１６

動 名詞

石田の『英語の整理と研究』の手引き
【１】習っていない表現が多かったですね。
日本で使われている中学校の教科書は６種類あるのですが、be good at を習う教科書は４つです。
君たちが使っている New Horizon の教科書は習いません。 be good at を習わないのですから、

be good at ～ ing なんて無理です。
【２】君たちが今までに習ったもの
○

動名詞のみを伴う動詞

enjoy

stop

finish

この３つは習いました。
○

不定詞だけを伴う動詞

want

hope

need

これも全て学習済みです。不定詞（１）のところで練習問題を作成しておきました。
○

動名詞と不定詞のどちらも伴う動詞

start
like
begin
※

start ～ ing のみ学習済み
like to ～ のみこれから学習します。
begin to のみ学習済みです。

下に石田が今までに習った英文から問題を作成しておきました。
《練習 ６》日本語の意味に合うように(
(1) 私は英語で古典落語を聞いて楽しみました。

I(

)(

)に適語を入れて英文を完成しなさい。

) to some classic rakugo stories in English.

(2) 私はオーケストラで友だちと音楽を演奏して楽しみます。

I really (
(

)(
)(

) music with my friends in the orchestra.
) the whole menu, but I couldn't.

)(

(3) あまりにもたくさん食べることはよくない。

(

) too much (

) not good.

(4) 勉は話すのを止めたとき、牧師さんが泣いているのに気がついた。

When Tsutomu (

)(

), he found that the minister was crying.

(5) ジョンは３時に彼の部屋を掃除し終えました。

John (

)(

) his room at three.

(6) 雨が降り止みました。

(

)(

)(

).

(7) 私は友だちと一緒にみどり川へ魚釣りに行きました。

I(

)(

) at the Midori River with my friends.

(8) サッカーをすることは楽しいです。

(

) soccer (

) fun.

(9) マークはそのドーナツを食べ始めました。

Mark (

)(

) the donuts.

(10) 私は７歳の時にサッカーをし始めました。

I(

)(

) soccer when I was seven years old.
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『英 語の 整理 と研究 』の 研究

１６

動 名詞

(11) 彼の両親に対する憎しみは消え始めました。

His hatred of his parents (

)(

) fade.

(12) 多くの人々はテレビで相撲を見て楽しみます。

Many people (

)(

) sumo on TV.

(13) 夜には私は友だちと話して楽しみました。

I(

)(

) with my friends at night.

(14) しばらくすると、その男の子は泣くのを止め静かに死にました。

After a while, the boy (

)(

) and quietly died.

(15) しかしその小さなお母さんは歌うのを止めませんでした。

But the little mother did not (

)(

《練習 ５》日本語の意味に合うように(
(1) 私は英語で古典落語を聞いて楽しみました。

I(

enjoyed

) ( listening

).

)に適語を入れて英文を完成しなさい。

) to some classic rakugo stories in English.

(2) 私はオーケストラで友だちと音楽を演奏してとても楽しみます。

I really (

enjoy

)(

playing

) music with my friends in the orchestra.

(3) あまりにもたくさん食べることはよくない。

(

Eating

) too much (

is

) not good.

(4) 勉は話すのを止めたとき、牧師さんが泣いているのに気がついた。

When Tsutomu ( stopped ) ( talking ), he found that the minister was crying.
(5) ジョンは３時に彼の部屋を掃除し終えました。

John ( finished ) ( cleaning ) his room at three.
(6) 雨が降り止みました。

(

It

)(

stopped

)(

raining

).

(7) 私は友だちと一緒にみどり川へ魚釣りに行きました。

I(

went

)(

fishing

) at the Midori River with my friends.

(8) サッカーをすることは楽しいです。

(

Playing

) soccer (

is

) fun.

(9) マークはそのドーナツを食べ始めました。

Mark (

started

)(

eating

) the donuts.

(10) 私は７歳の時にサッカーをし始めました。

I(

started

)(

playing

) soccer when I was seven years old.

(11) 彼の両親に対する憎しみは消え始めました。

His hatred of his parents (

began

)(

to

) fade.

(12) 多くの人々はテレビで相撲を見て楽しみます。

Many people ( enjoys

)(

watching

) sumo on TV.

(13) 夜には私は友だちと話して楽しみました。

I(

enjoyed

)(

talking

) with my friends at night.

(14) しばらくすると、その男の子は泣くのを止め静かに死にました。

After a while, the boy (

stopped

)(

crying

) and quietly died.

(15) しかしその小さなお母さんは歌うのを止めませんでした。

But the little mother did not (

stop

)(
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singing

).

