
中２英語（助動詞の復習１）No.1

【１】次の各文を助動詞に気をつけて日本語に訳しなさい。

His father can speak three languages.①

May I use your car, John? Yes, you may.②

We have to help our mother.③

You should clean your room.④

Mary's brother may help us. We had better ask him.⑤

Must I practice to use the machine, Mr. Brown?⑥

Yes, you must, Andy.

Ken was able to open this large box.⑦

If you study much harder, you will be able to pass the⑧

（ 「もっと熱心に」、 「合格する」）exam. much harder pass

You must not stay here. If you stay here, you may be⑨

late for the party.

The little boy could answer all the difficult problems.⑩

（ 「問題」）problem

That tall man must be Nancy's father.⑪

【２】各問いに答えなさい。

① の使われた文を未来にするには、どうしたら良いでcan

すか。

②次の３つの文を未来の文にし、更に訳しなさい。

1 He can speak English.)

2 Can he go to America?)

3 She can't come to our house.)

③ の使われた文を未来にするには、どうしたら良いmust

ですか。

④次の２つの文を未来の文にし、更に訳しなさい。

1 You must finish your homework by tomorrow.)

2 Must we prepare for our school festival next week?)

( 「～の準備をする」、 「校内文prepare for school festival

化祭)
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【１】

①彼の父は３カ国語を話すことが出来ます。

②ジョン、君の車を使ってもいいかい。

ええ、いいですよ。

③私達は私達の母を手伝わなければならない。

④君は君の部屋を掃除するべきだ。

⑤メアリーの兄さんは私達を助けてくれるかも知れない。私

達は彼に頼んだ方がいい。

⑥ブラウンさん、僕はこの機械を使う(ことを)練習しなければ

なりませんか。ええ、しなければならないよ、アンディ。

⑦健はこの大きな箱を開けることが出来た。

⑧もし、あなたがもっと熱心に勉強したら、あなたはその試

験に合格することが出来るだろう。

⑨あなたはここに残っては 。もし、あなたがここになりません

残れば、あなたはパーティに遅れるかも知れません。

⑩その幼い少年は、全ての難しい問題に答えることが出来

た。

⑪あの背の高い男の人はナンシーの父に違いない。

【２】

① を に変えて、その前に をつけます。can be able to will

だから、 となります。will be able to

②

) 彼は英語が話せる（よ1 He will be able to speak English.

うになる）でしょう。

) 彼はアメリカに行ける2 Will he be able to go to America?

でしょうか。（注：疑問文では だけを前に出します。will

～？としないように気をつけましょう。）Will be he

) ( ) 彼女3 She won't will not be able to come to our house.

は私達の家に来ることが出来ないでしょう。

③ を に変えて、その前に をつけます。だmust have to will

から、 となります。will have to

④

) あ1 You will have to finish your homework by tomorrow.

なたは明日までにあなたの宿題を終えなければならない

でしょう。（ ～「～までには」）by

2 Will we have to prepare for our school festival next week?)

私達は来週、校内文化祭の準備をしなければならないで

しょうか。
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⑤ と の否定文の意味は異なりますが、それぞmust have to

れどんな意味になりますか。

⑥次の各文を日本語に訳しなさい。

1 Must I help your sister? No, you don't have to.)

2 You don't have to wash the car.)

) ( 「～に入る」)3 You mustn't enter this room. enter

⑦ の文を過去にするには、どうしたら良いですか。can

⑧次の各文を過去形にし、更に日本語にしなさい。

1 My brother can ride a bicycle.)

) （ ：ジョー2 Can you meet Mr. George Lucus? George Lucus

ジ・ルーカス）

) ( 「合格する」、 「試験」)2 I can't pass the exam. pass exam

4 We must clean the room by the next day.)

5 Must you use the dictionary?)

【３】各文を英語に変えなさい。

①私はその映画を見ることが出来なかった。（その映画を見

る： ）〔２通りで〕watch the movie

②あなたはその本を読まなければなりませんでしたか。いい

え、その必要はありませんでした。

③彼は明日までにはその仕事を終えることが出来るでしょ

う。

④あなたはこんな本を読んではいけない。

⑤あなたは新しい家を建てなければならないでしょう。

⑥この新しいカメラを使っても良いですか。いいえ、駄目で

す。
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⑤ ～：「～してはならない」という禁止の意味になmust not

る。

( ) ～：「～する必要はない」という不必don't doesn't have to

要を表す意味になる。

⑥

)私はあなたの姉さんを手伝わなければなりませんか。い1

いえ、その必要はありません。

)あなたはその車を洗う必要はありません。2

)あなたはこの部屋に入ってはいけません。3

⑦ にするか、 ( ) にすれば良い。could was were able to

⑧

1 My brother could ride a bicycle. My brother was) または

「僕の弟は自転車に乗れました。」able to ride a bicycle.

2 Could you meet Mr. George Lucus? Were you) または

「あなたはジョージ・ルable to meet Mr. George Lucus?

ーカス氏に会うことが出来ましたか。」

3 I couldn't pass the exam. I wasn't able to pass the) または

「僕は試験に合格することが出来なかった。」exam.

) 「私達は翌日4 We had to clean the room by the next day.

までにその部屋の掃除をしなければならなかった。」

) 「あなたは、その辞5 Did you have to use the dictionary?

書を使わなければなりませんでしたか。」

【３】

I couldn't watch the movie. I wasn't able to watch the①

movie.

Did you have to read the book? No, I didn't have to.②

He will be able to finish the work by tomorrow.③

④ （ ～：「こんな～」）You mustn't read such a book. such

You will have to build a new house.⑤

May I use this new camera? No, you mustn't.⑥


