
助動詞の基礎（２）No.1

【１】助動詞の中には、同じ意味の別の語句に言い換えるこ

とが出来るものがあります。次の助動詞はどう言い換える

ことが出来ますか。

) ：「～するつもりです、～でしょう」1 will
) ：「～出来る」2 can
) ：「～しなければならない」3 must
【２】次の各文を【１】の言い換えを使って、同じ意味の英文に

書き換えなさい。また、各文を日本語に訳しなさい。

1 My brother can speak English and French.)

2 She will buy a new CD next Sunday.)

3 You must finish your homework by tomorrow.)

4 Can you answer this question? Yes, I can.)

5 Will your mother clean the kitchen this afternoon? No,)

she won't.

6 Must I come here again? Yes, you must.)

7 Tom can't read this English book.)

8 I won't meet his brother tomorrow.)

9 Must she go to the park? Yes, she must.)

must mustn't have to don't have【３】 の否定の と、 の否定の

の意味は異なります。それぞれどんな意味になりますto
か。

【４】次の各文を日本語にしなさい。

1 You mustn't drive this car.)

2 You don't have to open the window.)

3 He mustn't enter this room.)

4 Taro doesn't have to wash this bike.)

5 The students mustn't play soccer here.)

6 They don't have to go there.)
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【１】

1 be going to)

2 be able to)

3 have to)

【２】

) 私の兄1 My brother is able to speak English and French. /
は英語とフランス語を話すことが出来る。

) 彼女は来週2 She is going to buy a new CD next Sunday. /
の日曜日、新しい を買うつもりです。CD
) あなた3 You have to finish your homework by tomorrow. /
は明日までに、あなたの宿題を終えなければならない。

) あな4 Are you able to answer this question? Yes, I am.
たはこの問題に答えることが出来ますか。はい、出来ま

す。

5 Is your mother going to clean the kitchen this afternoon?)

あなたのお母さんは今日の午後、台所をNo, she isn't. /
掃除するつもりですか。いいえ、そのつもりはありません。

) 私はもう一6 Do I have to come here again? Yes, you do. /
度ここに来なければなりませんか。はい、来なければなり

ません。

) トムはこの英語7 Tom isn't able to read this English book.
の本を読むことが出来ない。

) 私は明8 I am not going to meet his brother tomorrow.
日、彼の兄に会うつもりはありません。

) 彼女は9 Does she have to go to the park? Yes, she does.
公園へ行かなければなりませんか。はい、行かなければ

なりません。（ の疑問文や否定文の作り方は一般have to
動詞の場合と同じです。だから、主語が三人称単数なら

や を使います。）Does doesn't
【３】 ：「～してはならない」 と禁止の意味になりまmustn't
す。発音が「マスント」となることに注意すること。

( ) ：「～しなくてもよい」 と不必要を表don't doesn't have to
す意味になります。

【４】

)あなたはこの車を運転してはならない。1
)あなたは窓を開けなくても良い（開ける必要はない）。2
)彼はこの部屋に入ってはならない。（ 「～に入る」）3 enter
)太郎はこの自転車を洗う必要はない。4
)生徒たちはここでサッカーをしてはならない。5
)彼らはそこへ行かなくても良い（行く必要はない）。6
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【５】次の各文を英語にしなさい。但し、２種類で書けるもの

は両方の文を書きなさい。

)私の母はとても上手に日本料理を料理することが出来る。1

)あなたたちは毎日一生懸命数学と英語を勉強しなければ2
ならない。

)明日は晴れるでしょうか。ええ、晴れるでしょう。3

)私達はここでテレビを見てはならない。4
)彼女はそんな本を読む必要はない。5
)私はこの机を運ばなければなりませんか。いいえ、その必6
要はありません。

)彼女は大きな箱を作ることが出来ました。7

)この少年は偉大なサッカー選手になるだろう。8
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【５】

1 My mother can cook Japanese food very well.)

My mother is able to cook Japanese food very well.
2 You must study math and English hard every day.)

You have to study math and English hard every day.
3 Will it be fine tomorrow? Yes, it will)

Is it going to be fine tomorrow? Yes, it is.
4 We mustn't watch TV here.)

5 She doesn't have to read such a book.)

6 Must I carry this desk? No, you don't have to.)

Do I have to carry this desk? No, you don't have to.
7 She could make a big box. She was able to make a big)

（ の過去形は 「クッドゥ」です。）box. can could
8 This boy will be a great soccer player.)

This boy is going to be a great soccer player.


