
中２英語（助動詞の復習３）No.1

【１】次の各問いに答えなさい。

) の第一の意味は「～できる」ですが、 の疑問文1 can can

と否定文には特別な意味もあります。次のそれぞれの文

の意味はどういう意味ですか。

a Can it be true?)

b It can not be true.)

) 「出来る」は 動詞を使った別の言い方に変えるこ2 can be

とが出来る。次の文をそのように書き換え、日本語に訳

しなさい。

a He could answer the question.)

) この文の最後に をつ3 He can arrive in America. tomorrow

けて未来の文にしなさい。また、それを日本語にしなさ

い。

) と には共に「～しなければならない」とい4 must have to

う意味がありますが、否定文に使うときだけは意味が全

く異なります。それに気をつけて、次の各文を日本語に

しなさい。

a You go to his house.) mustn't

b You go to his house.) don't have to

) この文の最後に5 You must go to your uncle's house.

をつけて未来の文にしなさい。また、それをtomorrow

日本語にしなさい。

) この文の最後に をつけ6 I must help my father. yesterday

。 、 。て過去の文にしなさい また それを日本語にしなさい

) には「～しなければならない」以外の意味があり7 must

ますが、それはどんな意味ですか。

)次の各文を に気をつけて訳しなさい。8 must

a I must clean this room.)

b It must rain today.)

c She must be Mr. Watson's daughter.)
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【１】

)「出来る」とは「可能である」とか「可能性がある」と1

いう意味だが、それを疑問文にすると「可能性があるだ

ろうか」→「 」という意味を表せる。ま一体～だろうか

た否定文なら「可能性はない」→「 」の～のはずはない

意味を表せる。だから、各文は次のような意味になる。

) それは本当 （←それが本当である可能a 一体、 だろうか。

性はあるだろうか ）。

)それは本当 （←それが本当の可能性はb のはずがない。

ない ）。

)2

) 彼はその質問に答a He answer the question.was able to

えることが出来た。

) 彼は明日3 He arrive in America tomorrow.will be able to

アメリカに着けるだろう （ のように助動詞を重。 will can

ねて使うことは出来ません。だから の前に助動詞がcan

来るときは、必ず を に変えなければなりcan be able to

ません ）。

)4

)あなたは彼の家に行っ （ は禁a mustn'tてはいけません。

止を表します ）。

b don't have to)あなたは彼の家に行く必要はありません。（

は不必要を表します ）。

) あな5 You go to your uncle's house tomorrow.will have to

たは明日、あなたの叔父の家に行か 。なければならない

( のように助動詞の後ろに助動詞を重ねて使うwill must

ことは出来ません。だから の前に助動詞が来るとmust

、 。）きは 必ず を に変えなければなりませんmust have to

) 私は昨日、私の父を手6 I help my father yesterday.had to

。（ 、伝わなければならなかった の過去形はないのでmust

過去の文にするには を に変えます ）must had to 。

)「～に違いない」7

)8

)私はこの部屋を掃除しなければならない。a

)今日は雨が降るに違いない。b

c She is)彼女はワトソン氏の娘に違いない （この文は。
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) には「～しても良い」以外の意味がありますが、そ9 may

れはどんな意味ですか。

)次の各文を に気をつけて訳しなさい。10 may

a You may use my computer.)

b It may be true.)

) ～ と ～ の２つの使い方に気をつけ11 Shall I ? Shall we ?

て、 次の各文を訳しなさい。

a open the window? Yes, please.)Shall I

b help you? No, thank you.)Shall I

c play soccer? Yes, let's.)Shall we

d watch TV together?)Shall we

【２】次の各文の( )内から最も適当なものを選び、更に

全文を日本語に直しなさい。

1 She will have, will has, will had lunch with him.) ( )

2 I will have to, will must help my father tomorrow.) ( )

3 They hadn't to, didn't have to start so early.) ( )

4 We won't can, won't be able to climb the mountain) ( )

tomorrow.

5 He is absent today. He can, will, may be sick.) ( )

6 What will, shall I do next?) ( )

7 You may, must go to bed late, but you must get up early.) ( )

8 Shall, May I look at your pictures? Yes, please.)( )
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に がついたものだが、助動Mr. Watson's daughter. must

詞 が使われているので、後ろの 動詞は が原must be is

形の になり、 の形になっている ）be must be 。

)「～かも知れない」9

)10

)あなたは私のコンピュータを使っ 。a ても良い

b It is true. may)それは本当 （この文は にかも知れない。

がついたものだが、助動詞 が使われているので、may

後ろの が原形になり、 の形になっている ）is may be 。

)11

a Shall I)窓を開け 。 はい、お願いします （ましょうか 。

～ は、自分から仕事をすることを申し出るときに使?

う ）。

)あなたを手伝い 。 いいえ、結構です。b ましょうか

c Shall)サッカーを 。 はい、しましょう （しましょうか 。

～ は、相手を誘うときに使う ）we ? 。

)一緒にテレビを見 。d ましょうか

【２】

) 彼女は彼と一緒に昼食を食べるつもりです1 wll have

（食べるでしょう 。）

) 私は明日、私の父を手伝わなければなりま2 will have to

せん（ならないでしょう （ と助動詞を重ね）。 will must

て使うことは出来ません ）。

) 彼らはそんなに早く出発する必要はなか3 didn't have to

have to don't have toった （ は一般動詞と同じように、。

や で否定文になります。意味は「～する必didn't have to

要はない」となるので注意すること ）。

) 私たちは明日、その山に登ることが出4 won't be able to

来ないでしょう （ と助動詞を重ねて使うこと。 won't can

が出来ません ）。

) 彼は今日、欠席している。 彼は病気かも知れな5 may

い。

) 次に何をしましょうか （ ～ は、仕事を6 shall Shall I ?。

申し出るときに使う ）。

) あなたは遅くに寝ても良い。しかし早く起きなけ7 may

ればならない。

) あなたの写真を見ても良いですか。 ええ、どう8 May

ぞ。
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9 Must, Shall, May I go to bed now? No, you don't have)( )

to.

10 It is cloudy. It shall, can, may rain in the afternoon.) ( )

11 Shall, Can, May we play tennis after school? Yes, let's.)( )

12 This news won't, can't, mustn't be true.) ( )

13 May, Must I listen to the radio here? No, you must not.)( )

14 She stayed in America for a long time. She will, must, has) (

to speak English well.)

15 You don't must, have to do your homework today.) ( )

16 Will, Can you go to London? Are you going to go to)( ) ＝

London?

) ( ) ＝17 You won't, mustn't, don't have to watch TV now.

Don't watch TV now.

18 May, Must, Shall we do the work now? Do we have to)( ) ＝

do the work now?

19 She had to, could, would ride a horse. She was able to) ( ) ＝

ride a horse.

20 Has she to, Does she have to clean the room every day?)( )

21 Will, Shall I help you with your work?)( )

22 Will, Shall you help me with my work?)( )

23 You must, need not clean your own room today. Clean) ( )

it tomorrow.

24 It is, will be, is going to rainy tomorrow.) ( )

25 Will, May, Shall we swim after school? Let's swim)( ) ＝

after school.
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) 今（もう 、寝なければなりませんか。いいえ、9 Must ）

その必要はありません。

) 曇っています。 午後に雨が降るかも知れませ10 may

ん。

) 放課後、テニスをしましょうか。 はい、しま11 Shall

しょう （ ～ は、相手を誘う言い方）。 Shall we ?

) このニュースは本当であるはずがない （ は12 can't can't。

「～であるはずがない」という強い疑いを表します ）。

。 、13 May) ここでラジオを聴いても良いですか いいえ

聴いてはいけません。

) 彼女はアメリカに長い間滞在していた。彼女は14 must

上手に英語を話すのに違いない。

) あなたは今日、あなたの宿題をしなくても良15 have to

い（する必要はない 。）

) あなたはロンドンへ行くつもりですか。16 Will

) あなたは今、テレビを見てはいけません。17 mustn't

（ は禁止を表します ）mustn't 。

、 。18 Must) 私達は今 その仕事をしなければなりませんか

) 彼女は馬に乗ることが出来た。19 could

) 彼女は毎日、その部屋を掃除しなけ20 Does she have to

ればなりませんか （ は一般動詞の時と同じよ。 have to

うに、 や 、 を使って疑問文や否定文を作りdo does did

ます ）。

) あなたの仕事を手伝いましょうか （ ＋人21 Shall help。「

＋ ～」で「～を手伝う」という意味になる ）with 。

22 Will Will you ?) 私の仕事を手伝ってくれませんか （ ～。

には「～してくれませんか」と物を頼む意味がある ）。

) あなたは今日、自分自身の部屋を掃除する必要23 need

はありません。 明日、それを掃除しなさい。

( は否定の形では助動詞として使うことが出来、need

や を使わずに で否定文に出来る。don't doesn't need not

意味は「～しなくても良い」となる ）。

) 明日、雨が降るだろう （ で「雨が降24 will be be rainy。

っているという意味になる。 は動詞ではなく形容rainy

詞なので 動詞が必要になる ）be 。

) 放課後、泳ぎましょうか。25 Shall


