
助動詞の基礎（３）No.1

【１】次の助動詞と、その仲間の意味を言いなさい。

1)may（２つ）

2)must（２つ）

3)should

4)have〔has〕 to

5)don’t〔doesn’t〕 have to

6)be able to～

7)had better

【２】次の各文を日本語に訳しなさい。

1)You may use my bike.

2)He may be busy tomorrow.

3)He must get up early in the morning..

4)He must be tired now.

5)You should be kind to old people.

6)I have to do a lot of homework today.

7)You don’t have to read this book.

8)He is able to speak English well.

9)You had better go home now.

【３】次の英文を参考にして、後の日本文を英文に直し

なさい。

1)You use this room. あなたはこの部屋を使っても良い

ですよ。

2)College students read a lot of books every day.

大学生は毎日沢山の本を読まなければならない。

3)You do your homework. あなたは今、宿題をすべき

です。

【４】次の各文を否定文に書き換え、それを日本語に直

しなさい。

1)My mother can drive a car.

2)I will go fishing today.

3)You should eat quickly.

【５】次の各文を疑問文に書き換え、更に（ ）内の語

を使って答え、両方を日本語に訳しなさい。

1)You can play the guitar. (no)

2)Ken will use his brother’s dictionary. (yes)

3)They must practice baseball every day. (yes)
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【１】

1)～してもよい、～かもしれない

2)～しなければならない、～に違いない

3)～すべきだ

4)～しなければならない

5)～しなくてもよい（～する必要がない）

6)～出来る

7)～した方がよい（過去の訳にならないことに注意）

【２】

1)あなたは私の自転車を使ってもよい。

2)彼は明日、忙しいかも知れない。

3)彼は朝早く起きなければならない。

4)彼は今、疲れているに違いない。

5)あなたは老人に親切にするべきだ。

6)私は今日、沢山の宿題をしなければならない。

7)あなたはこの本を読まなくても良い。

8)彼は上手に英語を話すことが出来る。

9)あなたは今、家に帰った方が良い。

【３】

1)You may use this room.

2)College students must（あるいは have to）read a lot of

books every day.

3)You should do your homework now.

【４】

1)My mother can’t drive a car. 私の母は車を運転できな

い。

2)I won’t go fishing today. 私は今日、釣りに行くつも

りはありません。

3)You shouldn’t eat quickly. あなたは素早く食べるべき

ではない。

【５】

1)Can you play the guitar? No, I can’t. あなたはギター

を弾くことが出来ますか。いいえ、出来ません。

2)Will Ken use his brother’s dictionary? Yes, he will. 健

は彼の兄の辞書を使うつもりですか。はい、そのつも

りです。

3)Must they practice baseball every day? Yes, they must.

彼らは毎日、野球の練習をしなければなりませんか。

はい、しなければなりません。



助動詞の基礎（３）No.2

【６】次の英文を、下線部に注意して日本語に直しなさ

い。

1)I’m going to climb Mt. Fuji next summer.

2)Mary has to go home early today.

3)You don’t have to wash the car this week.

4)My mother said to me, "You had better clean your room."

【７】各組の英文を、下線部に注意して日本語に訳しな

さい。

1)a)Taro rides a horse.

b)Taro can ride a horse.

2)a)I visit my uncle in Hokkaido every summer.

b)I will visit my uncle in Hokkaido next summer.

3)a)You sometimes eat a cake.

b)You may eat this cake.

4)a)We do a lot of homework every day.

b)We must do a lot of homework every day.

5)a)You help each other.

b)You should help each other.

【８】次の文の後の「 」内の意味を表す助動詞を付け

加えて、全文を書き換え、更にそれを日本語にしなさ

い。

1)Mike speaks Japanese a little. 「～できる」

2)They didn’t get to the top of Mt. Fuji at last. 「～でき

なかった」

3)Kaoru has a dog in her new house. 「～するつもりだ

った」

4)He is sick in bed. 「～かもしれない」

5)You run fast. 「～しなければならない」

6)She is tired after her long trip. 「～にちがいない」

7)They read this book. 「～すべきだ」
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【６】

1)私は来年の夏、富士山に登るつもりです。

2)メアリーは今日、早く家に帰らなければならない。

3)あなたは今週、その車を洗わなくても良い（洗う必要

はない）。

4)私の母は私に、「あなたはあなたの部屋を掃除した方

がよい」と言いました。

【７】

1)a)太郎は馬に乗る。

b)太郎は馬に乗ることが出来る。

2)a)私は毎年夏に北海道にいる叔父を訪ねます。

b)私は来年の夏に北海道にいる叔父を訪ねるつもりで

す。

3)a)あなたは時々、ケーキを食べる

b)あなたはこのケーキを食べてもよい。

4)a)私達は毎日、沢山の宿題をする。

b)私達は毎日、沢山の宿題をしなければならない。

5)a)あなたたちは互いに助け合う。

b)あなたたちは互いに助け合うべきだ。

【８】

1)Mike can〔is able to〕 speak Japanese a little. マイク

は少し日本語を話すことが出来る。

2)They couldn’t〔weren’t able to〕get to the top of Mt. Fuji

at last. 彼らはとうとう富士山の頂上に到達すること

が出来なかった。

3)Kaoru would〔was going to〕 have a dog in her new

house. 薫は彼女の新しい家で犬を飼うつもりだっ

た。

4)He may be sick in bed. 彼は病気で寝ているかも知れ

ない。（be sick in bedで「病気で寝ている」）

5)You must〔have to〕 run fast. あなたは速く走らなけ

ればならない。

6)She must be tired after her long trip. 彼女は長旅の後

で、疲れているにちがいない。

7)They should read this book. 彼らはこの本を読むべき

だ。


