
助動詞の応用（６）No.1

【１ （ ）内から適語を選び、全文を日本語にしな】

さい。

You must not to stay stay staying in bed late in1) ( , , )

.the morning
You don't must may has have to go to the store2) ( , , , )

.now
You may go out but you must will need come3) , ( , , )

.home by five

It's very hot May Must Will Shall you open4) . ( , , , )

the window?
5) , ( , , )Must I go at once? No you must need will

.not

Must we wait here? No you must not don't have6) , ( ,

, ).to may not
May Shall Must we play soccer here? No you7)( , , ) ,

.must not
8) , ( , ,Shall I bring your bag? Yes I shall you shall

, ).please you will
May Will Shall you have some coffee with me?9)( , , )

.Sure
10)( , , ) ,May Shall Will we go fishing tomorrow? Yes

.let's
11) ( , , ) .You had better to start starting start at once

You had better stay stayed staying to stay at12) ( , , , )

.home today
You didn't have better had not better had better13) ( , ,

) .not go there
14) . ( , ,You have some decayed teeth You should must

) .〔 「虫歯 〕ought to see a dentist decayed teeth 」

He would used could to come to see us every15) ( , , )

.Sunday
I could not help smoke smoked smoking at the16) ( , , )

.meeting

【２】各組の文がほぼ同じ内容になるように（ ）内

に適語を入れ、更に書き換えた文を日本語に訳しな

さい。

1) .I must get up early to catch the first train
( )( ) .I get up early to catch the first train

助動詞の応用（６）No.1

【１】

1) あなたは朝遅く寝床にいてはいけません。stay

、 。2) あなたは今 その店に行く必要はありませんhave

3) あなたは外出してもいいですが、５時までにmust
は家に帰ってこなければなりません （ は肯定。 need
文では助動詞として使えません。一般動詞として

とすれば使えます ）need to 。

4) とても暑いです。窓を開けてくれませんか。Will

5) すぐ行かなければなりませんか。いいえ、そneed
の必要はありません （ は否定文、疑問文では。 need
助動詞として使えます ）。

6) 私達はここで待たなければなりませdon't have to
んか。いいえ、その必要はありません。

。 、7) ここでサッカーをしてもいいですか いいえMay
してはいけません （ は禁止を表す ）。 。must not

8) あなたのカバンを持ってきましょうか。えplease
え、お願いします。

9) 私と一緒に（いくらか）コーヒーを飲みませWill
んか。分かりました。

10) 明日、釣りに行きましょうか。ええ、そうShall
しましょう （ ～ 「～しにいく ）。 」go ing

11) あなたはすぐ出発した方がよい。start
12) あなたは今日は家にいた方がよい。stay

。13) あなたはそこへ行かない方がよいhad better not
( の否定は )had better had better not

14) あなたは何本か虫歯があります。あなたはought
歯医者に診てもらうべきです （ 「歯医。 see a dentist
者に診てもらう ）」

15) 彼は毎週日曜日に私達に会いに来るのが常used
だった（会いに来たものだ 。）

16) 私は会合でタバコを吸わずにはいられなsmoking
かった （ ～ で「～せずにはいられ。 cannot help ing
ない ）」

【２】

1) 私は始発列車に間に合うように早く起きなhave to
ければならない。



助動詞の応用（６）No.2

2) .She must study English harder
( )( ) .She study English harder

3) .You must go there at once
( )( ) .You go there at once

4) .She need not do that
( )( )( ) .She do that

5) .You need not wash your car every day
( )( ) .You don't wash your car every day

6) .You need not work so hard
( )( )( ) .You work so hard

7) .Kate and I can speak French well
( )( ) .Kate and I to speak French well

8) .I was not able to sleep well last night
( ) .I not sleep well last night

9) .He couldn't find his way back
( )( )( ) .He find his way back

10) .Tom couldn't speak Japanese well
( )( ) .Tom wasn't speak Japanese well

【 】 （ ） 。３ 日本語に合うように に適語を入れなさい

1)彼女は明日東京へ発たなければならないでしょう。

( )( )( ) .She leave for Tokyo tomorrow
2)私は昨日歩いて学校へ行かなければならなかった。

( )( )( ) .I to school yesterday
3)日曜日には、早く起きるには及びません。

( )( )( ) .You get up early on Sunday
4)私達は今すぐ出発しなければなりませんか。

we start right now?( ) ( )( )

5)それを見るのはいいが、手を触れてはいけません。

( )( ) , ( )( ) .You at it but you touch it
。 。6)彼は今日学校を休んだ 病気で寝ているに違いない

He was absent from school today He sick. ( )( )

.（ 「病気で寝て ）in bed sick in bed 」

7)私は彼とは長い知り合いだ。彼はそんな馬鹿な男で

あるはずがない。

I've known him long He such a foolish. ( )( )

.man
8)今日はとても暑いですね。窓を開けましょうか。

It's very hot today open the window?. ( )( )

9)お手伝いしましょうか。ええ、お願いします。

( )( ) , ( ).help you? Yes
10)あなたは疲れているに違いない。今日は早く寝た

方がいいよ。

You tired You go to bed early( )( ) . ( )( )

.today
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2) 彼女はもっと一生懸命英語を勉強しなけれhas to
ばならない。

3) あなたはすぐにそこへ行かなければならなhave to
い。

4) （または ） あなたはそれdon't need to don't have to
をする必要がない（しなくてもよい 。）

5) （または ） あなたは毎日あなたのhave to need to
車を洗う必要はない（洗わなくてもよい 。）

6) あなたはそんなに一生懸命働く必要don't have to
はない（働かなくてもよい 。）

7) ケイトと私はフランス語を上手に話すこare able
とが出来る。

8) 昨夜、私はよく眠れなかった。could

9) 彼は帰る道を見つけることが出来wasn't able to
なかった （ 「帰る道、帰り道 ）。 」one's way back

10) トムは上手に日本語を話すことが出来なable to
かった。

【３】

will have to1)

had to walk2)

3) （または ）don't have to don't need to

Do / have to4)

may look / must not5)

must be6)

cannot be7)

Shall I8)

Shall I / please9)

must be / had better10)


