
助動詞の応用（１）No.1

【１】次の各文を を使って書き換え、更にbe able to
それを日本語にしなさい。

1) .I can play the piano

2) .The baby can walk

3) .They can speak English well

4) .He can't play the guitar

5) .He couldn't find the pen

Can she climb Mt Fuji?6) .

7) （ 「仕事 ）Could you get the job? job 」

【２ （ ）内の語句を日本語に合うように並べ替え】

なさい。

1)私はこれらのコンピュータを使うことが出来ます。

( , , , , , , ).these use able I computers to am
2)私達はとうとうマイクに会うことが出来ました。

( , , , , , , ).at last were We able Mike see to
3)あなたは一週間で泳げるようになるでしょう。

( , , , , , , ).swim to in a week You be will able
【３】 を使って次の日本文に合うように英文をcould
完成しなさい。

1)私の父は若い頃、速く走ることが出来ました。

( )( ) .My father fast when he was young
2)私はその本を読み終えることが出来ませんでした。

( )( ) .I finish reading the book
3)私はこの前の日曜日、魚を捕まえることが出来ませ

んでした。

( )( ) .I any fish last Sunday
4)駅への道を教えてくださいませんか。

tell me the way to the station?( )( )

5)私の仕事を手伝って下さいませんか。

me with my work?( )( )( )

【４】 を適当な形に変えて、日本文に合うよhave to
うに（ ）内に適語を入れなさい。

1)私は昨夜、早く寝なければなりませんでした。

( )( ) .I go to bed early last night
2)私達は岡先生の手伝いをしなければなりませんでし

た。

( )( )( ) . .We Mr Oka
3)私達は先週、教室を掃除する必要はありませんでし

た。

( )( )( ) .We clean the classroom last week
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【１】

1) . 私はピアノを弾くことI am able to play the piano
が出来る。

2) . その赤ん坊は歩くことがThe baby is able to walk
出来る。

3) . 彼らは英語をThey are able to speak English well
上手に話すことが出来る。

4) . 彼はギターを弾くこHe isn't able to play the guitar
とが出来ない。

5) . 彼はそのペンを見つHe wasn't able to find the pen
けることが出来なかった。

6) . 彼女は富士山に登るIs she able to climb Mt Fuji?
ことが出来ますか。

7) あなたはその仕事をWere you able to get the job?
手に入れることが出来ましたか。

【２】

1) .I am able to use these computers

2) .We were able to see Mike at last

3) .You will be able to swim in a week

【３】

could run1)

could not2)

couldn't catch3)

4) （ ～ で「～してくださいませCould you Could you ?
んか」と、ていねいにものを頼む表現になる ）。

（「 （ 」 、5) ＋人＋ 誰々の)～ でCould you help help with
「― の～を手伝う」の意味）

【４】

had to1)

had to help2)

didn't have to3)
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、 。4)彼は昨日 そこへ行かなければなりませんでしたか

he go there yesterday?( ) ( )( )

5)生徒たちは駅に走っていかなければならなかったの

ですか。はい、走っていかなければなりませんでし

た。

the students run to the station?( ) ( )( )

, ( )( ).Yes
【５】 と に気を付けて、次の各文を日本should may
語に訳しなさい。

1) .You write a letter to hershould
2) .She use a computershould
3) .He study hardershould
4) .We cut down the treeshould not

5) .She be sickmay
6) .It rain tomorrowmay
7) .He be in timemay not

8) , .May mayI ask you a question? Yes you

【６】次の文を、後の〔 〕内の語句を加えて書き換

え、更に書き換えた文を日本語にしなさい。

1) . 〔 〕She sings very well be able to

2) . 〔 〕I swam in this river when I was a child could

3) . 〔 〕We went home early yesterday had to

4) . 〔 〕You take an umbrella with you should

5) . 〔 〕They are tired may

【７】日本語に合うように（ ）内に適語を入れなさ

い。

1)明日は今日よりも暑くなるかも知れない。

( ) ( ) .Tomorrow hotter than today
2)私はその電車に乗ることが出来ませんでした。

( )( ) .I the train
3)あなたは寝る前にコーヒーを飲むべきではありませ

ん。

( )( ) .You coffee before bed
4)あなたは彼の質問に答えることが出来ましたか。は

い、出来ました。

( ) ( ) , ( ).you to answer his question? Yes I
5)彼は夕食を作らなくてもよかった。

( )( )( ) .He cook dinner
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Did / have to4)

Did / have to / they did5)

【５】

1)あなたは彼女に手紙を書く 。べきです

2)彼女はコンピュータを使う 。べきです

3)彼はもっと一生懸命勉強する 。べきです

cut down4)私達はその木を切り倒す （べきではない。

「切り倒す ）」

5)彼女は病気 。かも知れない

6)明日、雨が降る 。かも知れない

7)彼は間に合わ （ 「間にないかも知れない。 be in time
合う ）」

してもいいですか いいです8)あなたに質問を 。ええ、

。よ

【６】

1) . 彼女はとても上手にShe is able to sing very well
歌うことが出来る。

2) . 私は子I could swim in this river when I was a child
供の頃、この川で泳ぐことが出来た。

3) . 私達は昨日、早We had to go home early yesterday
く家に帰らなければならなかった。

4) . あなたは傘You should take an umbrella with you
を携帯して行くべきです ～ で 身。（ 、「（take with you
につけて）持っていく」の意味）

5) . 彼らは疲れているかも知れなThey may be tired
い。

【７】

may be1)

couldn't take2)

shouldn't drink3)

Were / able / was4)

didn't have to5)


