
助動詞の応用（５）No.1

【１】次の各組の文がほぼ同じ内容になるように、（ ）

内に適語を入れ、更に下の文を日本語に訳しなさい。

1)Do you want me to open the window?

( ) I open the window?

2)It is difficult for him to play the guitar.

( )( ) play the guitar easily.

3)It is not necessary for you to study English.

( )( )( )( ) study English.

4)It is better for you not to drive a car so fast.

You ( )( )( ) drive a car so fast.

5)It is not impossible that you will pass the examination.

You may ( )( )( ) pass the examination.

6)He lived here before. He doesn’t live here any more.

He ( ) to live here.

【２】次の日本文に合うように（ ）内の語を使って

正しい英文を書きなさい。

1)あなたはなぜそんなに早く学校へ出かけなければな

らないのですか。

Why (do, leave, to, have, you, for) school so

early?

2)出来るだけ急いでそこへ行った方がよい。

(can, as, better, you, quickly, there, go, as, you

had)

3)君は夜遅く散歩をしない方がよい。

(had, take, a, walk, late, you, better, not, night,

at)

4)またお会いできることを願っています。

(again, able, to, you, will, I, be, hope, see,

I)

5)失礼ですが、どちら様ですか。

(me, may, name, please, excuse, but, your,

have, I)

6)道路を横断するときには、いくら注意してもし過ぎ

ることはない。（１語不足）

(crossing, cannot, careful, a, you, be, street, in)

7)私達はよくそのようなことをしたものだった。

(like, do, we, often, that, would, things)

【３】次の日本文を英語に直しなさい。

1)毎日英語を話せば、あなたは数年で（それを）上手

に話すことが出来るようになるでしょう。

2)私は明日、君と一緒に買い物に行けないでしょう。
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【１】

1)Shall 窓を開けましょうか。（上の文の意味は「あ

なたは私に窓を開けて欲しいですか。」）

2)He can’t 彼は簡単にはギターを弾くことができな

い。

3)You don’t have to（You don’t need to）あなたは英語

を勉強する必要はない。

4)had better not あなたはそんなに速く車を運転しな

い方が良い。

5)be able to あなたはその試験に合格するかも知れな

い。（上の文の意味は「あなたはその試験に合格す

ることは不可能ではない。」）

6)used 彼は昔はここに住んでいた。（not any moreは

「もはや～ではない」の意味）

【２】

1)(Why) do you have to leave for (school so early)?

(leave for～「～に出発する」)

2)You had better go there as quickly as you can.（as～

as ― canで「出来るだけ～」）

3)You had better not take a walk late at night.（had

better not～「～しない方がよい」、take a walk「散

歩をする」、late at night「夜遅く）

4)I hope I will be able to see you again.

5)Excuse me, but may I have your name, please?

（Excuse me, but～「済みませんが～」）

6)You cannot be too careful in crossing a street.（in ～

ing「～する際に、～するときに）

7)We would often do things like that.（would often「よ

くしたものだ」）

【３】

1)If you speak English every day, you will be able to

speak it well in a few years.（in～「～で」）

2)I won’t be able to go shopping with you tomorrow.
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3)お茶をもう一杯いかがですか。

4)あなたは空腹であるかも知れないが、出来るだけゆ

っくり食べる方がよい。

5)彼女は母はアメリカ人に違いない。

6)駅へ行く道を私に教えてくれませんか。

7)明日雨が降ったら、あなたはそこへ行かなくてもよ

いでしょう。

8)君は他人にいくら親切にしても、し過ぎることはあ

りません。

9)私の父は私に最善を尽くしなさいとよく言ったもの

でした。
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3)Will you have another cup of tea?（another cup of～

「もう一杯の～」）

4)You may be hungry, but you had better eat as slowly

as you can.（as～ as― can「出来るだけ～」）

5)Her mother must be an American.

6)Will you tell me the way to the station?（～してくれ

ませんか「Will you～?」）

7)You won’t have to（または won’t need to) go there if

it rains tomorrow.（「もし～ならば」は、未来の中

身でも現在形で書くことに注意）

8)You cannot be too kind to others.

9)My father would often tell me to do my best.（do

one’s best「最善を尽くす」）


