
過去形・未来形・助動詞（３）No.1

【１】 ～ には、普通の未来を表す表現の他に、相Will you ?
手の意志を尋ねる２つの表現があります。次の各文の

～ に気を付けて、全文を訳しなさい。Will you ?
) ( )1 help me? All right. Sure.Will you

2 drink a cup of tea? Yes, thank you. No, thank)Will you
you.

【２】 という助動詞がありますが、次の下線部に気を付shall
けて全文を訳し、どんな使い方をするか説明しなさい。

1 clean the kitchen? Yes, please.)Shall I

2 play tennis after school? Yes, let's.)Shall we

【３】 という助動詞の意味を言いなさい。should
【４】 に気を付けて、各文を訳しなさい。should
1 We study English every day.) should
2 You clean your room every day.) should
) （ ：食事）3 We wash our hands before meal. mealshould
) （ ：おや）4 You help your parents. parentshould
【５】各文の助動詞に気を付けて、全文を日本語にしなさい。

Shall I No, thank you.1 turn on TV?)

2 have another cup of coffee? another cup of) （Will you
～：もう一杯の～）

3 go to the movies?)Shall we
) （ ：守る、保つ、4 You keep your promise. keepshould

：約束）promise
) （ ：本当）5 The story be true. truemay

6 I come home by ten? Yes, you .)Must must
（ ～：～までに、～までには）No, you . bydon't have to

7 I sit on this chair? Yes, you .)May may
8 My brother drive a car very well.) can
9 You meet the singer next Sunday.) will be able to

10 she finish her homework by tomorrow?)Will have to
（ ～：～までに、～までには）by
11 You clean the kitchen today.) don't have to
12 That tall man be Nancy's father.) must

Shall we Yes, let's.13 play soccer after school?)

14 What do? Please open the windows.) shall I
) （ ～：～の代わりに、15 cook dinner for me? forWill you
～のために）

16 have another piece of cake? another piece of) （Will you
～：もう一切れの～、もう一個の～）

) （ ：電話をす17 You not call after ten at night. callshould
る）
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【１】

)私を手伝っ 。 分かりました。1 てくれませんか

)お茶を一杯飲み 。 はい、頂きます。 いいえ、2 ませんか

結構です。

【２】

1 Shall I)台所を掃除 。 ええ、お願いします。（しましょうか

～ は、 に使う。）? 自分から何かをすることを申し出る場合

2 Shall)放課後テニスを 。 ええ、しましょう。（しましょうか

～ は、 に使う。 ～とほぼ同じ意we ? Let's相手を誘うとき

味。）

【３】「～するべきである」という意味。

【４】

)私達は毎日勉強する 。1 べきだ

)あなたは毎日、あなたの部屋を掃除する 。2 べきだ

)私達は食事前に私達の手を洗う 。3 べきだ

)あなたはあなたの両親を手伝う 。4 べきだ

【５】

)テレビを付け 。 。1 ましょうか いいえ、結構です

)もう一杯コーヒーを飲み 。2 ませんか

)映画に行き 。3 ましょうか

)あなたはあなたの約束を守る 。4 べきだ

)その話は本当 。5 かも知れない

)十時までに私は家に帰らな 。はい、帰6 ければなりませんか

ら 。いいえ、 。なければなりません その必要はありません

)この椅子に座っても 。はい、 。7 いいですか いいですよ

)私の兄はとても上手に車を運転 。8 することが出来る

ことが出来るで9)あなたは来週の日曜日にその歌手に会う
。しょう

なければならない10)彼女は明日までに彼女の宿題を終え
。でしょうか

)あなたは今日は、台所を掃除 。11 しなくても良い

)あの背の高い男の人はナンシーの父 。12 に違いない

しましょうか はい、しましょう。13)放課後サッカーを 。

)何を 。どうぞ、窓を開けて下さい。14 しましょうか

)私の代わりに夕食を料理 。15 してくれませんか

)もう一個ケーキを食べ （いかがですか）。16 ませんか

)あなたは夜十時過ぎに電話をする 。17 べきではない


