
助動詞の応用（４）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)He must study harder.

He ( ) to study harder.

2)Must I go there by car?

( ) I ( ) to go there by car?

3)You need not return the book.

You ( )( ) to return the book.

4)You need not do the work.

You ( )( )( ) do the work.

5)You don’t have to work so hard.

You ( ) not work so hard.

6)You don’t have to read the book.

You don’t ( ) to read the book.

7)You don’t have to buy the CD.

You ( ) not buy the CD.

8)You do not need to open the window.

You ( )( )( ) open the window.

9)We can use the sun’s energy.

We ( )( )( ) use the sun’s energy.

10)My little brother could not open the bottle.

My little brother wasn’t ( ) to open the bottle.

11)She could climb the mountain.

She was ( ) to climb the mountain.

12)Tom could not go to school yesterday.

Tom was ( )( ) to go to school yesterday.

13)He could not swim when he was a child.

He ( ) not ( )( ) swim when he was a child.

14)They ran fast and could catch the bus.

They ran fast and ( )( ) to catch the bus.

15)Let’s go to the park.

( )( ) go to the park?

16)How about going to the museum after school?

( )( ) go to the museum after school?

17)Don’t play baseball in this park.

You ( )( ) play baseball in this park.

18)Don’t be late for school.

You ( ) be late for school.

19)Please pass me the salt.

( )( ) pass me the salt?

【２】次の日本文に合うように、（ ）に適語を入れ

なさい。

助動詞の応用（４）No.1

【１】

1)has 彼はもっと一生懸命勉強しなければならない。

2)Do / have 私は車でそこへ行かなければなりませ

んか。

3)don’t have あなたはその本を返す必要はない（返

さなくてもよい）。

4)don’t have to あなたはその仕事をする必要はない

（しなくてもよい）。

5)need あなたはそんなに一生懸命働く必要はない

（働かなくてもよい）。 （need は否定文と疑問文で

は助動詞として使える。）

6)need あなたはその本を読む必要はない（読まなく

てもよい）。 （この needは一般動詞）

7)need あなたはその CD を買う必要はない（買わな

くてもよい）。 （この needは助動詞）

8)don’t have to あなたは窓を開ける必要はない（開

けなくてもよい）。

9)are able to 私達は太陽のエネルギーを使うことが

出来る。

10)able 僕の弟はそのビンを開けることが出来なか

った。

11)able 彼女はその山に登ることが出来た。

12)not able トムは昨日学校へ行くことが出来なかっ

た。

13)was / able to 彼は子供の頃、泳げなかった。

14)were able 彼らは速く走って、バスに間に合うこ

とが出来た。

15)Shall we 公園へ行きましょうか。

16)Shall we 放課後、博物館へ行きましょうか。

17)must not あなたたちはこの公園で野球をしては

いけません。

18)mustn’t あなたは学校に遅れてはいけません。

19)Will you 私に塩を回してくれませんか。

【２】



助動詞の応用（４）No.2

1)彼は明日、そこへ行かなければならないでしょう。

He ( )( )( ) go there tomorrow.

2)あなたはその仕事を１人でするにはおよびません。

You ( )( )( ) do the work alone.

3)君はなぜ昨日早く帰らなくてはいけなかったの。

Why ( ) you ( )( ) go home early yesterday?

4)私はあなたのお父さんにお会いしたいものです。

I ( ) like ( ) see your father.

5)食事中に音をたててはいけません。

You ( )( ) make a noise at table.

6)ここで泳いではいけません。溺れるかも知れません。

You ( ) swim here. You ( ) be drowned. 〔be

drowned「溺れる」〕

7)彼女は幸せに違いない。

She ( )( ) happy.

8)母は私に「それが本当のはずがない」と言った。

My mother said to me, "It ( )( ) true."

9)そうたびたび彼の家を訪問しないほうがいい。

You ( )( )( ) visit his house so often.

10)健康にはいくら気をつけても十分ではない（いく

ら気をつけても気をつけ過ぎることはあり得ない）。

We cannot be ( ) careful of our health. 〔be

careful of～「～に気をつける」〕

11)私は彼に腹をたてずにはいられなかった。

I could not ( )( ) angry with him. 〔「腹をたて

る」get angry〕

助動詞の応用（４）No.2

1)will have to

2)don’t have to （または don’t need to）

3)did / have to

4)would / to

5)must not

6)mustn’t / may

7)must be

8)cannot be

9)had better not（had not betterではないことに注意）

10)too

11)help getting（can not help＋動名詞で「～せずには

いられない」の意味。この場合は helpは「避ける」

とか「我慢する」の意味で、直訳では「～すること

を我慢できない」となる。それを言い換えると、「～

せずにはいられない」となる。）


