
助動詞の応用（２）No.1

【１】次の（ ）内に is, am, are のうち適する語を
入れて書き換え、更にその書き換えた文を日本語に
訳しなさい。

1)I ( ) able to drive this car.
2)My father ( ) able to cook

3)She ( ) not able to play the piano.
4)( ) those boys able to swim?

【２】（ ）内の語句を加えて過去を表す文に書き換
え、更に書き換えた文を日本語に訳しなさい。

1)I can ski well.（when I was young）

2)The girl can’t catch the bird. (then)

【３】（ ）内の語句を加えて過去を表す文に書き換
え、更に書き換えた文を日本語に訳しなさい。

1)I have to walk to school. (this morning)

2)Jim must clean his room. (yesterday)

【４】次の文を should を加えて書き換え、更に書き
換えた文を日本語に訳しなさい。

1)We help each other.

2)You do your homework before dinner.

【５】次の文を may を加えて書き換え、更に書き換
えた文を日本語に訳しなさい。

1)You are right.
2)It rains hard.
【６】次の文を後の〔 〕内の指示に従って書き換え、
更に書き換えた文を日本語に訳しなさい。

1)You are able to skate.〔疑問文に〕

2)My father is able to run fast.〔過去の文に〕

3)You can speak English.〔未来の文に〕

4)We had to go to bed early.〔否定文に〕

5)You are quiet in the library.〔shouldを使った文に〕

6)Open the window.〔couldを使って相手にていねい
に依頼する文に〕

助動詞の応用（２）No.1

【１】

1)am 私はこの車を運転することが出来る。
2)is 私の父は料理をすることが出来る。
3)is 彼女はピアノを弾くことが出来ない。
4)Are あれらの少年達は泳げますか。
【２】

1)I could ski well when I was young. 私は若い頃、上
手にスキーをすることが出来た。

2)The girl couldn’t catch the bird then. その少女は、
その時、その鳥を捕まえることが出来なかった。

【３】

1)I had to walk to school this morning. 私は今朝、学
校へ歩いていかなければならなかった。

2)Jim had to clean his room yesterday. ジムは彼の部
屋を掃除しなければならなかった。

【４】

1)We should help each other. 私達は互いに助け合う
べきだ。

2)You should do your homework before dinner. あなた
は夕食前にあなたの宿題をするべきだ。

【５】

1)You may be right. あなたは正しいかも知れない。
2)It may rain hard. 雨が激しく降るかも知れない。
【６】

1)Are you able to skate? あなたはスケートをするこ
とが出来ますか。

2)My father was able to run fast. 私の父は速く走るこ
とが出来た。

3)You will be able to speak English. あなたは英語を
話すことが出来るようになるでしょう。（will canと
いうふうに２つの助動詞をつないで使うことは出来
ないことに注意）

4)We didn’t have to go to bed early. 私達は早く寝る
必要はありませんでした。

5)You should be quiet in the library. あなたは図書館
では静かにしなければならない。（助動詞の後は原
形）

6)Could you open the window? 窓を開けていただけま
せんか。



助動詞の応用（２）No.2

【７】日本文に合う英文になるように（ ）内に適語
を入れなさい。

1)私の兄のギターを弾くことが出来ます。
My brother ( )( )( ) play the guitar.

2)私達は一日中働かなければなりませんでした。
We ( )( ) work all day.

3)私はその問題に答えることが出来ませんでした。
I ( )( ) answer the question.

4)車を運転するときにはもっと注意すべきです。
You ( )( ) more careful when you drive.

5)彼は病気で寝ているかも知れません。
He ( )( ) sick in bed.

6)あなたはここで野球をするべきではありません。
You ( )( ) play baseball here.

7)あなたは彼の手伝いをする必要はありません。
You ( )( )( ) help him.

【８】各組の文がほぼ同じ意味になるように（ ）に
適語を入れ、更に下の文を日本語に訳しなさい。

1)You have to clean your room now.
You ( ) clean your room now.

2)Mike must answer the letter at once.
Mike ( )( ) answer the letter at once.

3)Must I go there on foot?

( ) I ( ) to go there on foot?

4)Don’t open the window.
You ( )( ) open the window.

5)My sister is able to speak English.
My sister ( ) speak English.

6)Our baby can’t walk.
Our baby ( )( )( ) walk.

7)Can Mary cook sukiyaki?

( ) Mary ( )( ) cook sukiyaki?

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

【９】斜体字の部分に気をつけて各文を日本語に訳し
なさい。

1)a)I have to get up early every day.
b)I had to get up early this morning.

2)a)You must not read this letter.
b)You don’t have to read this letter.

3)a)May I go to the movies with Mary tonight?

b)Mary may be busy tonight.
4)a)Could you help me with my homework? Sure.

b)I could not help her with her homework because I

was very busy.
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【７】

1)is able to

2)had to

3)could not

4)should be

5)may be（be sick in bedで「病気で寝ている」）

6)should not

7)don’t have to

【８】

1)must あなたは今、あなたの部屋を掃除しなければ
ならない。

2)has to マイクはすぐにその手紙に返事をしなけれ
ばならない。

3)Do / have 私は歩いてそこに行かなければなりま
せんか。

4)must not あなたは窓を開けてはならない。

5)can 私の姉は英語を話すことが出来る。

6)isn’t able to 私達の赤ん坊は歩くことが出来ませ
ん。

7)Is / able to メアリーはすき焼きを料理することが
出来ますか。

8)was / able to 彼は子供の頃、泳ぐことが出来なか
った。

【９】

1)a)私は毎日早く起きなければならない。
b)私は今朝、早く起きなければならなかった。

2)a)あなたはこの手紙を読んではならない。
b)あなたはこの手紙を読む必要はない。

3)a)今夜メアリーと一緒に映画に行ってもいいです
か。

b)メアリーは今夜忙しいかも知れない。
4)a)私の宿題を手伝ってくださいませんか。分かりま

した。
b)私はとても忙しかったので、彼女の宿題を手伝う
ことが出来なかった。


