
助動詞の応用（３）No.1

【 】 。１ 次の助動詞を使った表現を日本語に訳しなさい

1) ＋動詞の原形had better
2) ＋動詞の原形had better not
3) ＋動詞の原形（２種類の訳）used to

4) ＋動詞の原形ought to
5) ＋動名詞(～ )can not help ing

Need ?6) ＋主語＋動詞の原形～

7)主語＋ ＋動詞の原形need not
【２】斜体字の助動詞に気をつけて、各文を日本語に

訳しなさい。

1) .I drive a carcan
2) .We swim because it is coldcannot
3) .You go swimming after you finish your homeworkcan

4) .It be truecannot

I use your phone?5)May
6) .It be truemay
7) .You tell the truthmust
8) .You read such booksmust not
9) .It be truemust
10) .It rain tomorrowwill
11) .I study English tonightwill
12) .Will you help me? All right
13) , .Will you have some tea? No thank you

14) , .Shall I carry your bag? Yes please

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

You look tired You go home early and16) . had better
.have a rest

17) （＝ ）Need I do the work? Do I need to do the work?
You do the work You don't need to do18) .（＝need not

.）the work
19) .I go fishing in the river when I was a childwould
20) .I go swimming in the riverused to
21) .I live in the villageused to
22) .You be more respectful to your parentsought to
（ ～「～に敬意を表す、～を敬う ）be respectful to 」
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【１】

1)～したほうがよい

2)～しないほうがよい

3)よく～したものだ（過去の習慣 、以前は～だった）

（過去の状態）

4)～すべきである（＝ ）should
5)～せずにはいられない（～せざるを得ない）

6)～することが必要ですか（ を助動詞として使need
うときは、疑問文と否定文でしか使えないことに注

意）

7)～する必要がない

【２】

1)私は車を運転 。することが出来る

2)寒いので、私達は泳ぐ 。ことが出来ない

3)宿題を終えた後で、あなたは泳ぎに行っ 。てもよい

（ には 「～してもよい（許可を表す」の意味がcan 、

ある ）。

4)それは本当 （ には、強い疑いをのはずがない。 can
表す意味がある ）。

5)あなたの電話を使っ 。ても良いですか

6)それは本当 。かも知れない

7)あなたは真実を言わ 。なければならない

8)あなたはそんな本を読ん 。ではならない

9)それは本当 。に違いない

10)明日、雨が降る 。でしょう

11)私は今晩英語を勉強 。するつもりです

12)私と手伝っ 。分かりました。てくれませんか

13)（いくらか）お茶を飲み 。いいえ、結構ませんか

です。

14)あなたのカバンを運び 。ええ、お願いましょうか

します （ ～ は、仕事を申し出るときに使。 Shall I ?
う表現）

15)放課後、テニスを 。ええ、しましょしましょうか

う （ ～ は、人を誘う表現）。 Shall we ?
16)あなたは疲れているように見える。あなたは速く

家に帰って 休息を取っ 休、 。（ 「た方がよい have a rest
息を取る、休憩する ）」

17)私はその仕事を 。することが必要ですか

18)あなたはその仕事を 。しなくても良い

、 。19)子供の頃 私は その川へ釣りに行っよく たものだ

20)私はその川へ、泳ぎに行くのが常だった（ 泳よく

ぎに行っ ）たものだ。

21)私は、 その村に住ん 。以前は でいました

22)あなたはあなたの両親をもっと敬う 。べきだ

（ ＝ と考えてよい ）ought to should 。
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23) .I laughcould not help ing

I walk to school but I take【 】３ , ( )used to would often
. この文を日本語に訳して、a bus when it rained

と ( )の違いを言いなさい。used to would often

【４ （ ）内から適語を選び、全文を日本語に訳し】

なさい。

1) ( , , , ) .Bill can runs run ran running very fast
2) ( , , ) .Tom will must has to have to study harder

Father has to doesn't have to had to go home3) ( , , )

.early yesterday
4) , ( , ,Must I wait in this room? No you may must

, ) .will need not

5)( , , , ) ,Will Shall May Must I go there alone? No
.you don't have to

Will Must May we use this room? No you6)( , , ) ,

.may not
7) , ( , , )May I use your bike? No you need must have

.not
Did Shall Will you have some tea? Oh thank8)( , , ) ,

.you
9)( , , , ) .Shall Must Will May you help us? Sure
10)( , , , ) ,Shall I Can you Will you Do I wash your car

, .Father? Yes please
11)( , , , ) ,Am Do Shall Will I carry your bag? No

.thank you
Shall we go on a picnic next Sunday? Yes you12) , (

, , , ).shall you will let's we shall
You can have to must had better feel tired13) ( , , , )

.after your long walk
You had better stay to stay stayed staying with14) ( , , , )

.us
15) ( , , )You had not better had better not not had better

.go there now
He might used would could to go fishing in16) ( , , , )

.the river
You cannot be much very too careful when you17) ( , , )

.drive a car
18) ( , , ) .I could not help laugh laughed laughing at him
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19)私は笑わ （ ～ずにはいられなかった。 can not help
で「～をせずにはいられない、～せざるをえなing

い」 ）

【３】私は歩いて学校へ行くのが常だったが、雨が降

ったときには、よくバスに乗った （ 「～す。 used to
るのが常だった、よく～したものだ」は毎日のよう

、 〔 〕にしていた過去の常習的習慣を表すが would often
「 」 。）よく～したものだ は単なる過去の習慣を表す

【４】

1) ビルはとても速く走ることが出来る。run
2) トムはもっと一生懸命勉強しなければならhave to
ないだろう （ のように通常の助動詞は続。 will must
けて使えない。 なら使える ）will have to 。

3) 父は昨日、早く家に帰らなければならなかhad to
った。

4) 私はこの部屋で待たなければなりませんか。need
need not don'tいいえ、その必要はありません。( ＝

)have to
5) 私は１人でそこへ行かなければなりませんMust
か。いいえ、その必要はありません。

6) 私達はこの部屋を使ってもよいですか。いいMay
え、いけません。

7) あなたの自転車を使ってもよいですか。いいmust
え、使ってはなりません （ は強い禁止）。 must not
8) （いくらか）お茶を飲みませんか。 まあ、Will
ありがとう。

。 。9) 私達を手伝ってくれませんか 分かりましたWill
10) 父さん、あなたの車を洗いましょうか。Shall I
はい、お願いします。

。 、11) あなたのカバンを運びましょうか いいえShall
結構です。

。12) 次の日曜日にピクニックに行きましょうかlet's
ええ、行きましょう。

13) あなたは長い歩きの（長く歩いた）後で疲must
れを感じているに違いない。

。14) あなたは私達のところに泊まった方がよいstay

15) あなたは今、そこへ行かない方がhad better not
よい。

16) 彼はその川へ釣りに行くの常だった（よくused
その川へ釣りに行ったものだ 。）

17) あなたは車を運転するとき、どれだけ注意しtoo
ても、し過ぎることはない。

18) 私は彼を笑わずにはいられなかった。laughing




