
過去形・未来形・助動詞（２）No.1

【１】 の代わりに未来の文を作る方法はありませんか。will
【２】次の各文を を使わない未来形の文にし、さらに日will
本語に訳しなさい。

1 His brother will buy an English book at that store.)

) （ ：自分で）2 Will the man build a house himself? himself

3 We will meet our friend tomorrow.)

4 What will you do next Sunday?)

5 I will clean my room tomorrow morning.)

6 Your sister will help you tomorrow.)

【３】 と は、それぞれどんな意味でしたか。must may

【４】次の各文の日本語を言いなさい。

) （ ：～ま1 You finish your homework by tomorrow. bymust
でに）

2 I use your pencil? Yes, you .)May may

3 He lives in a very large house. He be rich.) must
（ ：お金持ち）rich

4 Nancy didn't come to school today. She be sick.) may
（ ：病気の）sick

5 You use this machine.) mustn't

6 I cook dinner this evening? Yes, you .)Must must

【５】次の文の下線部を同じ意味の別の言い方に変え、全文

を日本語にしなさい。

1 Your brother read this book.) must

2 you speak French? Yes, I .)Can can

3 I wash this car? Yes, you .)Must must

4 She write a letter to her mother.) must

5 My father sing many songs in English.) can
（ ：英語で）in English
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【１】 の代わりに を使う。will be going to

1 His brother buy an English book at that store.) is going to
彼の兄は、あの店で英語の本を買う 。つもりです

) その男の人2 the man build a house himself?Is going to
は自分で家を建てる 。つもりですか

) 私達は、明3 We meet our friend tomorrow.are going to
日、私達の友人と会う 。予定です

) 来週の日曜日、4 What you do next Sunday?are going to
あなたは何をする 。つもりですか

) 私は、5 I clean my room tomorrow morning.am going to
明日の朝、私の部屋を掃除する 。つもりです

) あなたの姉さ6 Your sister help you tomorrow.is going to
んは、明日、あなたを手伝ってくれる 。でしょう

【３】 ：「～しなければならない」、「～に違いない」must
：「～しても良い」、「～かも知れない」may

【４】

なければならな1)あなたは明日までに、あなたの宿題を終え
。い

もいいですか いいで2)（私は）あなたの鉛筆を使って 。ええ、

。すよ

に違いな3)彼はとても大きい家に住んでいる。彼はお金持ち
い。

かも知4)ナンシーは今日、学校に来なかった。彼女は病気
。れない

)あなたはこの機械を使っ 。（ は禁止5 mustn'tてはならない

の意味に使う。発音に注意。）

しなければなりませんか し6)私は今晩、夕食を料理 。ええ、

。なければなりません

【５】

) あなたの兄はこの本1 Your brother read this book.has to
を読ま 。なければならない

) あなたはフラ2 you speak French? Yes, I .Are able to am
ンス語を話すことが 。はい、 。出来ますか 出来ます

) 私はこの車を3 I wash this car? Yes, you .Do have to do
なければなりませんか なければなりませ洗わ 。ええ、洗わ

。ん

) 彼女は彼女の母4 She write a letter to her mother.has to
に手紙を書か 。なければならない

) 私の父5 My father sing many songs in English.is able to
は多くの歌を英語で歌う 。ことが出来る
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【６】次の下線部の意味の違いが分かるように日本語に訳し

なさい。

) ) （ ：場所）1 a You go to the place. placemustn't
b You go to the place.) don't have to

2 a He read these books.) ) mustn't
b He read these books.) doesn't have to

【７】（ ）内の語を各文の後ろに付け、全文を書き換え、さら

に日本語に訳しなさい。

) ( )1 You meet my brother. tomorrowcan

) ( )2 He wash this car. tomorrow afternoonmust

) ( )3 he finish his work? tomorrowCan

) ( )4 I help your sister? next SundayMust
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【６】

) )あなたはその場所に行っ 。1 a てはならない

)あなたはその場所に行か 。b なくても良い

) )彼はこれらの本を読んで 。2 a はならない

)彼はこれらの本を読ま 。b なくても良い

【７】

) あなた1 You meet my brother tomorrow.will be able to
は明日、僕の兄に会う 。ことが出来るでしょう

) 彼は2 He wash this car tomorrow afternoon.will have to
明日の午後、この車を洗わ 。なければならないでしょう

) 彼は明日、3 he finish his work tomorrow?Will be able to
彼の仕事を終える 。ことが出来るでしょうか

) 来週の日曜4 I help your sister next Sunday?Will have to
なければならないでしょ日、私はあなたの姉さんを手伝わ

。うか


