
【第四章：助動詞】
＜助動詞 can＞

【Step1】次の空欄に入る語句を日本語を参考にして答えなさい。

① You （ can ）（ use ）a cell phone here. 　　　　あなたはここで携帯電話を使うことができる。

② He （ can ）（ speak ）French.　　　　　　　　　　彼はフランス語を話すことができる。

③（ Can ）she （ swim ）in the sea tomorrow.　 彼女は明日海で泳ぐことができますか。

④ I （ can't ）（ go ）there by bus.　　　　　私はバスでそこに行くことができません。

⑤ What （ can ）we （ do ）？　　　　　　　　　 私たちは何ができるでしょうか。

【Step2】次の語順を並べ替えて、適する文を完成させなさい。

①【this, in, we, can, lake, swim】.
→We can swim in this lake.
②【they, ride, here, can, bikes】?
→Can they ride bikes here?
③【Taro, cookies, make, can't】.
→They can't make cookies.
④【speak, can, too, Japanese, they】.
→They can speak Japanese too.
⑤【up, can't, six, Mike, at, get】.
→Mike can't get up at six.

【Step3】次の英語を日本語に訳しなさい。

① We can take many pictures here.
→私たちはここでたくさんの写真を取ることができる。

② We can read a lot of books in the library.
→私たちは図書館でたくさんの本を読むことができる。

③ Can Kota get to school at eight?
→コウタは８時に学校に着けますか？

④ Taro can't eat a hamburger. 
→タロウはハンバーガーを食べることができません。

⑤ You can see a lot of stars at night.
→あなたは夜にたくさんの星を見ることができます。

【Step4】次の日本語を英語に訳しなさい。

①トムはとても上手に漢字を書くことができる。

→Tom can write kanji very well.
②私の祖母はコンピューターを使うことができる。

→My grandmother can use the computer.
③ケンは上手にサッカーができません。

→Ken can't play soccer well.
④彼らはどこでテニスをすることができますか？

→Where can they play tennis?
⑤彼は歩いて学校へ行けません。

→He can't walk to school.
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＜助動詞 will＞
【Step1】次の空欄に入る適切な語句を日本語を参考にして答えなさい。

① I （ will ）（ play ）tennis tomorrow.　　　　　私は明日テニスをするつもりです。

②（Will ）he （ watch ）TV tonight？　　 　　　　彼は今晩テレビを見るつもりですか？

③ I （ won't ）（ play ）the piano today.　 　　私は今日ピアノを弾くつもりはありません。

④ It （ will ）（ be ）sunny tomorrow.  　　明日は晴れるでしょう。

⑤ How （ will ）the weather（ be ）tomorrow？明日の天気はどうですか？

【Step2】次の語順を並べ替えて適切な文を完成させなさい。

①【you, study, next, will, Sunday】?
→Will you study next Sunday?
②【he, go, the, park, to, will, next,month】.
→He will go to the park next month.
③【be, tomorrow, will, rainy, it】.
→Itwill be rainy tomorrow.
④【be, fifteen, I, years, will, next, old, week, next】.
→I will be fifteen years old next year.
⑤【what, do, will, you, tomorrow】?
→What will you do tomorrow?

【Step3】次の英文を日本語に訳しなさい。

① He will come here next Sunday.
→彼は来週の日曜日にここに来るつもりです。

② I will be fifteen years old next month.
→私は来月に１５歳になります。

③ Will you play tennis with your friends in the park tomorrow?　

→あなたは明日公園であなたの友達とテニスをするつもりですか？

④ Where will he go next summer?
→彼は来年の夏にどこに行くつもりですか？

⑤ What will you do after school next Monday?　

→あなたは来週の月曜日に放課後何をするつもりですか？

【Step4】

①私は明日東京に行くつもりです。

→I will go to Tokyo tomorrow.
②私は来週友達と遊ぶ予定はありません。

→I won't play with my friend(s) next week.
③あなたは明日彼女の家を訪れる予定ですか？

→Will you visit her house tomorrow?
④私は来週で 20 歳になります。

→I will be twenty years old next week.
⑤あなたは来週の土曜日に何をするつもりですか？

→What will you do next Saturday?
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＜助動詞 must＞
【Step1】次の空欄に入る適切な語句を日本語を参考にして答えなさい。

① He （ must ）（ do ）his homework.　　　彼は宿題をしなくてはならない。

②（ Must ）she （ write ） a letter？　　　  彼女は手紙を書かなければなりませんか？

③ She （ must ）（ get ）up early.              彼女は早く起きなければならない。

④ You （ must ）（ not ）（ run ）here.　あなたはここで走ってはならない。

⑤ You （ mustn't ）（ swim ）in this river.　　 あなたはこの川で泳いではならない。

 

【Step2】次の語順を並べ替えて適切な文を完成させなさい。

①【you, do, homework, your, must】.
→You must do your homework.
②【I, clean, room, today, must, my】,
→I must clean my room today.
③【must, he, go, not, out, today】.
→He must not go out today.
④【I, be, at, must, home, now】?
→Must I be at home now?
⑤【what, I , must, now, do】?
 →What must I do now?

【Step3】次の英文を日本語に訳しなさい。

① I must do my homework now.
→私は今宿題をしなければならない。

② You mustn't go there alone.
→あなたは一人でそこに行っては行けません。

③ Must I clean my room today?
→私は今日じぶんの部屋を掃除しなければなりませんか？

④ You mustn't be so nervous on the game.
→あなたは試合中にそんなに神経質になってはいけません。

⑤ What must I do for my mother?
→私は母のために何をしなければなりませんか？

 

【Step4】

①私はもう家に帰らなければならない。

→ I must go home now.
②窓をあけてはいけません。

→ You mustn't open the window.
③教室で走ってはいけません。

→ You mustn't run in the classroom.
④彼は今日自分の部屋を掃除しなければなりませんか？

→ Must he clean his room today?
⑤私は注意深くならなければならない。

→ I must be careful.
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＜助動詞 should, may＞ 

【Step1】次の空欄に入る適切な語句を日本語を参考にして答えなさい。

①（ May ）I open this box?　　　　  　　　　　　　　この箱を開けていいですか？　　　

② You （ may ）（ go ）there.           　　　　　　　　あなたはそこに行ってもいいですよ。

③ You （ should ）（ study ）hard.   　　　　　　　　 あなたは一生懸命勉強するべきです。

④ You （ shouldn't ）（ eat ）so mush.  　　　　　　 あなたはそんなにたくさん食べるべきではない。

⑤ What（ should ）I （ do ）?　　    　　　　　　　　 私は何をするべきですか？

 

【Step2】次の語順を並べ替えて適切な文を完成させなさい。

①【may, you, use, dictionary, my】.
→You may my dictionary.
②【he, be, his, house, now, may, in】.
→He may be in his room now.
③【should, you, study, hard, Engkish, today】.
→You should study English hard today.
④【should, I, clean, room, my, now】?
→Should I claen my room now?
⑤【should, do, in, future, the, what, I】?
→What should I do in the future?
 

【Step3】次の英文を日本語に訳しなさい。

① You may use this computer.
→あなたはこのコンピューターを使ってもよい。

② May I use your pen?
→私はあなたのペンを使ってもいいですか？

③ She may be busy now.
→彼女は今忙しいかもしれない。

④ You should do your homework soon.
→あなたはすぐに宿題をするべきです。

⑤ You shouldn't do like that.
→あなたはそのようなことをするべきではありません。

 

【Step4】次の日本語を英語に訳しなさい。

①この辞書を使ってもいいですか？

→May I use this dictionary?
②あなたは今日外出してもよい。

→You may go out today.
③あなたはこの話を読むべきです。

→You should read this story.
④私は自分の部屋を掃除するべきですか？

→Should I clean my room?
⑤私たちは彼のために何をするべきですか？

→ What should I do for him?
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