
PART
I

 次の各組の英文が同じ意味を表すように、 ____ に適切な語を書きなさい。

 (1) ◆ You must not leave the door open.
  ◇ You must __________ the door closed.
 (2) ◆ Are your parents fond of sports?
  ◇ __________ your parents like sports?
 (3) ◆ He is able to finish the work soon.
  ◇ He __________ finish the work soon.

 次の日本語の意味を表すように、 ［   ］ 内の語を正しく並べかえなさい。

 (1) 彼は日本製のカメラを買うつもりです。

  ［he's / in / going / buy / to / a / made / camera / Japan］ .
  __________________________________________________________
 (2) あなたは名前を英語で書かなければなりません。

  ［your / name / written / must / English / be / in］ .
  __________________________________________________________
 (3) 明日は寒くなるでしょう。

  ［will / cold / it / tomorrow / be］ .
  __________________________________________________________

 次の英文と同じ意味を表す文として、 最も適切な文を選びなさい。

 (1) You have to believe in yourself.
  ア　You must think of yourself.
  イ　You must be true to yourself.
  ウ　You must not be proud of yourself.         ____________
 (2) It can't be true.
  ア　We can't make it true.
  イ　It is difficult to think it is true.
  ウ　It won't become true.                      ____________
 

 次の日本語の意味を表すように、 ____ に適切な語を書きなさい。

 (1) 一日中寝ていなければなりませんか。  
  __________ I __________ __________ lie in bed all day?
 (2) 君は今すぐ行ったほうがよい。

  You had __________ go at once.
 (3) それを見てもよいが、 さわってはいけない。

  You __________ look at it, but you __________ touch it.

助動詞のあとに続く動詞は、 必

ず原形になる。

助動詞には、 ２つ以上の意味を

もつものが多い。

◆ must
 ＝～しなければならない

 ＝～にちがいない

◆ may
 ＝～かもしれない

 ＝～してもよい

◆ can
 ＝ ～できる

 ＝～してもよい

＜ can の未来形＞

◆ 現在形＝ can 
 He can play the guitar.
◆ 未来形＝ will be able to
 He will be able to
 play　the guitar.

＜ must の未来形＞

◆ 現在形＝ must
 I must do it.
◆ 未来形＝ will have to
 I will have to do it.

＜ must と have to の否定形＞

◆ mustn't
 ＝～してはいけない

 You mustn't stay here.
◆ don't have to
 ＝～する必要はない

 You don't have to do it.
 ※同義の表現として

  need not がある。

 You need not do it.

助動詞では時制の一致に注意。

◆ will → would
 I thought he would go.
◆ may → might
 I thought he might be
 sick.

未来形・助動詞2



 次の各組の英文が同じ意味を表すように、 ____ に適切な語を書きなさい。

 (1) ◆ It is not necessary for you to speak English.
  ◇ You __________ __________ to　speak English.
 (2) ◆ It is not necessary for you to return the magazine.
  ◇ You __________ not return the magazine.
 (3) ◆ How about playing tennis tomorrow?
  ◇ Let's play tennis tomorrow, __________ we?

 次の疑問文に対する答えとして最も適切なものを 1つ選びなさい。

 (1) Will you be here tomorrow?
  ア　I'm afraid I won't.
  イ　Thank you for being here.
  ウ　You are welcome. I'll be busy tomorrow.                               ____________
 (2) Will you please tell me the way to the park?
  ア　Sure, I will.
  イ　I'm not afraid so.
  ウ　I'm sorry not.                                                        ____________

 次の日本語の意味を表すように、 ［   ］ 内の語を正しく並べかえなさい。

 (1) 彼女は上手に泳げるようになるでしょう。 ［able / be / she / swim / to / well / will］ .
  ______________________________________________________________________________________
 (2) あなたはもっと早く寝たほうがよい。

  ［bed / to / earlier / better / go / had / you］ .
  ______________________________________________________________________________________
 (3) まもなく母は帰ってくるでしょう。

  ［before / my / long / mother / it / not / back / comes / be / will］ .
  ______________________________________________________________________________________

 与えられた書き出しに続けて、 次の日本文を英訳しなさい。

 (1) 今度の夏、 私は数人の友人と 1週間ほど、 京都に行くつもりです。

  I am going to Kyoto ________________________________________________________________.
 (2) 明日彼は君と一緒に買い物に行けないでしょう。

  He won't ____________________________________________________________________________.
 (3) 私たちがあまり心配することはないと思います。

  I don't think ________________________________________________________________________.
 (4) 何日かたてば彼もきっと元気になりますよ。

  I'm sure he _________________________________________________________________________.
 (5) 彼は話をしながら、 涙をおさえることができなかった。 (as を用いる )

  He couldn't hold back _______________________________________________________________.


