
中学英文法総復習⑧ 

 

【助動詞】 

★ポイント 

【助動詞】 

助動詞の基本形は助動詞+動詞の原形です。 

否定文は助動詞 + not + 動詞の原形です。 

疑問文は文頭に助動詞を持ってきます。 

 

・未来形 

will は「（自分自身が）100％起きると思っていること」を指します。 

＊I will go to the museum. →「私は（100％）その博物館に行くだろう」 

同意表現として be going to がありますが、これは「客観的に 100％起きると思っているこ

と」を指します。 

＊The train is going to come at 11:00. →「その電車は（客観的に 100％）11 時に来る

だろう」 

 

・can 

can は「可能性」を表します。同意表現に be able to がありますが、これは「何かをする

ことができ、実際に実行したこと」を表すときに使います。canは「何かをする能力はある

が、実行しているかはわからない」です。 

＊I was able to swim in the sea.→「泳ぐ能力があり、実際に泳ぐことができた」 

＊I could swim in the sea.→「海を泳ぐ能力があったといっているだけで、実際泳いだ

かはわからない」 

 

・mustと have[has] to 

must も have[has] toも「…しなければいけない」という表現です。 

ただし、否定文になると意味が違います。 

＊I must not play baseball here.→「ここで野球をしてはいけない（禁止）」 

＊I don’t have to baseball here.→「ここで野球をする必要がない（不必要）」 

疑問文については形が違います。 

＊Must I go there? 

＊Do I have to go there? 



また、「…に違いない」という用法もあります。have [has] toにこの用法はありません。 

＊She must be a doctor. → 「彼女は医者に違いない」 

mustは助動詞の規則で疑問文になりますが、have[has] toは動詞の規則で疑問文になりま

す。 

 

・mayと should と shall 

may は「…してもよい」という上から目線の助動詞です。 

＊You may go outside.→「外に出てもいい」 

May I help you? などの疑問文にすると「…しましょうか」という意味になります。 

「…かもしれない」という意味もあります。 

 

should は「…すべき」という意味です。 

＊You should go to the hospital.→「あなたは病院に行くべきです」 

shall は現代ではほとんど、Shall I→「…しましょうか」や Shall we→「…しましょう」

という 2パターンでしか使われていません。 

 

★助動詞 100 本ノック 

 

1. あなたは学校に行くべきです。 

You should go to school. 

 

2. ドアを開けてもらえますか？ 

Will you open the door? 

 

3. 窓を開けましょうか？ 

Shall I open the window? 

 

4. 私は 10 年前にその川を泳ぐことができました。 

I was able to swim in the river ten years ago. 

 

5. ちょっと聞いていい？ 

Can I ask you something? 

 

6. 僕の辞書をいつでも使ってもいいよ。 

You can use my dictionary anytime. 



7. 彼は私の話を聞こうとしない。 

He will not listen to me. 

 

8. 私の PC に触ってはいけません。 

You must not touch my PC. 

 

9. 彼女はその車を洗う必要がなかった。 

She didn’t have to wash the car. 

 

10. 私の母は上手に英語を話すことができます。 

My mother can speak English well. 

 

11. 明日、あなたのところに訪問するつもりです。 

I will visit you tomorrow. 

 

12. 明日、私たちと一緒に来てくれますか？ 

Will you come with us tomorrow? 

 

13. 私はこの手紙を英語で書くべきですか？ 

Should I write this letter in English? 

 

14. あなたはここに来てはならない。 

You must not come here. 

 

15. 私は母を手伝う必要はありません。 

I don’t have to help my mother. 

 

16. そのパーティに一緒に行きましょうか。 

Shall we go to the party together? 

 

17. リナはこの本を読むべきです。 

Rina should read this book. 

 

18. 来週は晴れるでしょう。 

It will be fine next week. 

 



19. あなたのペンを使ってもいいですか？ 

Can I use your pen? 

 

20. 本当に早起きしなければならない。 

I really must get up early. 

 

21. 彼女は食べることをやめないでしょう。 

She won’t stop eating. 

 

22. あなたはここに戻ってきますか？ 

Will you come back here? 

 

23. 彼女はたぶん医者です。 

She may be a doctor. 

 

24. この傘を借りていいですか？ 

May I borrow this umbrella? 

 

25. 彼女は早く寝なければならない。 

She must go to bed early. 

 

26. あなたのコートを運びましょうか？ 

Shall I carry your coat? 

 

27. 彼らはその試験を受けるだろう。 

They are going to take the exam. 

 

28. それについて私に話してくれますか？ 

Can you tell me about it? 

 

29. あなたはここで写真を撮ってはいけない。 

You must not take pictures here. 

 

30. 私たちはこれらのテキストを使わないでしょう。 

We will not use these textbooks. 

 



31. ここでその雑誌を読んではいけません。 

You must not read the magazine here. 

 

32. あなたは顔を洗うべきだ。 

You should wash your face. 

 

33. 私は夢を持つべきですか？ 

Should I have a dream? 

 

34. あなたはこの写真を見せる必要があります。 

You have to show this picture. 

 

35. この箱を開けてもいいですか？ 

Can I open this box? 

 

36. 私の夫は車を運転できません。 

My husband can’t drive a car. 

 

37. 今すぐ、お金を払うべきです。 

You should pay money right now. 

 

38. 何か飲み物をください。 

Can you give me something to drink? 

 

39. 彼はそれを試さないといけませんか？ 

Does he have to try that? 

 

40. あなたたちに参加してもいいですか？ 

Can I join you? 

 

41. いくらかお金を貸してくれますか？ 

Can you lend me some money? 

 

42. 彼女は今夜働かなければならない。 

She must work tonight. 

 



43. ピクニックにいきましょう。 

Shall we go on a picnic? 

 

44. 彼はサッカーを練習しなければならない。 

He must practice soccer. 

 

45. 病院でうるさくしてはいけません。 

You must not be noisy in a hospital. 

 

46. 急ぐ必要はありません。 

You don’t have to hurry. 

 

47. 彼は熱心に英語を勉強すべきです。 

He should study English hard. 

 

48. 彼女はそこに行くべきではありません。 

She shouldn’t go there. 

 

49. 私の父は速く泳ぐことができました。 

My father could swim fast. 

 

50. 彼は来年、車を買うことができるでしょう。 

He will be able to buy a car next year. 

 

51. 彼は昼ご飯を食べられないかもしれません。 

He may not be able to eat lunch. 

 

52. 夕食を作りましょうか？ 

Shall I make dinner? 

 

53. 一緒に行きましょう。 

Shall we go together? 

 

54. ドアを閉めてもいいですか？ 

May I close the door? 

 



55. ここにその写真を持ってきていただけますか？ 

Would you bring the picture here? 

 

56. シャワーを浴びてもいいですか？ 

Can I take a shower? 

 

57. 英語を教えていただけますか？ 

Could you teach English? 

 

58. 私は少し中国語が話せる。 

I can speak Chinese a little. 

 

59. あなたの母はいつテニスを練習することができますか？ 

When is your mother able to practice tennis? 

 

60. あの女の子たちはサッカーファンに違いない。 

Those girls must be soccer fans. 

 

61. 私たちは次に何をすべきですか？ 

What should we do next? 

 

62. 彼は 1 か月もここに滞在するべきではない。 

He should not stay here for a month. 

 

63. 彼女は新しいコンピュータを使わなければならない。 

She must use a new computer. 

 

64. 私はここで手を洗うべきですか？ 

Should I wash my hands here? 

 

65. トムは日曜日に父親を手伝う必要はなかった。 

Tom didn’t have to help his father on Sundays. 

 

66. 彼は今夜早く寝なければなりませんか？ 

Does he have to go to bed early tonight? 

 



67. このカップを割ってはいけません。 

You must not break this cup. 

 

68. マイクは来週、ここを出発するつもりです。 

Mike will leave here next week. 

 

69. このボールを使ってもいいですよ。 

You may use this ball. 

 

70. 入ってもいいですか？ 

May I come in? 

 

71. あなたは車を運転してはいけません。 

You must not drive a car. 

 

72. 私たちはお年寄りを尊敬すべきです。 

We should respect elderly people. 

 

73. 私の叔母はフランス語を上手に話せるようになるでしょう。 

My aunt will be able to speak French very well. 

 

74. ユミは昨日、数学を勉強しなければならなかった。 

Yumi had to study math yesterday. 

 

75. この英語の本を私たちのために読んでいただけますか？ 

Could you read this English book for us? 

 

76. いつ渋谷に買い物にいきましょうか？ 

When shall we go shopping in Shibuya? 

 

77. ゆっくり話していただけますか？ 

Would you speak slowly? 

 

78. その男性は先生に違いない。 

The man must be a teacher. 

 



79. その生徒たちは、放課後に校庭を掃除しなければならなかった。 

The students had to clean the playground after school. 

 

80. あなたはポールに日本語を教えなければなりません。 

You must teach Japanese to Paul. 

 

81. あなたは日本で伝統的な祭りを見るべきです。 

You should see traditional festivals in Japan. 

 

82. 彼はお金持ちに違いない。 

He must be rich. 

 

83. ジェーンはそのパーティで何を歌うつもりですか？ 

What is Jane going to sing at the party? 

 

84. そんなに働く必要ないですよ。 

You don’t have to work so hard. 

 

85. 私はこの本を早く返す必要はありますか？ 

Do I have to return this book soon? 

 

86. 彼らはバスケットボールをとても上手にすることができます。 

They can play basketball very well. 

 

87. 私は将来、ぜひアーティストになりたい。 

I would like to be an artist in the future. 

 

88. あなたのコンピュータを約 1 時間使ってもいいですか？ 

May I use your computer for about an hour? 

 

89. あなたは 9 時までに宿題を終わらせないといけません。 

You must finish homework by nine. 

 

90. あなたは空港では、パスポートを見せなければなりません。 

You must show your passport at the airport. 

 



91. あなたは彼女に何も言うべきではありません。 

You should not say anything to her. 

 

92. 私たちはお互い助け合うべきです。 

We should help each other. 

 

93. 別のバッグを見せてあげましょうか？ 

Shall I show you another bag? 

 

94. その学校までの道のりを教えていただけますか？ 

Could you show me the way to the school? 

 

95. 水をくれますか？ 

Will you give me water? 

 

96. あなたは今決めなければいけません。 

You must decide now. 

 

97. 彼は私に電話する必要はありません。 

He doesn’t have to call me. 

 

98. 私たちはこのことを忘れてはいけません。 

We must not forget this. 

 

99. その男の子はいい子でいなければいけません。 

The boy must be a good boy. 

 

100. 私は彼にそのペンを貸すべきですか？ 

Should I lend him the pan? 


