
 

 

助動詞(can will must may could should)まとめ 

基本 

１  助動詞の英文  

次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） She can speak English. 彼女は英語を話すことができます。 

（２） I will visit America next year. 私は来年アメリカを訪れるつもりです。 

（３） We must help our family. 私たちは家族を手伝わなければなりません。 

（４） You may use this pen. あなたはこのペンを使ってもよい。 

（５） He could see many animals. 彼はたくさんの動物を見ることができました。 

（６） You should study hard. あなたたちは一生懸命勉強するべきです。 

 

２  助動詞の英作文  

① 次の日本語の意味を表すように，    にあてはまる語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 彼は上手に泳ぐことができます。 He    can       swim    well. 

（２） 私は明日テレビを見るつもりです。 I    will       watch    TV tomorrow. 

（３） 私たちは彼らを助けなければなりません。 We    must       help    them. 

（４） あなたは窓を開けてもよい。 You    may       open    the window. 

（５） 彼女は英語を話すことができました。 She    could       speak    English. 

（６） あなたたちは電車で行くべきです。 You    should       go    by train. 
 

② 次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 ※ ただし，それぞれ１語不足している

ので補って書きなさい。 

（１） 私たちは一生懸命働くべきです。 （   hard   /  we  /  work  / .  ） 

 
We should work hard. 

  
（２） 彼はたくさんの星を見ることができました。 （  stars  /  see  /  many  /   he  / .  ） 

 
He could see many stars. 

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼女は上手にテニスをすることができます。 She can play tennis well. 

（２） 私は宿題を終えなければなりません。 I must finish my homework. 

（３） あなたは京都へ行くべきです。 You should go to Kyoto. 



 

 

 

④ 次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） He runs every week. （「～しなければならない」という意味の文に） 

 
He must run every week. 

  
（２） I can play the guitar. （過去形の文に） 

 
I could play the guitar. 

 

３  助動詞の否定文・疑問文  

① 次の語句の短縮形を書きなさい。 

（１） will not       （２） must not     （３） could not    

 won’t  mustn’t  couldn’t 
 

② 次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） You should go there.  （否定文に） You should not go there. 

（２） She could speak Japanese.  （疑問文に） Could she speak Japanese ? 
 

③ 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１） You must not run in the classroom. あなたたちは教室で走ってはいけません。 

（２） I couldn’t play tennis well. 私は上手にテニスをすることができませんでした。 

 

発展 ～余裕のある人はチャレンジ～ 

 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） You are kind to other people. （「～すべきだ」という意味の文に） 

 
You should be kind to other people. 

  
（２） Kumi can’t play tennis. （「この前の土曜日に」という意味を加えて） 

 
Kumi couldn’t play tennis last Saturday. 

 

問題２  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私はそれらの質問に答えることができませんでした。 

 

I couldn’t answer those questions. 
  
（２） あなたは図書館で友達とおしゃべりすべきではありません。 

 

You should not talk with your friends in the library. 
  
（３） 私たちはどこへ買い物に行くべきですか。 

 

Where should we go shopping ? 

 



 

 

 


