
2章 助動詞
can,w‖ ,mustなどを助動詞ということは学びました。
ここでは、その他の助動詞や特卵lな表現を学習します。

●「～してくれますか」と、相手に何かを依頼する言い方

Will〔 Can〕 you help me?  手伝つてくれますか。

Wi‖ you～ ?には「あなたは～するつもりですか」
以外にも「～してくれますかJという意味があります。

w‖,canの過去形 wodd,coddを 用いると
ていねいな表現になります。

Would〔 Could〕 you help me?
手伝つてくださいますか。

答え方 ]|き受ける場合は Sure/OK/A‖ ■ght

断る場合は rm sOrry,～ (理由)

英222(2)

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)ドアを開けてくれますか。

(open/you/the dOor/vv‖1/?)

(2)私と一緒に来てくださいますか。
(could/me/you/come/with/?)

(3)牛手しはいかがですか。 wottd you‖ ke～ ?で「～はいかがですか」

(m‖k/you/some/‖ ke/would/?)

2日本文に直しなさい。
(1)Can you make lunch for me?― -1'm sorry,1'm busy

(2)Could you te‖ me the way to the statlon? the way道、方法

(3)Would you like some tea?― ――No,thank you

英222(1)

2-2いろいろな助動詞
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can,w‖ ,mustなどを助動詞ということは学びました。
ここでは、その他の助動詞や特別な表現を学習します。

●「～してくれますか」と、相手に何かを依頼する言い方
Will〔 Can〕 you help me?  手伝つてくれますか

W‖ yOu～ ?には「あなたは～するつもりですか」
以外にも「～してくれますか」という意味があります。

w‖,canの過去形 wodd,coddを 用いると
ていねいな表現になります。

Would〔 Could〕 you he!p me?
手伝ってくださいますか。

答え方 31き受ける場合は Sure/OK/All Hght
断る場合は rm sOrry,～ (理由)

1次の日本文に合う英文になるように、(

(1)ドアを開けてくれますか。
( open ./ you ,/ the door / will / ? )

-Ll\lt vo* oPL^ lr\e
(2) 私と一緒に来てください か 。

( could / me / you / come /with/?)

I Iε ?

(3) 牛乳[まこ`馬ヽがで〒覇ヽ。 wottd yOu‖ke～ ?で「～はいかがですか」
(m‖k/yoし /some/‖ke/would/?)

2日本文に直しなさい。
(1)Can you make lunch for me?一 ―-1'm sorry,1'm busy

在A,あ らん/atチ ,,2乙

^ア
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`(2)Could you te‖ me the way to the staJon?the way道 、方法
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(3)Would you like some tea?一 ――No,thank you

英222(2)

)の語句を並べかえなさい。
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●「～してもいいですか」と許可を求めるとき      英22-2(3)

May〔 Can〕 I watch TV?
テレビを見てもいいですか。

mayは 『～してよい」という意味の助動詞です。

●「(私が)～ しましょうか」と相手に申し出るとき

Sha‖  I carry your bag?
あなたのかばんを運びましょうか。

Yes,please        はい、お願いします。

No.thank you        いいえ、けつこうです。

●「(いっしょに)～ しましょうか」 と相手に申し出るとき

Sha‖  we go to the park?
(いつしょに)公園に行きましょうか。

Yes,leぜs           はい、そうしましょう。

No,Iet's not       いいえ、やめておきましょう。

英222(4)

3次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)自 転車で学校へ行つてもいいですか。

(go/bike/1/may/to/by/schoo1/?)

(2)手伝いましょうか。
(you/sha‖ /heip/1/?)

(3)ここで昼食を食べましょうか。
(lunch/we/here/have/sha‖ /?)

ShJl we～?の文は Let's～ の文とほぼ同じ意味で使われます。

●「～すべきです」と相手に提案するとき

You should go at once

あなたはすぐに行くべきです。

●「～したほうがよい」と相手に忠告するとき

You had better go at once

あなたはすぐに行つたほうがよい。



●          と許可を求めるとき
■‐  ‐■ ‐, WatCh TV?

英222(3)

テレビを見■■,、
||・ :||。

mayは 「～してよい」という意味の助動詞です。

●     |  ■  と相手に申し出るとき
‐‐‐| l carry your bag?

あなたのかばんを運びましょうか。
Yes, please.
No, thank you.

はい、お願いします。

いいえ、けつこうです。

●II.lti tl～ しましょうか」と相手に申し出るとき
Sha‖  we go to the park?

(いっしょに)公園に行きましょうか。

Yes. let's.
No, let's not.

はい、そうしましょう。
いいえ、やめておきましょう。

業22-2(4)

3次の日本文に合う英文になるように、〈 )の語旬を並べかえなさい。
(1)自転車で学校へ行つてもしヽいですか。

(2)「F
(you/shaH/help/1/?)          ヽ

|エ Aa l

(3)ここで昼食を べましょうか。
(lunch/we/here/have/sha‖ /?)

∫人た||レ 燈υ′|^AιムAぇ′e2
ShJi we～ ?の文は Let's～ の文とほぼ同じ意味で使われます。

●「～すべきです」と相手に提案するとき

You should go at once.

あなたはすぐに行くべきです。

●「～したほうがよい」と相手に忠告するとき

You had better go at once

あなたはすぐに行つたほうがよい。



英222(5)

助動詞のまとめ

①wi‖「～するつもりだ」「～でしょう」
He w‖ i come here tomorrow

彼は明日【               】
w‖1の過去形→ woutt   w‖ notの短縮形→ 【    】

ほぼ同じ意味として w‖ =be【     】to

②can「～できる」「～してよい」
I can run fast私 は【              】

canの過去形→ ooJd   can notの 短縮形→ 【    】

ほぼ同じ意味として Can=be able to

③may「 ～してよい」「～かもしれない」

May l use this pen?

このベンを【

3こ 2-2-2(6)

④must「～しなければならない」「～にちがいない」
I must do my hOmework

私は【              】
You must not go out today

あなたは今日【               】

ほぼ同じ意味として must=have(has)to
You mu"not=Oont～

⑤その他
W‖ (Can)you～ ?「～してくれませんか」(依頼 =Pにase～ )

Would(Could)you～ ?「～してくださいませんか」

ShJII～ ?「 (私が)～ しましょうか」

Sha‖ we～ ?「(いつしょに)～ しましょうか」(勧誘 =Let's～ )

Woutt you‖ke～ ?「～はぃかがですか」

shOdd,had better「 ～すべきだ」「～したほうがよい」



英222(5)

助動詞のまとめ

①wⅢ「～するつもりだ」「～でしょう」
He w‖ i come here tomorrOw

彼は明日【こ}|う 子うで trう         】
wi‖ の過去形→ wodd   w‖ notの短縮形→ 【ヮοn十 】

ほぼ同じ意味として w‖ =be【
,°

1り 】t°

②can「 ～できる」「～してよい」
I can run fast私 は【ヱてお =ヽ Aで Zう   '

canの過去形→ coJd   can notの短縮形→ 【c^ぃ ol 】
ほぼ同じ意味として can=be aЫe to      c Cαh十 )

③may「～してよい」「～かもしれない」
May l use this pen?

このベンを【ィ,っても いヽで「 ハ    】

英222(6)

④must「～しなければならない」「～にちがいない」
I must do my homewOrk

私は【 協″
`し `げ

上げ ′らげしヽ】
YOu must not go Out today

あなたは今日【ク|ま 、2ヽす 、ヽぅに「
い    】

ほぼ同じ意味として must=have(has)to
You must not=Don't～

⑤その他
W‖ (Can)y● u～ ?「～してくれませんか」(依頼 =Please～ )

Would(Codd)you～ ?「～してくださいませんか」

Sha‖ 1～ ?「 (私が)～ しましょうか」

Sha‖ we～ ?「 (いつしょに)～ しましょうかメ勧誘 =Let's ～)

Wodd you‖ ke～ ?「～はいかがですか」

shodd,had better「 ～すべきだ」「～したほうがょい」



補充問題A 英222A(1)

1日本文に合うように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)放課後、野球をしましょうか。

(       )(      )play baseba‖ after school?

(2)手伝つてくれますか。

(      )you help(       )?

(3)この辞書を使つてもいいですか。

(   )I(   )ths dictionary?
(4)トムは日本語が話せません。

Tom(     )(      )」 apanese

(5)あなたはお年寄りに優しくすべきです。

You(      )be kind to old people

(6)彼女は部屋をそうじしなければならない。

She(       )(     )clean her room

(7)手伝いましょうか。

(       )(      )help you?

(3)いらっしゃいませ。 (   )(   )help you?
(9)明 日は雨は降らないでしょう。

lt(      )rain tomorrow

英222A(2)

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)| let,sgolithe200;gO to the zoo?

(2)| :leaSetil(methel]:lllよ
:I!l騨 1。 the‖brary?

(3)| }°
umustlli:lital:|:::iill:l:1:iS

(4)1 1:laSabletitlli]:

(5)| 
‖

‖I Sh:]|よ

lenniSt°l.■il:itennistomorrow?



||■::可 :釜■
1日本文に合うように、( 】こ適する語を書きなさい。
(1)放課後、野球をしましょうか。

(sk^|)( ″ι )play baseba‖ after schOOl?

(2)手伝
7て
くれ
亨;ョ詳[語lCitし ]?

③この辞書を使つ三もいいですムゝ___一 Cヽ し̈7

(4)卜A11:‖来::I(露ま11婁:1)FdiCti°

nary?

(5)あなたはお澪彗 ;|こ暦し琴 夫讐で与ξ

paneSe

⑥は島霞製資IWi野:駅
に

(7)手伝1曇↓11♀ス。
)( +°  )Clean her room

(8)いら1ご1:試!!1:。  i di;|;き
Y゙l  )help you?

(0)明 日

IFは
降らないでしょう

評。_

英222A11)

英222A(2)

)に適する語を書きなさい。

靭
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Ｌ
　
＜

翻
＜‐＞―

２
ぼ同じ内容になるように、(

to the z00

(2)|

)( -z )gotothezoo?

Please tell me the way to the library.

( f"; ) ( y, ^ ) tell me the way to the library?

You mdst not speak Japanese in this class.

( D,. . t ) speak Japanese in this class.

He was able to run fast.

He( c,*[J ) run fast.

Will she play tennis tomorrow?

( ls )she( q";^1 ; to play tennis tomorrow?,,/

(3)

(4)

(5)



補充問題B 英222B(1)

1次の対話が成り立つように、( 】こ適する語を選び、記号で答えよ。

(1)(   )you help me?―  A‖ nght

ア May イCan ウ Must 工 ShJI

(2)Sha‖ I carry your bag2-――(    )

ア N。,I cant イYes,we do ウYes,p ease 工 Yes,let's

(3)Sha‖ we dance? ―――(     )

ア No.he cant イYes,we do ウ Yes,Ido 工 Yes,let's

(4)Must l help you? ―――(    )

ア No.yOu can'tイ Yes,yOu doウ No,yOu must not工 No,you don't have to

2英文にしなさい。
(1)ギターを弾いてもいいですか。

(2)ドアを開めてくれませんか。

英2228(2)

3次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)お茶をもう一杯いかがですか。

(you/‖ke/another/would/cup/tea/of/?)

(2)あなたは早く起きる必要はありません。
(to/early/up/you/get/don't/have)

(3)私たちのためにピアノを弾いていただけますか。

(for/the piano/could/us/you/play/?)

4 wⅢを使つて、未来の文に書きかえなさい。
(1)l am fOurteen years o旧

(2) You can swim fast.



補充問題B 英222B(1)

1次の対話が成り立つように、( 】こ適する語を選び、記号で答えよ。
(1)( イ )yOu help me?―――A‖ 百ght

ア May イCan ウ Must 工 ShJI

(2)ShJII carry your ba′ ――(ウ )

ア No.I cant イYes,we do ウYes,please 工 Yes,let's

(3)Shall we dance? ―――( ■  )

ア No.he can't イYes,we do ウYes,l do 工 Yes,let's

(4)Must l help yOu?― ― (■ )

ア No,yOu canlイ Yes,yOu doウ No.you mua nOt工 No.you don't have to

2英文にしなさい。
(1)ギターを弾いてもいいですか。

^/(Caヘ
(2)ドアを めてく ませんか。

2
′

3次の日本文に合う英文になるように、(

(1)お茶をもう一杯いかがですか。

。ュ〔」 " o not|.
② あなたは早く はありません。

英222B(2)

)の語句を並べかえなさい。

0た γ l

( you / like I another / would,/ cup / tea / of / ? )

{ to / early / up / you / get / don't / have )

鴇し、 ど。、(  k^υ′ +。   9。千 .
(3)私たちのためにピアノ てヽいただけますか。

( for / the piano / could / us / you / play / ?

-e*tJ ,".- l(^. Pn" l'^".
4 wirtE:t. **ott:itEn\i/iBL\.
(1) I am fourteen years old.

lw]|

)

Ar a,?

ゴ
(2) You can swim fast.

Yr^ ',,1/ b- o L(. +u rr;* {-r*


