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4 1　現在・過去・未来

Introduction
Introduction

1 現在・過去・未来

1  現在時制…… 現在形

・be動詞…… is，am，are
・一般動詞…… s，esのつかない形，s，esのつく形（３単現）
 例文  ①　I am a junior high school student. 〔現在の性質・状態〕
 ②　My mother usually gets up at five. 〔現在の習慣的な動作・反復的な出来事〕
 ③　The earth is round. 〔真理・社会通念〕

2  過去時制…… 過去形

・be動詞…… was，were
・一般動詞……  原形の語尾に（e）dをつける規則動詞 

原形を不規則に変化させる不規則動詞
 例文  ①　I was busy yesterday.   〔過去のあるときの動作・出来事・状態〕
 ②　He went fishing on Sundays.  〔過去の習慣的な動作・反復的な出来事・長期間の状態〕

3  否定文

・be動詞……《主語＋be動詞＋not ….》
・一般動詞……《主語＋do［does / did］ not＋動詞の原形～.》

I was  at home then.
I was not at home then.
I  saw Mary yesterday.
I didn’t see Mary yesterday.

4  疑問文

・be動詞……《be動詞＋主語 …?》
・一般動詞……《Do［Does / Did］＋主語＋動詞の原形～?》

The movie is exciting.
Is the movie exciting?
＊答え方　Yes,＋主語＋be動詞 . / No,＋主語＋be動詞＋not.

You went to the party last Saturday.
Did you go to the party last Saturday?
＊答え方　Yes,＋主語＋do［does / did］. / No,＋主語＋do［does / did］ not.

比較

比較

比較

比較

＊短縮形＊
is not → isn’t

are not → aren’t
was not → wasn’t

were not → weren’t
do not → don’t

does not → doesn’t
did not → didn’t

be動詞の現在形
３人称単数 is

I am
youと複数 are

be動詞の過去形
３人称単数

was
I

youと複数 were

　I’m Kato Naomi.　I lived in Hokkaido before.　When I was ten 
years old, my family and I moved to Tokyo.
　I’m interested in robots.　There are some kinds 
of robots around us now.　Some can help sick or old 
people.　So I’m going to study about robots in the 
future.　I will try hard for sick or old people.　
Thank you very much.

中学生の直
なお

美
み

が英語の授業で自己紹介をしています
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51　現在・過去・未来

学習内容▶ 学習日▶　　 /

Introductionの意味

●　現在時制，過去時制，否定文・疑問文
●　進行形，未来時制

5  進行形……《is[am / are / was / were]＋～ing形》

 例文  ①　We are studying English now.　〔現在進行形〕
 ②　We were playing tennis then. 〔過去進行形〕
＊否定文・疑問文の作り方…… be動詞の文と同じ要領

It is 　 raining now.
It is not raining now.

Is it raining now?　＊答え方　Yes,＋主語＋be動詞. / No,＋主語＋be動詞＋not.

6  未来時制……《will[be going to]＋動詞の原形～》

 例文  ①　It will be sunny tomorrow.
　　　　   ＊否定文……《主語＋will not＋動詞の原形～.》　　＊短縮形　will not → won’t
　　　　   ＊疑問文……《Will＋主語＋動詞の原形～?》

It will 　 be warm tomorrow.
It will not be warm tomorrow.

Will it be warm tomorrow?
＊答え方　Yes,＋主語＋will. / No,＋主語＋will not.

 ②　My brother is going to go fishing in the river.
　　　　   ＊否定文・疑問文の作り方…… be動詞の文と同じ要領

He is 　 going to walk to the river.
He is not going to walk to the river.

Is he going to walk to the river?
＊答え方　Yes,＋主語＋be動詞. / No,＋主語＋be動詞＋not.

 次の動詞を過去形に直しなさい。

□⑴　call  　　　　　　　 □⑵　live  　　　　　　　 □⑶　study  　　　　　　　
□⑷　stop  　　　　　　　 □⑸　begin  　　　　　　　 □⑹　make  　　　　　　　
□⑺　cut  　　　　　　　 □⑻　tell  　　　　　　　 □⑼　leave  　　　　　　　

 次の動詞を～ing形に直しなさい。
□⑴　cook  　　　　　　　 □⑵　listen  　　　　　　　 □⑶　play  　　　　　　　
□⑷　have  　　　　　　　 □⑸　take  　　　　　　　 □⑹　write  　　　　　　　
□⑺　cut  　　　　　　　 □⑻　run  　　　　　　　 □⑼　sit  　　　　　　　

比較

比較

比較

ポイント問題

1

2

＊未来を表す現在進行形＊
例　 I am leaving for Rome tomorrow. 
（わたしはあした，ローマへたちます。）

　わたしは加
か

藤
とう

直美です。わたしは以前北海道に住んでいました。わたしが10歳のとき，わたしの家族とわた

しは東京に引っ越しました。

　わたしはロボットに興味があります。今わたしたちのまわりにはいくつかの種類のロボットがあります。病

気やお年寄りの人々を手助けできるものもあります。ですからわたしは将来ロボットについて勉強するつもり

です。病気やお年寄りの人々のためにいっしょうけんめいに努力します。どうもありがとうございます。

SAM
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6 1　現在・過去・未来

確認問題
1  ● be動詞の現在形●　次の　　　に，is，am，areのうち適する語を書きなさい。
□⑴　Hello.　My name 　　　　　　　 Yuji.　I 　　　　　　　 from Tokyo, Japan.
□⑵　We 　　　　　　　 fifteen years old.
□⑶　Ms. Green 　　　　　　　 a very kind teacher.
□⑷　There 　　　　　　　 thirty students in my class.

2  ●一般動詞の現在形●　次の英文が「　　」内の日本語の意味を表すように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　My grandmother 　　　　　　　 a computer.　「コンピュータをほしがっています」
□⑵　The earth 　　　　　　　 around the sun.　「太陽の周りをまわります」
□⑶　My brother usually 　　　　　　　 TV after dinner.　「テレビを見ます」
□⑷　Aki 　　　　　　　 English and 　　　　　　　 it every day.　「英語が好きで，毎日勉強します」

3  ● be動詞の過去形●　次の　　　に，was，wereのうち適する語を書きなさい。また，できた文を日本
語に直しなさい。

□⑴　I 　　　　　　　 late for school this morning.
  （ ）
□⑵　Mr. and Mrs. Brown 　　　　　　　 in Okinawa from 1996 to 2004.
  （ ）
□⑶　There 　　　　　　　 a cup on the table then.
  （ ）

4  ●一般動詞の過去形●　次の日本文に合う英文になるように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　わたしたちはきのう，公園でテニスをしました。
  We 　　　　　　　 tennis in the park 　　　　　　　.
□⑵　その映画は１時間前に始まりました。
  The movie 　　　　　　　 an hour 　　　　　　　.
□⑶　彼女は先月３冊の本を読みました。
  She 　　　　　　　 three books 　　　　　　　  　　　　　　　.
□⑷　わたしは昨夜，祖父に手紙を書きました。
  I 　　　　　　　 a letter to my grandfather 　　　　　　　  　　　　　　　.

5  ●否定文●　次の文を否定文に書きかえなさい。

□⑴　I am a high school student.
   
□⑵　My mother speaks English.
   
□⑶　Bob had breakfast this morning.
   

SAM
PLE



71　現在・過去・未来

学習日▶　　 /

6  ●疑問文●　次の文を疑問文に書きかえ，（　　）内の語を使って答えの文を書きなさい。

□⑴　She was busy yesterday.　（ yes ）
   
 ―  
□⑵　There is a Chinese restaurant near here.　（ yes ）
   
 ―  
□⑶　They watched the baseball game on TV last night.　（ no ）
   
 ―  

7  ●進行形●　次の文を，①現在進行形，②過去進行形の文に書きかえなさい。ただし，①には nowを，②に
は thenを文末につけて書くこと。

□⑴　My sister uses my computer.
□①　 
□②　 
□⑵　I don’t listen to the radio.
□①　 
□②　 
□⑶　Do they swim in the river?
□①　 
□②　 

8  ●未来の文●　次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の語句を並べかえなさい。

□⑴　わたしは来月で15歳になります。　（ be / I / fifteen / will ） next month.
   
□⑵　父はフレンチ・レストランへは行かないでしょう。
  （ go / will / my father / not ） to a French restaurant.
   
□⑶　彼は山へカメラを持っていくでしょうか。
  （ he / his camera / take / will ） to the mountains?
   
□⑷　雨が降りそうです。　（ going / is / it / rain / to ）.
   
□⑸　①わたしは新しいラケットを買うつもりはありません。②あなたは新しいのを買うつもりですか。
□①　（ am / buy / going / I / not / to ） a new racket.

   
□②　（ to / are / buy / going / you ） a new one?

   
□⑹　彼らは来週，引っ越します。　（ are / they / next / moving / week ）.
   

SAM
PLE



8 1　現在・過去・未来

練成問題

  次の英文が「　　」内の日本語の意味を表すように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴□①　My father 　　　　　　　 busy today.　「忙しい」
□②　My father 　　　　　　　 busy yesterday.　「忙しかった」
□③　My father 　　　　　　　  　　　　　　　 busy tomorrow.　「忙しいでしょう」

□⑵□①　Yumi usually 　　　　　　　 home at seven.　「７時に家を出ます」
□②　Yumi 　　　　　　　 home at seven this morning.　「７時に家を出ました」
□③　Yumi 　　　　　　　  　　　　　　　  home at seven tomorrow.　「７時に家を出るでしょう」
□④　Yumi 　　　　　　　  　　　　　　　 home now.　「今，家を出るところです」
□⑤　Yumi 　　　　　　　  　　　　　　　 home then.　「そのとき，家を出るところでした」

  次の文を，〔　　〕内の指示に従って書きかえなさい。

□⑴　Tom lives in America.　〔否定文に〕
   
□⑵　I ate breakfast this morning.　〔否定文に〕
   
□⑶　Mike was absent from school yesterday.　〔疑問文に〕
   
□⑷　You did your homework.　〔疑問文に〕
   
□⑸　Do you study English every day?　〔下線部を nowにかえて現在進行形の文に〕
   
□⑹　He read an English book last week.　〔下線部を thenにかえて過去進行形の文に〕
   
□⑺　He goes to the movies every month.　〔下線部を tomorrowにかえて９語の文に〕
   
□⑻　It is not sunny now.　〔下線部を next Sundayにかえて６語の文に〕
   

  次の　　　に，あとの（　　）内の語を必要に応じて文中での適する形に直して書きなさい。ただし，過去を表す
語（句）や未来を表す語（句）が含まれていない場合は，現在の文とします。

□⑴　We 　　　　　　　 the party last Sunday.　（ enjoy ）
□⑵　Kenta 　　　　　　　 a brother and a sister.　（ have ）
□⑶　Yumi and Kumi 　　　　　　　 junior high school students.　（ be ）
□⑷　He will 　　　　　　　 to the party tomorrow.　（ come ）
□⑸　My father is 　　　　　　　 a chair.　（ make ）
□⑹　She 　　　　　　　 in the library two hours ago.　（ be ）
□⑺　We were 　　　　　　　 in the sea then.　（ swim ）
□⑻　I 　　　　　　　 math yesterday.　（ study ）
□⑼　When are you going to 　　　　　　　 your grandmother?　（ visit ）
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91　現在・過去・未来

学習日▶　　 /

  次の各組が Aと Bとの対話になるように，　　　に適する語を書きなさい。ただし，過去を表す語（句）や未来
を表す語（句）が含まれていない場合は，現在の文とします。

□⑴　A ：　　　　　　　　 your mother at home now?
  B ：　No, she 　　　　　　　.　But she 　　　　　　　 be back soon.
□⑵　A ：　　　　　　　　 you going to see the new movie next Saturday?
  B ：　No, I 　　　　　　　  　　　　　　　.　I 　　　　　　　 it last Friday.
□⑶　A ：　How 　　　　　　　 your father usually go to work?
  B ：　He 　　　　　　　 to work by train.　But he 　　　　　　　 there by car yesterday.
□⑷　A ：　When 　　　　　　　 you take these pictures?
  B ：　I 　　　　　　　 them last summer.　I 　　　　　　　 staying in Okinawa then.

  次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の語句を並べかえなさい。ただし，それぞれ１語ずつ不足してい
る語があります。

□⑴　スミス先生はわたしたちにとても親切です。　（ us / kind / Mr. Smith / to / very ）.
   
□⑵　わたしは今，自分の部屋をそうじしているところです。　（ room / I / my / am / now ）.
   
□⑶　彼はその日，皿洗いをしませんでした。　（ he / that day / the dishes / wash ）.
   
□⑷　彼はわたしの宿題を手伝ってくれるでしょうか。　（ he / me / help / my homework / with ）?
   
□⑸　あなたはカナダにどれくらいいましたか。　（ in / how / you / long / Canada ）?
   
□⑹　あなたのお姉さんは毎日，英語を勉強していますか。

  （ study / day / your / English / sister / every ）?
   

  次の日本文を英語に直しなさい。

□⑴　わたしたちの学校は８時30分に始まります。

   
□⑵　あなたは昨夜，早く寝ましたか。

   
□⑶　①あなたはわたしの話を聞いていませんでした。②何を考えていたのですか。

□①　 
□②　 

□⑷　今はくもりですが，今夜は雨でしょう。

   
□⑸　あなたは次の日曜日に何をするつもりですか。― 公園で友だちとテニスをするつもりです。
   
 ―  
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10 2　助動詞

Introduction
Introduction

2 助動詞

1  助動詞の種類と用法……《助動詞＋動詞の原形～》

①　He  speaks Chinese.
②　He can speak Chinese. 〔能力〕
③　You may go now. 〔許可〕
④　It may be snowy tomorrow. 〔推量〕

2  否定文……《主語＋助動詞＋not＋動詞の原形～.》

You should  go to the party.
You should not go to the party.

 You must not watch TV so long.
 　　  「～してはいけない」

3  疑問文……《助動詞＋主語＋動詞の原形～?》

He should take an umbrella with him.
Should he take an umbrella with him?
＊答え方　Yes,＋主語＋助動詞 . / No,＋主語＋助動詞＋not.

 Must I come home early today?　―  Yes, you must. / No, you don’t have to.

4  助動詞の働きをする語句

①　be able to ～「～できる」
②　have to ～「～しなければならない」
③　had better ～「～した方がよい」
 例文  ①　Taro is able to run fast.
 ②　We have to help each other.
 ③　My father says I had better read a lot of books.
＊否定文・疑問文の作り方…… be able toの文は be動詞の文と，have toの文は一般動詞の文と同じ要領

He has to answer the question.
He doesn’t have to answer the question. （彼はその質問に答えなくてもよい。）

Does he have to answer the question?
＊答え方　Yes,＋主語＋do［does / did］. / No,＋主語＋do［does / did］ not.

比較

比較

比較

比較

比較

Bill’s father ： Would you like some more salad?
Jun ： Yes, please.　It’s very good.　May I have some more bread, too?
Bill’s father ： Of course.
Bill ： Mother, can you pass me the salt, please?
Bill’s mother:  Sure.　Bill, you always eat too fast. 

You had better eat more slowly. 
Bill ： OK, Mother.

純
じゅん

がビルの家の夕食に招待されました

＊短縮形＊
cannot → can’t

could not → couldn’t
must not → mustn’t

should not → shouldn’t

助動詞の種類

can
（could）

～できる，
～してもよい

may ～してもよろしい，
～かもしれない

must ～しなければならない，
～にちがいない

should ～すべきだ

＊過去と未来の言い方＊

・was［were］ able to ～「～できた」
・will be able to ～「～できるだろう」
・had to ～「～しなければならなかった」
・will have to ～「～しなければならないだろう」
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112　助動詞

学習内容▶ 学習日▶　　 /

Introductionの意味

●　助動詞の種類と用法，否定文・疑問文
●　助動詞の働きをする語句，助動詞を含む慣用表現

5  助動詞を含む慣用表現

①　Can［Will / Could / Would］ you （please） ～?
②　Shall we［I］ ～?
③　Would you like …?
 例文  ①　Will you bring me some water?
 ②　Shall we go fishing next Sunday?
 ③　Would you like some tea?

 次の各組の英文を，下線部に注意して日本語に直しなさい。

□⑴□①　I can’t swim fast.
  　　（ ）
 □②　I looked everywhere but couldn’t find the pen.
  　　（ ）
□⑵□①　May I see your passport?
  　　（ ）
 □②　My mother is always angry.　She may be too busy.
  　　（ ）
□⑶□①　We must share the housework.
  　　（ ）
 □②　My brother practices soccer for two hours every day.　He must be tired.
  　　（ ）
 □③　Children must not go out late at night.
  　　（ ）

 ⑴　everywhere　いたるところを　　⑶　share …　…を分担する

 次の文を，（　　）内の語句を用いてほぼ同じ内容の文に書きかえなさい。

□⑴　He can sing well. （be able to）  
□⑵　You must come. （have to）   
□⑶　Let’s have lunch. （shall we）   

ポイント問題

1

語句

2

ビルの父親：サラダをもっといかが？

純　　　　：はい，お願いします。とてもおいしいです。パンももっといただいてもいいですか。

ビルの父親：もちろん。

ビル　　　：お母さん，塩を取ってくれる？

ビルの母親：いいわよ。ビル，あなたはいつも食べるのが速すぎるわ。もっとゆっくり食べた方がいいわよ。

ビル　　　：わかったよ，お母さん。

＊答え方＊

・Sure.［Of course. / OK. / All right.］
・（I’m） Sorry, （but） I can’t.
・That’s （not） a good idea.
・Yes, let’s. / No, let’s not.
・ （Yes,） Thank you. / Yes, please. 

/ No, thank you.
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12 2　助動詞

確認問題
1  ●助動詞の種類と用法●　次の文を，（　　）内の助動詞を加えて書きかえなさい。また，できた文を日本語

に直しなさい。

□⑴　My brother runs very fast.　（ can ）
   
  （ ）
□⑵　It is rainy.　（ may ）
   
  （ ）
□⑶　My sister washes the dishes.　（ must ）
   
  （ ）
□⑷　We help each other.　（ should ）
   
  （ ）

2  ●否定文●　次の日本文に合う英文になるように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　わたしはピアノが弾けません。
  I 　　　　　　　  　　　　　　　 the piano.
□⑵　あなたは今，テレビを見てはいけません。
  You 　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　 TV now.
□⑶　彼らは幸せではないのかもしれません。
  They 　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　 happy.
□⑷　あなたは電話でそんなに長く話すべきではありません。
  You 　　　　　　　  　　　　　　　 so long on the telephone.
□⑸　わたしはそのとき，彼の言っていることが聞き取れませんでした。
  I 　　　　　　　  　　　　　　　 him at that time.

3  ●疑問文とその答え方●　次の各組が AとBとの対話になるように，　　　に適する語を書きなさい。
□⑴　A ：　Can you use this computer?

 B ：　Yes, 　　　　　　　  　　　　　　　.
□⑵　A ：　Can your parents play tennis?

 B ：　No, 　　　　　　　  　　　　　　　.
□⑶　A ：　May I visit my grandmother in the hospital?

 B ：　No, 　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　.
□⑷　A ：　Should I take a bus to the stadium?

 B ：　Yes, 　　　　　　　  　　　　　　　.
□⑸　A ：　Must I wear a coat today?

 B ：　Yes, 　　　　　　　  　　　　　　　.　It’s cold outside.
□⑹　A ：　Must I come home early today?

 B ：　No, 　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　.
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132　助動詞

学習日▶　　 /

4  ●助動詞の働きをする語句●　次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の語句を並べかえなさい。

□⑴　これらの鳥はとてもじょうずに泳ぐことができます。
 These birds （ able / are / swim / to / very well ）.

   
□⑵　彼女は家族のために朝食を作らなければなりません。

 She （ breakfast / has / make / to / for her family ）.
   
□⑶　君たちは将来のために中国語を学んだ方がよい。

 You （ better / Chinese / had / learn / for the future ）.
   

5  ●疑問文・否定文●　次の文を，〔　　〕内の指示に従って書きかえなさい。

□⑴　She is able to drive a car.　〔①　否定文に　　②　疑問文に書きかえ，yesで答えなさい〕
□①　 
□②　 
 ―  

□⑵　He has to go to school on Saturdays.
 〔①　否定文に　　②　疑問文に書きかえ，noで答えなさい〕
□①　 
□②　 
 ―  

6  ●過去と未来の言い方●　次の文を，（　　）内の語（句）を加えて書きかえるとき，　　　に適する語を書き
なさい。

□⑴　The old man is able to run fast.　（ when he was young ）
  The old man 　　　　　　　 able 　　　　　　　  　　　　　　　 fast when he was young.
□⑵　He is able to ride a bike.　（ in a day ）
  He 　　　　　　　  　　　　　　　 able 　　　　　　　  　　　　　　　 a bike in a day.
□⑶　I have to get up early to walk the dog.　（ yesterday ）
  Yesterday I 　　　　　　　 to 　　　　　　　 up early to walk the dog.
□⑷　She has to use a computer to do the work.　（ tomorrow ）
  Tomorrow she 　　　　　　　  　　　　　　　 to 　　　　　　　 a computer to do the work.

7  ●助動詞を含む慣用表現●　次の日本文に合う英文になるように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴ 　どうか駅まで車に乗せていっていただけますか。― いいですよ。
  　　　　　　　  　　　　　　　 please drive me to the station?　―  All 　　　　　　　.
□⑵ 　トムに聞いてみませんか。― それはいいアイデアですね。
  　　　　　　　  　　　　　　　 ask Tom?　―  That’s a good 　　　　　　　.
□⑶　窓を開けましょうか。― ええ，お願いします。
  　　　　　　　  　　　　　　　 open the window?　―  　　　　　　　, please.
□⑷　コーヒーはいかがですか。― けっこうです。
  　　　　　　　 you 　　　　　　　 some coffee?　―  　　　　　　　, thank you.
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14 2　助動詞

練成問題

  次の英文が「　　」内の日本語の意味を表すように，　　　に適する語を書きなさい。

□⑴　　　　　　　　 I 　　　　　　　 down?　「座ってもいいですか」
□⑵　You 　　　　　　　  　　　　　　　 such a thing.　「そんなことをするべきではありません」
□⑶　It 　　　　　　　  　　　　　　　 be warm tomorrow.　「暖かくならないかもしれません」
□⑷　　　　　　　　 you 　　　　　　　 to carry the heavy books?　「それらの重い本を運べましたか」
□⑸　I 　　　　　　　  　　　　　　　 my homework today.　「宿題をしなければなりません」

  次のようなとき，英語でどのように言えばよいですか。また，どのような受け答えをすればよいですか。　　　
に適する語を書きなさい。

□⑴　①　相手に紅茶をすすめるとき。　　②　受けるとき。

　□①　　　　　　　　 you have some tea?
　□②　Yes, 　　　　　　　 you.
□⑵　①　相手にいっしょに図書館へ行ってくれるように頼むとき。　　②　ことわるとき。

　□①　　　　　　　　 you go to the library with me?
　□②　I’m 　　　　　　　.　I can’t now.　How about tomorrow?
□⑶　①　放課後テニスをしようと相手を誘うとき。　　②　受けるとき。

　□①　　　　　　　　  　　　　　　　 play tennis after school?
　□②　Yes, 　　　　　　　.
□⑷　①　相手に車を洗いましょうかと申し出るとき。　　②　ことわるとき。

　□①　　　　　　　　 I wash your car?
　□②　No, 　　　　　　　 you.

  次の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。

□⑴ⓐ　Wash your hands before you eat.
 ⓑ　You 　　　　　　　  　　　　　　　 your hands before you eat.
□⑵ⓐ　Don’t be noisy.
 ⓑ　You 　　　　　　　  　　　　　　　 be noisy.
□⑶ⓐ　Mr. Brown can speak five languages.
 ⓑ　Mr. Brown 　　　　　　　  　　　　　　　 to speak five languages.
□⑷ⓐ　Please come with me.
 ⓑ　　　　　　　　 you 　　　　　　　 with me?
□⑸ⓐ　Let’s ride on a boat.
 ⓑ　　　　　　　　  　　　　　　　 ride on a boat?
□⑹ⓐ　How about another cup of coffee?
 ⓑ　　　　　　　　 you 　　　　　　　 another cup of coffee?
□⑺ⓐ　I must be at home today.
 ⓑ　I 　　　　　　　  　　　　　　　 be at home today.
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152　助動詞

学習日▶　　 /

  次の各組が AとBとの対話になるように，（　　）内から適する語（句）を選び，記号で答えなさい。

□⑴　A ：　（ ア　Can　　イ　Will ） your brother swim fast? 〔　　〕

  B ：　Yes, he can.
□⑵　A ：　（ ア　Shall　　イ　Will ） I close the door? 〔　　〕

  B ：　Yes, please.
□⑶　A ：　Hello.　This is Keiko speaking.　（ ア　May　　イ　Will ） I speak to Bob? 〔　　〕

  B ：　Speaking.
□⑷　A ：　①（ ア　May　　イ　Must ） I stay home tomorrow? ①〔　　〕②〔　　〕

  B ：　No, you don’t have to.　You ②（ ア　may　　イ　must ） go out.
□⑸　A ：　①（ ア　Must　　イ　Do ） I have to wash the car today? ①〔　　〕②〔　　〕③〔　　〕

  B ： 　No, you ②（ ア　mustn’t　　イ　don’t ）.　But you ③（ ア　must do　　イ　may do ） 
it tomorrow.

  次の日本文に合う英文になるように，（　　）内の語句を並べかえなさい。ただし，それぞれ１語ずつ不足してい
る語があります。

□⑴　わたしたちはもっと熱心に勉強した方がよい。　（ had / harder / study / we ）.
   
□⑵　彼を空港まで迎えに行く必要はありませんでした。　I （ at the airport / didn’t / him / meet / to ）.
   
□⑶　水を持ってきてあげましょうか。　（ bring / I / some water / you ）?
   
□⑷　わたしはけさ，始発の電車に乗ることができませんでした。

  （ catch / I / this / train / able / the / to / first ） morning.
   

  次の日本文を英語に直しなさい。

□⑴　わたしはこの本を読まなければいけませんか。― いいえ，その必要はありません。
   
 ―  
□⑵　窓をあけてくれませんか。― いいですよ。
   
 ―  
□⑶ 　①わたしはその店を探したのですが，見つけられませんでした。②あした，連れていってくださいま
せんか。

　□①　 
　□②　 
□⑷　わたしは彼と話すべきですか。― はい，話すべきです。彼は怒っているにちがいありません。
   
 ―  
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