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助動詞

書きかえドリル (4)

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）

【１】 ①の文の意味を変えないように、別の表現を用いて②の英文を完成させなさい。 
(1) ① Can Takuya ride a bike?   Yes, he can.  ※ ride = 乗る 
   ② (     Is Takuya able to ride                      ) a bike?  Yes, (     he is       ). 
   和訳：タクヤは自転車に乗ることができますか（乗れますか）？ はい、できます（乗れます）。 
(2) ① He won’t tell it to anyone.  
   ② (      He is not (He isn’t / He’s not) going to tell it to                       ) anyone. 
   和訳：彼はそれを誰にも言わないつもりです（言わないでしょう）。 
(3) ① Was she able to finish her homework?   No, she was not.   couldn’t でも可。↓ 
   ② (      Could she finish her homework                )?  No, (   she could not    ). 
   和訳：彼女は宿題を終えることができましたか？ いいえ、できませんでした。 
(4) ① Does he have to walk to school?  Yes, he does.  
   ② (      Must he walk to school                      )?  Yes, (      he must       ). 
   和訳：彼は学校へ歩いて行かなければなりませんか？ はい、歩いて行かなければなりません。 
(5) ① Will your sister meet her friends soon?    
       Yes, (       she        ) will. ←適切な主語を入れてみよう！ 
   ② (     Is your sister going to meet her friends soon                                )?  
       Yes, (       she is         ). 
和訳：あなたの姉（妹）は彼女の友人たちにすぐに会うつもりですか（会うでしょうか）？ はい、会うつもりです（会うでしょう）。 
【２】 次の日本文を、2 通りの表現で英文に直しなさい。 
(1) 多くの人々はそれについて考えなければならない。 
(   Many (または A lot of) people must think about it.                                      ) 
(   Many (または A lot of) people have to think about it.   ※順不同                        ) 
 
(2) 私の夫（husband）は、車を運転できません。 
(   My husband can’t (cannot) drive a car. )
(   My husband isn’t (is not) able to drive a car.   ※順不同 )
                     “cars” でも可。↑どちらにしても “car” だけでは足りないよ！ 
(3) 私は毎日走らなければなりませんか？ いいえ、走らなくてよいです。 
(   Must I run every day?  No, you don’t (do not) have to.                                 )
(   Do I have to run every day?  No, you don’t (do not) have to.   ※順不同                )
 
(4) 大統領（the President）は来月、その国を訪問するつもりだ。 
(   The President will visit the (that) country next month. )
(   The President is going to visit the (that) country next month.   ※順不同 )
 
(5) このペンを使ってはいけません。 
(   You must not (mustn’t) use this pen. )
(   Don’t (Do not) use this pen.             ※順不同 )
 
(6) 彼らはこれらの教科書を買うつもりではない。 
(   They won’t (will not) buy these textbooks. ) 
(   They aren’t (They are not / They’re not) going to buy these textbooks.   ※順不同 )


