英語 助動詞 これだけは‼
助動詞 （動詞を助ける＝意味を加えるはたらき）をする

人の気持ちや判断などの意味を加える

〈助動詞の使い方〉
① 助動詞の後は動詞の原形がくる He can swim（三単現のｓは不要）．
② 主語の人称や数によって変化しない He can（助動詞にｓなどがつくことはない）swim．
③ 否定文は助動詞の後に not をおく He can not swim．
④ 疑問文は助動詞を文頭にもってくる Can he swim？ Yes，he can． No，he can't．
⑤ 助動詞を２つ並べて使わない He will can swim．（×誤）

助動詞の意味
否定形

意味

ｃａｎ（キャン）
ｍａｙ（メイ）
ｗｉｌｌ（ウイル）
ｍｕｓｔ（マスト）

～できる（可能）

過去形

can not

～してもよい（許可）

can’t

～してもよい（許可）

connot

～だろう（未来）

will not

～するつもりだ（意志）

won’t

～しなければならない

must not

（義務・必要・禁止）

mustn’t

would

be going to

had to

have to has to
had to

～にちがいない（確信）

ｓｈｏｕｌｄ（シュッド）

be able to

その他

～はあり得る（推量）
の意味もある

might

may not

～かもしれない（推量）

could

同じ意味を表す熟語

should not

～すべきだ（義務・助言）

shouldn’t

（助動詞は会話表現でよく使われる）

Would や Could を使

うほうがより丁寧な表
① 依頼 （相手にお願いする）
現になる
★Would（Could）you open the door？
★Ｗill（Can）you open the door？
（～していただけませんか より丁寧な表現）
（～してくれませんか）
その他依頼を表す表現は ★Please～（～してください）や★動詞の原形から始まる命令文などもある
（答え方 いいですよ→ Yes，of course． All right．Sure．など

② 許可 （許しを求める）
★May I（Can I） use this pen？

いいえ、だめです。 I‘m sorry, I can't．など）

このペンを使ってもいいですか

（答え方 いいですよ→ Yes，of course． All right．Sure．など

いいえ、だめです。 I‘m sorry, you can't． Ｎｏ, you can't．など）

③ ★Shall の使い方
★Shall I close the window？ （私が）窓を閉めましょうか（相手に申し出る）
（答え方 Yes，please．はい、お願いします/ No，thank you．いいえ、結構です）
★Shall we go fishing？ （私たちが）魚釣りに行きましょうか（魚釣りに行こうよ）
（答え方 Yes，let's．はい、そうしよう / No，let’s not．いいえ、やめておこう）
④ ★must not は禁止（～してはいけない）
You must not（＝mustn't） swim here．（ここで泳いではいけない）＝Don’t swim here．
⑥ ★don’t（doesn’t didn't）have to～ は必要なし（～する必要がない）
You don’t have to go there． あなたはそこへ行く必要がない

⑥ ★（こんな場合は…？）
※Must～？は「する必要があるかそれともないか」を尋ねるので答え方に気をつけよう
Must Ｉ go there？ （私はそこへ行く必要がありますか？）
Yes，you must．（はい、行く必要があります）No，you don’t have to．（いいえ、行く必要はありません）
（No，の場合は don’t have to を使って答える）

【その他こんな表現も覚えよう】
★She will be able to read English． （will と can の両方の意味を含んでいる）
彼女は英語をよむことができるようになるだろう（読めるようになるだろう）

★You will have to get up early． （will と must の両方の意味を含んでいる）
あなたは早く起きなければならないだろう
★used to～ 過去の習慣「～したものだ」や過去の状態「（以前は）～だった」
この場合は（ユウズドゥではなくユウストゥ）と発音

Ｉ used to swim in summer． 私は海で泳いだものだ
There used to be ａ museum in my town．以前は私の町に博物館があった。
★ had better～ 「～したほうがよい」「～すべきだ」（義務や助言）
You had better see a doctor． あなたは医者に診てもらったほうがいい（診てもらいなさい）
★ Would you like～？ （～はいかがですか？） 相手に何かを進めたり希望を尋ねる
Would you like some coffee？ （コーヒーはいかがですか？）
Yes，please．（はい、お願いします） No，thank you．（いいえ、結構です）
★ Would like to～ ～したいのですが（希望を表す控えめな表現）
Would you like to go with us？ （私たちと一緒に行きませんか）
Yes，Ｉ’d like that．（はい、喜んで） Sorry, Ｉ can't．（すみません、一緒に行けません）など

【問１】それぞれの文が同じ意味を表すように（
）に適切な単語を入れよう
Will you open the door？＝（ ① ）open the door．
Shall we play soccer？ ＝（ ② ）play soccer．
高校入試によく出
You must not eat here．＝（ ③
）eat here．
る問題です‼
You must go to bed early．＝（ ④ ）to bed early．
【問２】 訳してみよう

① Paul can speak Japanese．

⑩ She will have to help her mother．

② Ｃａｎ（Ｍay）Ｉ help you？（店で）

⑪ Ｉ didn’t have to call him．

③ It may rain tomorrow．

⑫ Shall Ｉ close the door？ Yes，please．

④ Ken must go home soon．

⑬ Must Ｉ wait here？ No，you don’t have to．

⑤ He must be honest．

⑭ Would you like some cakes？ No，thank you．

⑥ Mika will visit Kyoto next year．

⑮ Would you like to see a movie？

⑦ We should help each other．

⑯ You had better ｎｏｔ eat too much．

⑧ Ｉ will be able to draw pictures．

⑰ Ｉ used to go to bed late when Ｉ was a student．

⑨ Will you pass me the salt？

⑱ Many stars can be seen in the sky at night．
【問１】の答え ①Please ②Let’s ③Don’t ④Go（命令文になる）

