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助動詞の基本

助動詞には be, do, have のように，疑問文・否定文・現在［過去］完了形・受動態な
どの文法上の形を作るものと，will, can, must のように，（ A ）の前に置いて動詞
に意味を添えるものとがある。また，be going to, be to, have to, used to などは 
動詞句であるが，後者の助動詞と同じく動詞に意味を添える働きをする。

01   （（各助動詞（相当語句）の否定形（と短縮形がある場合は短縮形）を書く））　

a)  will b)  shall	 c)  can 
d)  may e)  need f)  have to 
g)  used to h)  ought to i)  had better 
j)  would rather

02   （（下線部（短縮形）の元の形は何か））

a) It's been a long time!
b) He's gone.
c) He's got to do it all over again.
d) I'd love to, but I can't.
e) You'd better see a doctor.
f) I'd rather stay home and watch TV.
g) If I'd left earlier, I'd have gotten there on time.

will と be going to の使い方

一般に will はこれから［未来］において 「…する」「…である」 という意味を表す。
will は主語の（ A ）を表すのによく用いられる。Will you ...? は 「…してくれます
か？」 という 「依頼」 の意味で用いることが多い。否定形の will not [won't] は未来
において 「…しない」 という意味に加え，「どうしても…しない」 という 「拒絶・固
執」 を表すこともある。be going to も will（の肯定形）とほぼ同じ意味をもつが，
will より（ B ）的な表現である。

03　どんなことがあっても絶対に勝つぞ。（（適語を記入し２通りで））

a) I ( 　) win no matter what.
b) I'm ( 　) ( 　) win no matter what.
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04　このことをママには話さないよね？

a) You ( 　) tell Mom, ( 　) you?
b) You're not ( 　) ( 　) tell Mom, ( 　) you?

05　「もう行く時間だわ」「じゃあ車の鍵を取ってくるよ」（（適語を選択））

"It's time for me to get going." "OK. ( I'll, I'm going to ) get the car keys."

06   「運転免許証を見せてください」  「はい（お巡りさん）。違反切符ですか？」

"Please show me your driver's license." "Yes, officer. ( Will you, 
Are you going to ) give me a ticket?"

07   （（下線部に注意して各文を和訳））

a) Will you bring the table in here?
b) Will you be bringing the table in here?

08   「また，集まれるといいですね」「ええ，私も楽しみにしています」

"I hope we can get together again." "Yes, I'll ( 　) ( 　) forward to it."

09　謝ろうと思っていたのだが，気が変わった。

I ( would, was going to ) apologize but I changed my mind.  

10    「彼にそれを伝えていただけますか？」「わかりました」  

"Would you tell him that for me?" "Yes, I ( will, would )."

11   （君が）今日ここで見たことは忘れるように。（（must 以外の適語を記入））

You ( 　) forget what you saw here tonight.

12   （（下線部に注意して各文を和訳））

a) Don't call him. He will be working now.
b) She's seeing a new man, but she won't tell me who he is.  
c) Never mind. Such things will happen occasionally. 

Grammar
助動詞

L


