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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) We may as well go home now.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) You don't have to worry about it.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) You should get more sleep.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。

(4) (　　) I come in?

入ってもよろしいでしょうか。

①Will    ②May    ③Shall    ④Must     　　　　(4) 

(5) His story (　　) be true.

彼の話は本当かもしれない。

①may    ②cannot    ③shall    ④will     　　　　(5) 

(6) I (　　) bring some food to the party.

パーティーに食べ物を持っていきますよ。

①could    ②will    ③might    ④may     　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) この博物館では写真を撮ってもいいですよ。

( pictures / can / you / in / take ) this museum.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 私は彼の助言に従うべきだと思う。

I think ( to / I / advice / follow / ought / his ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 私はよく居間で宿題をしたものだ。

( my / I / often / do / homework / would ) in the living room.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。

(10) 私に助言をくれませんか。

(　　) you (　　) me some advice?  　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) きみはこのテレビ番組を観ないほうがいいよ。怖すぎるから。

(　　) (　　) (　　) watch this TV program; it's too scary.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) あなたの宿題を手伝いますよ。

(　　) (　　) you with your homework.  　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 彼女が私たちのクラブに入る気があるのを，私は確信していた。［join］
I was sure she (　　) (　　) our club.  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) 昔はよく，おばを訪ねたものだ。

I (　　) (　　) (　　) my aunt.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

[Ｅ] ［　］内の語句を用いて，次の日本語を英文にしなさい。

(15) あなたは彼女を待たせておくべきではなかった。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) 私たちはもう家に帰ってもいいだろうね。 [5.2 mayとmight〈Key Sentences〉]

(2) そのことを心配する必要はありません。 [5.3 mustとhave to〈Key Sentences〉]

(3) もっと睡眠をとったほうがいいよ。 [5.4 shouldとought to，had better〈Key Sentences〉]

(4) ② [5.2 mayとmight〈Key Sentences〉]

(5) ① [5.2 mayとmight〈Key Sentences〉]

(6) ② [5.5 willとwould，shall〈Key Sentences〉]

(7) You can take pictures in  this museum. [5.1 canとbe able to〈Key Sentences〉]

(8) I think I ought to follow his advice . [5.4 shouldとought to，had better〈Key Sentences〉]

(9) I would often do my homework  in the living room. [5.5 willとwould，shall〈Key Sentences〉]

(10) Can[Could], give [5.1 canとbe able to〈Check問題〉]

(11) You'd better not [5.4 shouldとought to，had better〈Check問題〉]

(12) I'll help [5.5 willとwould，shall〈Check問題〉]

(13) would join  [5.5 willとwould，shall〈Check問題〉]

(14) used to[would often] visit [5.6 used to〈Check問題〉]

(15) You ought not to have kept her waiting. [5.7 助動詞＋have＋過去分詞〈確認問題集〉]


