
【新二年生用】第5章　助動詞 総合英語Evergreen

[Ａ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。

(1) (　　) (　　) close the window?
窓を閉めてくれませんか。  　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) (　　) his story be true?
彼の話が真実だなんて，ありうるだろうか。  　　　　　　　(2) 

(3) That (　　) be the best solution.
それが一番よい解決策でありそうだ。  　　　　　　　(3) 

(4) You (　　) (　　) (　　) (　　) at seven.
あなたは7時に起きるべきだったのに。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) (　　) (　　) open the window?
窓を開けてくれませんか。  　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

[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。

(6) You (　　) throw your money away as buy such a thing.
あんなものを買うなんて，お金を捨てるようなものだよ。

①might as well    ②might well    ③would rather    ④ought to     　　　　　　　(6) 

(7) She (　　) be Bobby's sister.
彼女はボビーのお姉さんに違いない。

①must    ②would    ③used to    ④might     　　　　　　　(7) 

(8) She (　　) the difference.
彼女がその違いに気がついたはずがない。

①ought not have noticed    ②used to be noticed    ③couldn't have noticed    ④needn't notice    
 　　　　　　　(8) 

(9) The light in the sky (　　) be a plane.
空のあの光は飛行機かもしれない。

①could    ②must    ③can't    ④had better     　　　　　　　(9) 

(10) I suggest that you (　　) stay at the hotel.
そのホテルに泊まることをお勧めします。

①should    ②shall    ③would    ④might     　　　　　　　(10) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(11) だれにだって間違いはありうる。

( can / mistakes / anybody / make ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 彼は奥さんといっしょにパーティーに来るかもしれません。

( the party / he / to / with / come / might ) his wife.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 医師の助言に従うことは必要不可欠だ。

( essential / follow / that / should / it / you / is ) the doctor's advice.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) その本を貸していただけませんか。

( you / could / me / book / lend / the )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) ここでくつを脱ぐ必要はありません。

( don't / your shoes / to / off / you / take / have ) here.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第5章　助動詞 総合英語Evergreen

(1) Will you [Part 2-4　will / would / shallの用法〈Target例文〉]

(2) Can [Part 2-3　可能性・推量を表す助動詞〈Target例文〉]

(3) would [Part 2-3　可能性・推量を表す助動詞〈Target例文〉]

(4) should have got up [Part 3-1　助動詞＋have＋過去分詞〈Target例文〉]

(5) Can you [Part 2-1　能力・許可を表す助動詞〈Target例文〉]

(6) ① [Part 3-2　助動詞を含む慣用表現〈Target例文〉]

(7) ① [Part 2-3　可能性・推量を表す助動詞〈Target例文〉]

(8) ③ [Part 3-1　助動詞＋have＋過去分詞〈Target例文〉]

(9) ① [Part 2-3　可能性・推量を表す助動詞〈Target例文〉]

(10) ① [Part 3-3　that節で用いられるshouldの用法〈Target例文〉]

(11) Anybody can make mistakes . [Part 2-3　可能性・推量を表す助動詞〈Target例文〉]

(12) He might come to the party with  his wife. [Part 2-3　可能性・推量を表す助動詞〈Target例文〉]

(13) It is essential that you should follow  the doctor's advice. [Part 3-3　that節で用いられるshouldの用法〈

Target例文〉]

(14) Could you lend me the book ? [Part 2-1　能力・許可を表す助動詞〈Target例文〉]

(15) You don't have to take off your shoes  here. [Part 2-2　義務・必要を表す助動詞〈Target例文〉]


