
～ 中学復習 ～ その３ 

助動詞・疑問文・否定文 

 

4. 練習です！ DidやDoesが省略される事を意識しながら訳してみましょう！ 

(ア) あなたは英語を話します。  You speak English. 

(イ) その警官は冗談を言います。  The police officer tells a joke. 

(ウ) 彼は毎朝歯を磨きます。   He brushes his teeth every morning. 

(エ) 彼はその窓を拭きました。   He cleans(wipes) the window. 

(オ) 彼は私を愛しているかも知れない。 He might love me. 

(カ) 彼女は彼を信じるべきだ。   She should trust him. 

(キ) 私は渋谷でYOSHIに会うつもりだ。 I will meet(see) Yoshi in Shibuya. 

(ク) 日本人は魔法を使う事が出来た。  Japanese could use magic. 

(ケ) その先生は私にキスしてもよい。  The teacher may kiss me. 

(コ) 私は夢では英語を喋る事が出来た。  I could speak English in my dream. 

(サ) 彼女は6月に大阪に引っ越します。 She will move to Osaka in June. 

 

5. 疑問文。助動詞が見えなければ引っ張り出して、最初と2番目を入れ替えるだけ！ とは言って

も慣れなければ言葉レベルにはなりません。練習です！ 

(ア) あなたは英語を話すのですか？ Do you speak English? 

(イ) その警官は冗談を言いますか？ Does the police officer tell a joke? 

(ウ) 彼は毎朝歯を磨きますか？  Does he brush his teeth every day? 

(エ) 彼はその窓を拭きましたか？  Did he clean(wipe) the window? 

(オ) 彼女は彼を信じるべきですか？ Should she trust him? 

(カ) 私はイラクに行っていいですか？ May I go to Iraq? 

(キ) 私達は、あなたの職場で煙草を吸う事は出来ますか？ Can we smoke in your office? 

(ク) あなたのお母さんは6時に電車に乗るつもりですか？  

Will your mother take a train at 6 ? 

(ケ) あなたの息子さんは6時までに起きる事が出来ましたか？ Could your son get up by 6 ? 

(コ) あなたの娘さんは去年ここに来る事が出来ましたか？  

Could your daughter come here last year? 

(サ) 彼は総理(the prime minister)として、そのお金を受け取るべきですか？ 

Should he receive the money as the prime minister? 

 

6. そして最後に否定文！ 

(ア) あなたは英語を話しません。 You do not speak English. 

(イ) その警官は彼をわざと捕まえませんでした。  

The police officer did not catch him on purpose. 

(ウ) 彼は毎朝歯を磨きません。 He does not brush his teeth every morning. 

(エ) 彼はその窓を布で拭きませんでした。 He didn’t clean(wipe) the window with a cloth. 

(オ) 彼女は彼を簡単に信じるべきではない。 She should not believe him easily. 

(カ) 日本人は魔法を全く使う事が出来なかった。  Japanese could not use magic at all. 

(キ) 私は今日ペンを持っていません。 I don’t have a pen today. 

(ク) 1999年7月1日に恐怖の大王(a great king of terror)は現れませんでした。 

A great king of terror did not appear on July first in 1999. 



7. 今日これまで習った事を使って、以下の質問に対してご自身の解答を作ってみて下さい。 

(ア) Should 14-year-old boy have a date with a girl? 

No! 14-year-old boy shouldn’t have a date. It is too dangerous for the girl! 

(イ) Can you leave a spare key to your friend? 

Yes, I can. I will hide my money. 

 


