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時制…基本 1
I did it yesterday. do→did〈過去形〉

「〜した」
私はした　それを　昨日

I will do it tomorrow. will（shall）＋動詞の原型〈未来形〉
「〜するでしょう」

私はするでしょう　それを　明日

I have done it before. have（has）＋過去分詞〈現在完了〉
「〜してしまった」

私はしてしまった　それを　前に

I had already done it when you did it. had＋過去分詞〈過去完了〉
「（そのとき）〜してしまっていた」

私はすでにしてしまっていた　そ
れを　あなたがそれをしたとき

I will have done it by this time tomorrow. will（shall） have＋過去分詞〈未来完了〉
「（そのときには）〜してしまっているだろう」

私はしてしまっているだろう　そ
れを　明日の今頃までに

I am doing it now. be 〜ing〈現在進行形〉
「〜している」

私はしている　それを　今

I was doing it then. was（were） 〜ing〈過去進行形〉
「〜していた」

私はしていた　それを　そのとき

I will be doing it then. will（shall） be 〜ing〈未来進行形〉
「〜しているだろう」

私はしているだろう　それを　そ
のとき

I have been doing it since this morning. have（has） been 〜ing〈現在完了進行形〉
「（今まで）ずっと〜している」

私はずっとしている　それを　け
さから

I had already been doing it when you did 
it.

had been 〜ing〈過去完了進行形〉
「（そのときまで）ずっと〜していた」

私はすでにずっとしていた　それ
を　あなたがそれをしたとき

I will have been doing it for five years 
next June.

will（shall） have been 〜ing〈未来完了進行形〉
「（そのときまで）ずっと〜しているだろう」

私はずっとしているだろう　それ
を　 5年間　次の 6月で
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時制…週去形/未来形 2
I was busy. was（were）〜〈過去形（状態）〉

「〜だった」
私は忙しかった

I did it last year. did〜〈過去形（動作）〉
「〜した」

私はそれをした　去年

I often did it. often did〜〈過去形〉
「よく〜した」

私はよくした　それを

I used to do it. used to do〜〈過去の習慣〉
「よく〜したものだ」

私はよくしたものだ　それを

I would often do it. would oftern do〜〈過去の習慣〉
「よく〜したものだ」

私はよくしたものだ　それを

I never did it. never did〜〈過去形〉
「けっして〜でない」

私はけっしてしていない　それを

I will do it. will do〜〈未来形〉
「〜するでしょう」

私はするでしょう　それを

I won’t (will not) do it. won’t（will not） do〜〈未来形〉
「〜しないでしょう」

私はしないでしょう　それを

I am going to do it. be going to＋動詞原形〈未来形〉
「〜しようとしている」

私はしようとしている　それを

I am going to do it so. be going to＋動詞原形〈未来形〉
「〜するつもりだ」

私はするつもりです　それを　そ
のように

I am about to do it. be about to＋動詞原形〈未来形（近い未来）〉
「まさに〜しようとしている」

私はまさにしようとしている　そ
れを
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時制…will/shall 3
I will go there. will＋動詞原形〈主語の意志〉

「〜するつもりだ」
私は行くつもりだ　そこへ

I will not go there. will not＋動詞原形〈未来の否定文〉
「〜しないだろう」

私は行かないだろう　そこへ

Will I go there ? Will＋動詞原形＋?〈未来の疑問文〉
「〜するだろうか」

私は行くだろうか　そこへ

You won’t (will not) do what I say. You won’t〜〈主語の意志〉
「あなたは〜しようとしない」

あなたはしようとしない　私の言
うことを

Shall I help you ? Shall I〜?〈相手の意志〉
「私は〜しましょうか」

私はお手伝いしましょうか　あな
たを

Will you go there ? Will you〜?〈意志〉
「あなたは〜するつもりですか」

あなたは行くつもりですか　そこ
へ

Will you shut the door ? Will you〜?〈依頼〉
「〜していただけますか」

閉めていただけますか　ドアを

Will you join us ? Will you〜?〈勧誘〉
「〜しませんか」

参加しませんか　私たちに

Won’t you join us ? Won’t you〜?〈勧誘〉
「〜しませんか｝

参加しませんか　私たちに

He won’t (will not) meet me. won’t〜〈強い拒否の意志〉
「〜しませんか」

彼はどうしても会おうとしない　
わたしに

I shall return. I shall〜〈強い意志〉
「私は絶対に〜」

私は絶対に　戻ってくる
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時制…現在完了形 4
I have just done it. have（has） just＋過去分詞

「ちょうど〜したところです」
私はちょうどしたところです　そ
れを

I have already done it. have（has） already＋過去分詞
「すでに〜してしまった」（完了）

私はすでにしてしまった　それを

I have lost my key. have（has）＋過去分詞
「〜してしまった」（結果）

私はなくしてしまった　私のカギ
を

He has gone to America. have（has）＋過去分詞
「〜してしまった」（結果）

彼は行ってしまった　アメリカへ
（今はアメリカにいる）

I have been to America. have（has） been to〜
「〜へ行ったことがある」（経験）

私は行ったことがある　アメリカ
に

I have been in America. have（has） been in〜
「〜にいたことがある」（経験）

私はいたことがある　アメリカに

I have been to the station. have（has） been to〜
「〜へ行ってきたところだ」（完了）

私は行ってきたところです　駅に

Have you ever been to America ? Have（has）…ever been to〜?
「かつて〜に行ったことがありますか」（経験）

あなたはかつて行ったことかあり
ますか　アメリカに

I have seen it before. Have（has）＋過去分詞
「〜したことがある」（経験）

私は見たことかある　それを　か
つて

I have loved you since you were a child. have（has）＋過去分詞
「ずっと〜している」（継続）

私は愛しています　あなたを　あ
なたが子供の頃から

I have been sick since last week. have（has）＋過去分詞
「ずっと〜である」（継続）

私はずっと病気である　先週以来

01章_初.indd   32-33 2017/07/11   15:36



34 35

時制…過去完了形/未来完了形 5
I had just returned home when you called 
me.

had just＋過去分詞〈過去完了〉
「（そのとき）ちょうど〜したところだった」

私はちようど戻ったところだった　家
に　あなたが電話をしたとき　私に

When I came, you had already done it. had already＋過去分詞〈過去完了〉
「（そのときまでに）すでに〜してしまっていた」（完了）

私が来たとき　あなたはすでにし
てしまっていた　それを

When you came, I had gone to America. had＋過去分詞〈過去完了〉
「（そのときには）〜してしまっていた」（結果）

あなたが来たとき　私は行ってし
まっていた　アメリカに

I had never done it until I went to America. had never＋過去分詞〈過去完了〉
「（そのときまで）〜したことがなかった」（経験）

私はしたことがなかった　それを　
私がアメリカに行くまでは

Had you ever done it before ? had ever＋過去分詞〈過去完了〉
「（そのときまでに）かつて〜したことがあった」（経験）

あなたはかつてしたことがありま
したか　それを　それ以前に

Until a little while ago I had remembered 
that word.

had＋過去分詞〈過去完了〉
「（そのときまで）ずっと〜だった」（継続）

さっきまで　私はずっと覚えてい
た　その言葉を

I had been busy when you came. had＋過去分詞〈過去完了〉
「（そのときまで）ずっと〜だった」（継続）

私はずっと忙しかった　あなたが
来たときまで

I sent her a love letter that I had written 
before.

had＋過去分詞〈過去完了〉
「（以前に）〜した」（大過去）

私はラブレターを彼女に送った　
私が書いたものを　以前に

I will have done it by this time tomorrow. will（shall） have＋過去分詞〈未来完了〉
「（そのときには）〜してしまっているだろう」（完了・結果）

私はしてしまっているでしよう　
それを　明日の今頃には

I will have done it three times if I do it 
again.

will（shall） have＋過去分詞〈未来完了〉
「（そのときまでに）〜したことになるだろう」（経験）

私はしたことになるだろう　それを 3
回　もし私がそれをすれば　もう一度

I will have lived here for ten years next 
April.

will（shall） have＋過去分詞〈未来完了〉
「（そのときまで）〜していることになるだろう」（継続）

私は住んでいることになるだろう　
ここに10年間　次の 4月で
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時制…過行形（現在/過去/未来） 6
I am listening to the radio. be 〜ing〈現在進行形〉

「〜している」（進行形の動作）
私は聞いている　ラジオを

I am always forgetting his name. be 〜ing〈現在進行形〉
「〜してばかりいる」（反復的動作）

私は忘れてばかりいる　彼の名前
を

I am leaving soon. be 〜ing〈現在進行形〉
「まさに〜しようとしている」（近未来・ありそうなこと）

私は発ちます　すぐ

It is going to rain. be going to〜〈現在進行形〉
「〜するつもりである

まさに降ろうとしている　雨が

I am going to marry her. be going to〜〈現在進行形〉
「〜するつもりである」（予定・意図）

私はするつもりだ　結婚を　彼女
と

How long are you going to stay here ? be going to〜〈現在進行形〉
「〜するつもりである」（予定・意図）

どのくらい　あなたは滞在するつ
もりですか　ここに

I was doing my homework then. was（were） 〜ing〈過去進行形〉
「〜していた」（進行中の動作）

私はしていた　宿題を　そのとき

I was always playing soccer. was（were） 〜ing〈過去進行形〉
「〜してばかりいた」（反復的動作）

私はしてばかりいた　サッカーを

I was meeting her at seven.
was（were） 〜ing〈過去進行形〉

「（そのときに）〜しようとしていた」 
（過去から見た近い未来）

私は会う予定だった　彼女に　 7
時に

I will be playing soccer tomorrow.
will（shall） be 〜ing〈未来進行形〉

「（未来のあるときに）〜しているだろう」
（未来における進行形の動作）

私はしているでしょう　サッカー
を明日

I will be coming to see you tomorrow.
will（shall） be 〜ing〈未来進行形〉

「（未来のあるときに）〜することになっている」
（近い未来の予定）

私は来ることになっている　あな
たに会いに　明日
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時制…進行形（現在完了/過去 完了/未来完了） 7
I have been playing soccer since one 
o’clock.

have（has） been 〜ing〈現在完了進行形〉
「ずっと〜しつづけている」

私はずっとしつづけている　サッ
カーを　 1時から

I have been studying English for five 
years.

have（has） been 〜ing〈現在完了進行形〉
「ずっと〜しつづけている」

私はずっと勉強をしつづけている　
英語を　 5年間

He as been talking all day. have（has） been 〜ing〈現在完了進行形〉
「ずっと〜しつづけている」

彼はずっと話しつづけている　一
日中

How long have you been waiting for him ? have（has） been 〜ing〈現在完了進行形〉
「ずっと〜しつづけている」

どれだけ　あなたは待ちつづけて
いるのですか　彼を

It has been raining since last night. have（has） been 〜ing〈現在完了進行形〉
「ずっと〜しつづけている」

雨がずっと降りつづいている　昨
晩から

I had been watching TV for two hours 
when you came home.

had been 〜ing〈過去完了進行形〉
「（そのときまで）ずっと〜しつづけていた」

私はずっと見つづけていた　テレビを
2時間　あなたが帰宅したときまで

I had been studying for two hours before I 
went to bed.

had been 〜ing〈過去完了進行形〉
「（そのときまで）ずっと〜していた」

私はずっと勉強をしていた　 2時
聞私は寝床に入るまで

He had been waiting there when you 
arrived.

had been 〜ing〈過去完了進行形〉
「（そのときまで）ずっと〜していた」

彼はずっと待っていた　そこで　
あなたが到着したときまで

I will have been studying English for five 
years next year.

will（shall） have been 〜ing〈未来完了進行形〉
「（そのときまで）ずっと〜していることになる」

私はずっと勉強していることにな
る　英語を　 5年間　来年で

I will have been staying there for a month 
next Sunday.

will（shall） have been 〜ing〈未来完了進行形〉
「（そのときまで）ずっと〜していることになる」

私はずっと滞在していることになる　
そこに 1ヵ月間　次の日曜日で

It will have been snowing for a week 
tomorrow.

will（shall） have been 〜ing〈未来完了進行形〉
「（そのときまで）ずっと〜していることになる」

雪はずっと降りつづいていること
になる　 1週間　明日で
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命令文 8
Come here, Rick. 動詞の原形

「〜しなさい」（命令）
来なさい　ここに　リツク

Sit down, please. 動詞の原形
「〜してください」（依頼）

座ってください　どうぞ

Don’t come here. Don’t〜
「〜してはいけない」（禁止）

来てはいけない　ここに

Be kind to others. Be〜
「〜しなさい」

親切にしなさい　他人に

Don’t be noisy. Don’t be〜
「〜してはならない」

うるさくしてはならない（騒ぐな）

Never give up. Never〜
「けっして〜するな」（否定の命令を強める）

けっしてあきらめるな

Never be lazy. Never be〜
「けっして〜であるな」（否定の命令を強める）

けっして怠惰であるな（怠けるな）

Let him wait for a minute. Let＋三人称目的格＋動詞の原形
「…に〜させなさい」

彼を待たせなさい　ちょっとの間

Let me go with you. Let＋一人称目的格＋動詞の原形
「私を〜させてください」

私を行かせてください　あなたと
一緒に

Don’t let him go there. Don’t let〜
「…をさせるな」

彼を行かせるな　そこへ

Do come again. Do＋動詞の原形
「ぜひ〜してください」（強い依頼）

ぜひ来てください　もう一度
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感嘆文 9
How beautiful you are ! How＋形容詞/副詞＋S＋V＋!

形容詞/副詞を強める
なんて美しいのだろう　あなたは

How pretty this doll is ! How＋形容詞＋S＋V＋!
形容詞を強める

なんてきれいなんだろう　この人
形は

How fast you run ! How＋副詞＋S＋V＋!
副詞を強める

なんて速いんだろう　あなたが走
るのは

How well you cook ! How＋副詞＋S＋V＋!
副詞を強める

なんて上手なんだろう　あなたの
料理は

How wonderful ! How＋形容詞＋!
「S＋V」の省略

なんて素晴らしいのだろう

How tall ! How＋形容詞＋!
「S＋V」の省略

なんて背が高いのだろう

What a beautiful woman you are ! What＋a＋形容詞＋名詞＋S＋V＋!
名詞を強める

なんて美しい女性だろう　あなた
は

What a pretty doll this is ! What＋a＋形容詞＋名詞＋S＋V＋!
名詞を強める

なんてきれいな人形なんだろう　
これは

What a nice day it is today ! What＋a＋形容詞＋名詞＋S＋V＋!
名詞を強める

なんていい天気だろう　今日は

What a fool ! What＋a＋形容詞＋!
「S＋V」の省略

なんて馬鹿なんだろう

Oh, wonderful ! Oh,〜!
「How/What」の省略

わあ～、素晴らしい
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受動態…基本 10
A letter is written by me. be＋過去分詞〈現在の受動態〉

「〜される」
手紙は書かれる　私によって

A letter was written by me. was（were）＋過去分詞〈過去の受動態〉
「〜された」

手紙は書かれた　私によって

A letter will be written by me. will be＋過去分詞〈未来の受動態〉
「〜されるでしょう」

手紙は書かれるでしょう　私に
よって

A letter is not written by me. be＋not＋過去分詞〈否定文〉
「〜されない」

手紙は書かれない　私によって

Is a letter written by me ? be＋S＋過去分詞〈疑問文〉
「〜されますか」

手紙は書かれますか　私によって

A letter has been written by me. have（has）＋been＋過去分詞〈現在完了〉
「〜されてしまった」

手紙は書かれてしまった　私に
よって

A letter is being written by me. be＋being＋過去分詞〈現在進行形〉
「〜されている」

手紙は書かれている　私によって

A letter was being written by me. was（were）＋being＋過去分詞〈過去進行形〉
「〜されていた」

手紙は書かれていた　私によって

Who is a letter written by ? Who＋be＋過去分詞＋by〈疑問文〉
「誰によって〜されますか」

誰によって　手紙は　書かれます
か

By whom is a letter written ? By whom＋be＋過去分詞〈疑問文〉
「誰によって〜されますか」

誰によって　手紙は　書かれます
か

What is done by me ? What＋be＋過去分詞＋by〈疑問文〉
「何が〜されますか」

何がなされますか　私によって
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受動態…応用 11
The gate is opened at seven a.m.. be＋過去分詞〈動作受動態〉

「〜される」
その門は開けられる　午前 7時に

The gate becomes opened. become＋過去分詞〈動作受動態〉
「〜されるようになる」

その門は開けられるようになる

The gate remains opened. remain＋過去分詞〈動作受動態〉
「〜されたままだ」

その門は開けられたままだ

The gate must be opened. must＋be＋過去分詞
「〜されなければならない」

その門は開けられなければならな
い

A full moon can be seen tonight. can＋be＋過去分詞
「〜されることができる」

満月は見られることができる（満
月を見ることができる）　今夜

I am laughed at by him. be＋過去分詞＋前置詞
「〜される」

私は笑われる　彼に

I am believed to be a great artist. be＋過去分詞＋to不定詞
「〜されている」

私は信じられている　偉大な芸術
家として

I am made to go there by him. be＋made＋to不定詞
「〜させられる」

私は行かされる　そこへ　彼に
よって

Your book must be closed. maust＋be＋過去分詞
「〜されねばならない」

本は開じられなければならない
（本を閉じなければならない）

He got killed in an accident. get＋過去分詞
「〜される」

彼は殺された　事故で（彼は事故
で死んだ）

I had my hat blown off by the wind. have＋目的語＋過去分詞
「〜を…される」

私は帽子を吹き飛ばされた　風で
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受動態…感情表現など 12
I am amused at the story. be amused at〜〈感情表現の受動態〉

「〜をおもしろがる」
私はおもしろがる　その話を

I am delighted at her success. be delighted at〜〈感情表現の受動態〉
「〜を喜ぶ」

私は喜んでいる　彼女の成功を

I am pleased with her present. be pleased with〜〈感情表現の受動態〉
「〜が気に入る」

私は気に入る　彼女のプレゼント
が

I am satisfied with the results. be satisfied with〜〈感情表現の受動態〉
「〜に満足する」

私は満足している　その結果に

I am interested in her. be interested in〜〈感情表現の受動態〉
「〜に興味がある」

私は興味がある　彼女に

I am surprised at the news. be surprised at〜〈感情表現の受動態〉
「〜に驚く」

私は驚く　その知らせに

I am disappointed in her. be disappointed in〜〈感情表現の受動態〉
「〜に失望する」

私は失望する　彼女に

I am discouraged by the failure. be discouraged by〜〈感情表現の受動態〉
「〜でがっかりする」

私はがっかりする　その失敗で

I was born in America. was（were） born in〜〈慣用的な受動態〉
「〜で生まれた」

私は生まれた　アメリカで

I was injured in the accident. be injured in〜〈慣用的な受動態〉
「〜で怪我をする」

私は怪我をした　事故で

I am married to an actress. be married to〜〈慣用的な受動態〉
「〜と結婚している」

私は結婚している　女優と
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助動詞…can/be able to 13
Can you speak English ? can〜〈基本形〉

「〜できる」（可能・能力）
あなたは話せますか　英語を

I could speak English. could〜〈過去形〉
「〜できた」（可能・能力）

私は話せた　英語を

I will be able to speak English. will be able to〜〈未来形〉
「〜できるようになるだろう」（可能・能力）

私は話せるようになるだろう　英
語を

You may be able to see him. may be able to〜
「〜かもしれない」

あなたは会えるかもしれない　彼
に

You can go home. can〜
「〜してよろしい」（許可）

あなたは帰ってよろしい　家に

Can the rumor be true ? Can〜?
「いったい〜だろうか」（強い疑い）

いったい　その噂は　本当だろう
か

It cannot be true. cannot〜
「〜のはずはない」（否定的な推定）

それは　本当であるはずがない

Can you make me coffee ? Can you〜?
「〜してくれますか」（依頼）

いれてくれますか　私に　コー
ヒーを

Could you tell me the way ? Could you〜?
「〜していただけますか」（丁寧な依頼）

教えていただけますか　私に　道
を

I cannot help but get angry. cannot help but＋原形不定詞
「〜せざるを得ない」（慣用表現）

私は怒らざるを得ない

I cannot help getting angry. cannot help 〜ing
「〜せざるを得ない」（慣用表現）

私は怒らざるを得ない
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助動詞…may/might 14
May I smoke here ? May I〜?

「〜してよいですか」（許可）
私はタバコを吸ってもよいですか　
ここで

Yes, you may (smoke here). may〜
「〜してよい」（許可）

はい　いいです

No, you may not (smoke here). may not〜（must not＝禁止）
「〜してはいけない」（不許可）

いいえ　いけません

Might I smoke here ? Might I〜?
「〜してよろしいですか」（丁寧な表現）

私はタバコを吸ってもよろしいで
すか　ここで

The rumor may be true. may〜
「〜かもしれない」（推量）

その噂は　真実かもしれない

He may know my name. may〜
「〜かもしれない」（推量）

彼は知っているかもしれない　私
の名前を

He might succeed in the future. might〜
「ひょっとしたら〜かもしれない」（推量）

彼はひょっとして　成功するかも
しれない　将来

May you succeed ! May〜!
「〜しますように」（祈願）

あなたが成功しますように

You may well get angry with her. may well〜
「〜するのはもっともだ」（慣用表現）

あなたが怒るのはもっともだ　彼
女に

You may as well go there. may as well〜
「〜したほうがよい」（慣用表現）

あなたは行ったほうがよい　そこ
へ

I may as well die as marry you. may（might） as well〜as…
「…するくらいなら〜するほうがましだ」

私は死んだほうがましだ　結婚す
るくらいなら　あなたと
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助動詞…must/have to 15
I must go there. must〜

「〜しなければならない」（必要・義務）
私は行かなければならない　そこ
へ

I have to go there. have to〜＝must〜
「〜しなければならない」（必要・義務）

私は行かなければならない　そこ
へ

I had to go there. had to〜〈過去〉
「〜しなければならなかった」（必要・義務）

私は行かなければならなかった　
そこへ

I will have to go there. will have to〜
「〜しなければならないだろう」（必要・義務）

私は行かなければならないだろう　
そこへ

Must I go there ? Must I〜?
「〜しなければなりませんか」（必要・義務）

私は行かなければなりませんか　
そこへ

No, you don’t have to (go there). don’t have to〜＝need not〜
「〜する必要はありません」

いいえ　あなたは　その必要はあ
りません

You must not go there. must not〜
「〜してはいけません」（禁止）

あなたは行ってはいけません　そ
こへ

You must be genius. must〜
「〜にちがいない」（推定）

あなたは天才にちがいない

You must have known it. must have＋過去分詞
「〜したにちがいない」

あなたは知っていたにちがいない　
それを

You have only to go there. have only to〜
「〜しさえすればよい」（慣用表現）

あなたは行きさえすればよい　そ
こへ

You have got to go there. have got to〜＝have to〜
「〜しなければならない」（慣用表現）

あなたは行かなければならない　
そこへ
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助動詞…need/dare 16
Need I go there ? Need I〜?〈疑問文〉

「私は〜する必要がありますか」
私は行く必要がありますか　そこ
へ

Do I need to go there ? Do I need to〜?〈疑問文〉
「私は〜する必要がありますか」

私は行く必要がありますか　そこ
へ

Yes, you must (go there). must〜
「〜する必要がある」（needの疑問形に対して）

はい　あなたは行かなければなり
ません

No, you need not (go there). need not〜〈否定文〉
「〜する必要はない」

いいえ　あなたは行く必要はあり
ません

You do not need to go there. do not need to〜〈否定文〉
「〜する必要はない」

あなたは行く必要はない　そこへ

You need not have gone there. need not have＋過去分詞
「〜する必要はなかった」

あなたは行く必要はなかった　そ
こへ

I dare speak to her. dare〜
「思い切って〜する」

私は思い切って話す　彼女に

Dare you go there ? Dare〜?
「あえて〜する勇気がありますか」

あなたはあえて行く勇気がありま
すか　そこへ

I dare not go there. dare not〜
「あえて〜する勇気はない」

私はあえて行く勇気はない　そこ
へ

How dare you go there ? How dare you〜?
「よくもおまえは〜できるね」（非難・怒りを表す）

よくもおまえは行けるね　そこへ

How dare you laugh at me ? How dare you〜?
「よくもおまえは〜できるね」（非難・怒りを表す）

よくもおまえは笑ったな　私を
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助動詞…will/shall/would/ shouldの特別用法 17
I will have my own way. will〜

「どうしても〜しようとする」（固執・主張）
私はどうしても　思うとおりにす
る

The door will not open. will not〜
「どうしても〜しようとしない」（固執・主張）

そのドアはどうしても　開かない

Accidents will happen. will〜
「とかく〜しがちである」（習慣・傾向）

事故は起こりがちなものだ

This book would be yours. would〜
「〜だろう」（推量）

この本はあなたのだろう

I would often go there. would〜
「よく〜したものだった」（過去の習慣）

私はよく行ったものだ　そこへ

He would not listen to me. would not〜
「〜しようとしなかった」（過去の拒否）

彼は聞こうとしなかった　私の話
を

Would you lend me your book ? Would you〜?
「〜していただけますか」（丁寧な表現）

貸していただけますか　あなたの
本を

I would like to go there. I would like to〜
「〜したいのですが」

私は行きたいのですが　そこへ

What shall I do ? shall I〜?
「〜しましょうか」

私は何をしましょうか

You should go there. should〜
「〜すべきである」（義務）

あなたは行くべきだ　そこへ

You should have gone there. should have＋過去分詞
「〜すべきだったのに」

あなたは行くべきだったのに　そ
こへ
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助動詞…その他 18
I used to go to church. used to＋動詞の原形

「以前は〜するのが常だった」
私は以前は行くのが常だった　教
会に

There used to be a church here. used to＋状態動詞の原形
「以前は〜であった」

以前は教会があった　ここに

I used to live in the country. used to＋状態動詞の原形
「以前は〜であった」

私は以前は住んでいた　田舎に

I am used to going there. be used to 〜ing
「〜するのに慣れている」

私は行くのに慣れている　そこへ

You ought to trust me. ought to〜
「〜すべきだ」（義務・当然）

あなたは信じるべきだ　私を

You ought to have trusted me. ought to have＋過去分詞
「〜すべきだったのに」

あなたは信じるべきだったのに　
私を

He ought to arrive here by noon. ought to〜
「〜のはずだ」（推定）

彼は着くはずだ　ここに　正午ま
でに

He ought to have arrived by noon. ought to have＋過去分詞
「当然〜していたはずだ」

彼は当然着いていたはずだ　正午
までに

I am to go to America next month. be to〜
「〜することになっている」（予定）

私はアメリカに行くことになって
いる　来月

What am I to do next ? be to〜
「〜しなければならない」（義務）

私は何をすべきか　次に

You had better go there right now. had better〜
「〜したほうがいい」

あなたは行ったほうがいい　そこ
へ今すぐに
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