
《Lesson 3》新しい助動詞 疑問文 

疑問文を作る際のポイントは 

助動詞を文の先頭に持ってくる 

( have to の場合は、「Do/Does/Did  + 主語 + have to ~?」 の形となる) 

というところです。つまり、 

助動詞 + 主語 + 一般動詞 + ~? 

と can や will の疑問文を作る時と同じ形になります（ここでは、shall も登場します）。 

(1) Should ~?  = ～するべきなのですか。/ ～したほうがよいですか。 

 
＜例＞ Should they come here?     （彼らはここに来るべきですか） 

Should we buy these books?  （私たちはこれらの本を買うべきですか） 

(2) Must ~? = ～しないといけないのですか。  (Do ~ have to ~? と同じ意味) 

 
＜例＞ Must I drink this juice?    （私はこのジュースを飲まないといけないのですか） 

Must he win the next game? （彼は次の試合に勝たないといけないのですか） 

(3) Do (Does/Did) ○○ have to ~? = ○○は、～しなくてはいけないのですか。 ( “Must ~?” と同じ意味) 

 
＜例＞ Does he have to read this, too?  (彼もこれを読まないといけないのですか) 

Did I have to finish my homework yesterday?  (私は昨日宿題を終わらせないといけなかったのですか) 

   

 

+ プラス 1  Must ~? と Do ~ have to~? の 2 つの疑問文 

 一般的に Must ~? よりも Do ~ have to ~? の形の方がよく使われます印象があります。ネイティブ

によっては、 Must ~? の形は使わないという方もいます。そのため、 Must ~? の形は「文法上は正

しいけど、使われる頻度は Do ~ have to~? より少ない」という理解でいいと思います。 

   

(4) Could ~? 

Could you ~? 

= ～できましたか        （ Can ~? の過去形）  

= ～していただけますか  （ Can you ~? の丁寧な言い方） 

 
＜例＞ Could he sing this song?  （彼はこの歌が歌えたのですか） 

Could you help me?      （助けていただけますか） 

(5) May I ~?  = ～してもいいですか  ( Can I ~? の丁寧な言い方)   

 
＜例＞ May I play use your computer?   （あなたのパソコンを使ってもいいですか） 

May I ask a question?          （質問をしてもいいですか） 

(6) Shall (I/we)~? = ～しましょうか  



 
＜例＞ Shall I close the door?      （ドアを閉めましょうか） 

Shall we open the window?  （窓を開けましょうか） 

   

 

+ プラス 1  現在はあまり使われない “Shall~?” 

 一般的に “Shall ~?” は、古い言い方のため、現在はあまり使われておりません。代わりに Do you 

want me to ~? や Let’s~. の形がよく使われます。参考程度に覚えておきましょう。 

 ＜例＞ Shall I close the door?  →  Do you want me to close the door? 

         Shall we take a bus?    →  Let’s take a bus. 

 

【作り方】 

ステップ 1：助動詞の肯定文を作る。 

ステップ 2：文の先頭に助動詞 を持ってきて、最後を？にする。 

＜例 1＞「彼らはここに来るべきですか」という文の場合。 

ステップ 1：助動詞の肯定文を作る。→ 彼らはここに来るべきです。 

          They should come here.         

ステップ 2：文の先頭に 助動詞 を持ってきて、最後を？にする。 

                Should they come here?          

＜例 2＞「彼はこの歌を歌えたのですか」という文の場合。 

ステップ 1：助動詞の肯定文を作る。→ 彼はこの歌を歌えました。 

          He could sing this song.         

ステップ 2：文の先頭に 助動詞 を持ってきて、最後を？にする。 

                Could he sing this song?          
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