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1 そんなにテレビを見るもんじゃないわ。 You shouldn't watch TV so much.

2 トムは十分に勉強をしません。彼はもっと一生懸命に勉強をすべきです。 Tom doesn't study enough. He should study harder.

3 それは良い映画です。見に行くべきです。 It's a good movie. You should go and see it.

4 テニスをするとき、ボールをいつも注意して見るべきです。 When you play tennis, you should always watch the ball.

5 夕食にカレンを招待したほうがいいかしら？ Should I invite Karen to dinner?

6 夕食のために何か特別なものを作ったほうがいいかしら？ Should we make something special for dinner?

7 トムはそんなに夜更かしすべきでない。 Tom shouldn't go to bed so late.

8
あなたは、いつもテレビを見ているわね。そんなにたくさんテレビを見るべ
きではないわ。

You watch TV all the time. You shouldn't watch TV so much.

9 リサは、新しい洋服を買うべきだと思います。 I think Lisa should buy some new clothes.

10 遅い時間。今家に帰ったほうが良さそう。 It's late. I think I should go home now.

11
このコート買ったほうがいいかしら？ 

そうね、そうしたほうがいいと思うわ。
Shall I buy this coat 
Yes, I think you should.

12 そんなに一生懸命に働かないほうがいいと思うわ。 I don't think you should work so hard.

13 まだ行かないほうがいいと思うわ。早すぎます。 I don't think we should go yet. It's too early.

14 この帽子を買ったほうがいいと思いますか？ Do you think I should buy this hat?

15 何時に家に帰ったほうがいいと思いますか？ What time do you think we should go home?

16 今夜勉強をすべきではあるけど、映画に行こうと思っています。 I should study tonight but I think I'll go to the movies.

17 今夜勉強をしなければならないので、映画へ行けません。 I have to study tonight, so I can't go to the movies.

18 今夜勉強をすべきではあるけど、映画に行こうと思っています。 I ought to study tonight, but I think I'll go to the movies.

19 リサは新しい服を買うべきだと思います。 I think Lisa ought to buy some new clothes.

EXERCISES（演習）:

20 テニスをするとき、ボールをいつも注意して見るべきです。 When you play tennis, you should watch the ball.

21 遅い時間で、あなたは疲れています。寝たほうがいい。 It's late, and you're very tired. You should go to bed.

22 フルーツと野菜とたくさん食べるべきです。 You should eat plenty of fruit and vegetables

23 もし時間があったら、科学博物館に行くべきです。とてもおもしろいですよ。 If you have time, you should visit the science museum. It's very 
interesting.

24 運転するとき、シートベルトを着用すべきです。 When you're driving, you should wear a seat belt.

25 それはとても良い本です。読むべきです。 It's a very good book. You should read it.

26 彼女はそんなにたくさんテレビを見るべきでない。 She shouldn't watch TV so much.

27 彼はそんなにたくさん食べるべきでない。 He shouldn't eat so much.

28 あなたはそんなに一生懸命に働くべきではない。 You shouldn't work so hard.

29 あなたはそんなに速く運転すべきではない。 You shouldn't drive so fast.

30

あなたはお店にいます。ジャケットを試着しています。 
あなたは友人に聞きます： 

「このジャケット、買うべきだと思う？」

You are in the store. You are trying on the jacket. 
You ask your friend: 
Do you think I should buy this jacket?

31

あなたは運転できません。 

あなたは友人に聞きます： 
「運転の仕方を学ぶべきだと思う？」

You can't drive. 
You ask your friend: 
Do you think I should learn to drive?

32

あなたは、仕事が好きではありません。 

あなたは友人に聞きます： 
「他の仕事を見つけるべきかしら？」

You don't like your job. 
You ask your friend: 
Do you think I should get another job?
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33

あなたは、パーティを開こうとしています。 
あなたは友人に聞きます： 

「ゲリーを招待すべきだと思う？」

You are going to have a party. 
You ask your friend: 
Do you think I should invite Gary?

34 明日早くに起きなければなりません。今家に帰るべきだと思うわ。 We have to get up early tomorrow. I think we should go home 
now.

35 あのコートはあなたには大きすぎます。買わない方がいいと思うわ。 That coat is too big for you. I don't think you should buy it.

36 あなたには車が必要ありません。それを売った方がいいと思うわ。 You don't need a car. I think you should sell it.

37 カレンには変化が必要です。彼女は旅行すべきだと思うわ。 Karen needs a change. I think she should take a trip.

38 サリーとダンはとても若いです。彼らは結婚すべきでないと思うわ。 Sally and Dan are too young. I don't think they should get 
married.

39 あなたはまだ病気です。仕事に行くべきではないと思うわ。 You're still sick. I don't think you should go to work.

40 ジェームスは今日とても気分が悪いです。お医者さんに行くべきだと思うわ。 James isn't feeling well today. I think he should go to the 
doctor.

41 そのホテルは、私たちには高すぎます。そこに泊まるべきではないと思うわ。 The hotel is too expensive for us. I don't think we should stay 
there.

42 ….思う。 I think…

43 みんな….すべきだと思う。 I think everybody…

44 ….思う。 I think…

45 ….すべきでないと思う。 I don't think…

46 私は… 思う。 I think I…
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