
mustとmay、その他（１）No.1

【１】 と それぞれの２つの意味を言いなさい。must may

【２】次の各文を と に気を付けて日本語にしなさmust may
い。

1 You clean your room every day.) must
2 I use this pen, Dad? Yes, you .)May may

3 Look at that man. He be our English teacher.) must

4 I stay here after school, sir? Yes, you .)Must must

5 My brother studied for five hours yesterday. He be) may
very tired this morning.

6 You watch TV now. But you watch TV) mustn't may
after supper.

【３】 と同じ意味の他の言い方を言いなさい。must

【４】 「～出来る」と同じ意味の他の言い方を言いなさい。can
【５】次の各文を日本語にしなさい。

1 He come home before dark.) has to
2 you do your homework every day? No, I)Do have to

.don't have to
3 My little sister cook lunch very well today.) was able to

4 You work today. Because you be) don't have to must
very tired.

5 you speak French? No, I .)Are able to 'm not

【６】次の各文を疑問文にし、指示通り または で答Yes No
え、さらに両方を日本語に訳しなさい。

) （答えは で。）1 I finish my homework now. Yesmust

) （答えは で。）2 I buy this book here. Yesmay

3 She help her mother this afternoon. No) （答えはhas to
で。）

) （答えは で。）4 I wash this car. Yeshave to
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【１】 ：「～しなければならない」、「～に違いない」must
：「～しても良い」、「～かも知れない」may

【２】

)あなたは毎日、あなたの部屋を掃除しなければならない。1
)父さん、このペンを使ってもいいですか。ええ、いいです2
よ。

)あの男の人を見てごらん。彼は僕たちの英語の先生に違3
いない。

)先生、僕は放課後ここに残らなければなりませんか。は4
い、残らなければなりません。（「先生」と呼ぶとき、英語で

は、「 」という。）sir
)僕の兄さんは、昨日５時間勉強しました。彼は、今朝はと5
ても疲れているかも知れない。

)あなたは今、テレビを見てはなりません。しかし、夕食後に6
テレビを見てもいいです。

【３】 「～しなければならない」は （ ）で言must have to has to
い換えることが出来ます。しかし、 は「～してはmust not
ならない」の意味ですが、 ( ) は「～しdon't doesn't have to
なくても良い」の意味になるので注意すること。

【４】 は で言い換えることが出来ます。can be able to
【５】

)彼は日が暮れる前に家に帰ってこなければならない。1
)あなたは毎日あなたの宿題をしなければなりませんか。い2
いえ、しなくてもいいです。

)僕の妹は、今日とても上手に昼食を料理することが出来3
た。

)あなたは今日は働かなくてもいい。なぜならば、あなたは4
とても疲れているに違いないから。

)あなたはフランス語を話すことが出来ますか。いいえ、出5
来ません。

【６】

) 僕1 I finish my homework now? Yes, you .Must must
は今、僕の宿題を終えなければなりませんか。ええ、終え

なければなりません。

) 僕はここでこ2 May I buy this book here? Yes, you may.
の本を買ってもいいですか。ええ、いいですよ。

3 she help her mother this afternoon? No, she)Does have to
彼女は今日の午後、彼女のお母さんをdoesn't have to.

手伝わなければなりませんか。いいえ、その必要はありま

せん（手伝わなくてもいいです）。

) 私はこの車を4 I wash this car? Yes, you do.Do have to
洗わなければなりませんか。ええ、洗わなければなりませ

ん。
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【７】次の各文を否定文にし、さらに日本語に訳しなさい。

1 You open the box.) must

2 She clean this room now.) has to

3 My brother play soccer very well.) is able to

4 You practice tennis this afternoon.) have to

【８】 や を未来の文に使うにはどうしたらよいですmust can
か。

【９】次の各文の後ろに を付けて未来の文にし、さtomorrow
らにそれを日本語に訳しなさい。

1 You read the book.) must

2 He finish the work.) can

3 My brother go to Tokyo.) must

4 Her sister get the ticket of the concert.) can
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【７】

) あなたはその箱を開けては1 You open the box.mustn't
ならない。

) 彼女は今、こ2 She clean this room now.doesn't have to
の部屋を掃除する必要はない（掃除しなくてもよい）。

) 僕の兄さ3 My brother play soccer very well.isn't able to
んは、余り上手にサッカーが出来ない。

) あなた4 You practice tennis this afternoon.don't have to
は今日の午後、テニスを練習する必要はない（練習しなく

てもよい）。

【８】 は に、 は に変えmust will have to can will be able to
ます。

【９】

) あなたは明1 You read the book tomorrow.will have to
日、その本を読まなければならないでしょう。

) 彼は明日、2 He finish the work tomorrow.will be able to
その仕事を終えることが出来るでしょう。

) 僕の兄3 My brother go to Tokyo tomorrow.will have to
は、明日東京へ行かなければならないでしょう。

4 Her sister get the ticket to the concert) will be able to
彼女の姉さんは、明日そのコンサートの切符tomorrow.

を手に入れることが出来るでしょう。


