
助動詞 must と may ①

【問１】次の各文を日本語に訳しなさい。

① You must clean your room.

②Must I carry this box? Yes, you must.

③Must I clean the kitchen? No, you don't have to.

④ You may use this pen.

⑤May I sit here? Yes, you may.

⑥ You have to help your mother.

⑦ Does she have to read the book? No, she doesn't have

to.

⑧ Look at that woman. She may be Nancy's mother.

⑨ That red car must be Taro's father's.

⑩ Jane wasn't at school yesterday. She must be sick.

【問２】次の各英文を参考にして、日本語を英語に直しな

さい。

① He gets up early. 彼は早く起きなければなりません。

（２通りで）

② Jack buys a new notebook. ジャックは新しいノートを

買う必要はありません。

③ His brother is a college student. 彼の兄は大学生に

違いない。

④ Nancy's mother is a math teacher. ナンシーの母や数

学の先生かも知れない。

⑤ I do my homework after dinner. 私は夕食後に私の

宿題をしなければなりませんか。はい、しなければなり

ません。いいえ、その必要はありません。（疑問文には

mで始まる助動詞を使いなさい。）

⑥ You ride this bike. あなたはこの自転車に乗ってはな

らない。

⑦ He practices tennis every day. 彼は毎日テニスを練

習する必要はありません。

⑧ His father is a doctor. 彼の父は医者に違いない。

⑨ This pencil is Keiko's. この鉛筆は恵子のものかも知

れない。

⑩ I clean this room. 私はこの部屋を掃除しなければな

りませんか。いいえ、その必要はありません。（疑問文

は２通りで）

⑪ I finish my homework before dinner. 私は夕食前に

私の宿題を終えなければならない。（２通りで）

⑫ You eat this cake. あなたはこのケーキを食べてはな

らない。

助動詞 must と may ①

【問１】

①あなたはあなたの部屋を掃除しなければならない。

②私はこの箱を運ばなければなりませんか。はい、運ば

なければなりません。

③私は台所を掃除しなければなりませんか。いいえ、その

必要はありません。

④あなたはこのペンを使っても良い。

⑤私はここに座っても良いですか。はい、良いですよ。

⑥あなたはあなたの母を手伝わなければならない。

⑦彼女はその本を読まなければなりませんか。いいえ、

その必要はありません。

⑧あの女の人を見なさい。彼女はナンシーのお母さんか

も知れない。

⑨あの赤い車は太郎の父のものに違いない。

⑩ジェーンは昨日学校にいなかった。彼女は病気に違い

ない。

【問２】

① He must get up early. He has to get up early.

② Jack doesn't have to buy a new notebook.

③ His brother must be a college student.

④ Nancy's mother may be a math teacher.

⑤Must I do my homework after dinner? Yes, you must.

No, you don't have to.

⑥ You mustn't ride this bike.

⑦ He doesn't have to practice tennis every day.

⑧ His father must be a doctor.

⑨ This pencil may be Keiko's.

⑩Must I clean this room? Do I have to clean this

room? No, you don't have to.

⑪ I must finish my homework before dinner. I have to

finish my homework before dinner.

⑫ You mustn't eat this cake.


