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☆「～しなければならない」
I have to do my homework

私は宿題をしなければならない。

have tOは「～しなければならない」という意味を表します。

主語が3人称単数のときは has toになります。

うしろにくる動詞は原形です。

l have(has)toを使つて、「～しなければならない」という文にしなさい。
(1)We help our mother

(2) My sister gets up at six.

(3) Yoko makes a cake for her mother.

●否 定文 「～する必要はない、～しなくてよい」  葵2-2¬ 0)

You don t have to go there
あなたはそこに行く必要はありません。

She doesnt have to go there
彼女はそこに行く必要はありません。

2否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。

(1)YOu have to ca‖ your mother

【

(2)We have to wat here

【

(3)He has to clean his room



2章 助動詞
慾欄馳絆
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II,ave to do my homewOrk

私は宿題をしなけれはならなしヽ。

have tOは i～ 1.な ければならないJという意味を表します。

主語が8人称単数のときは has toになります。
うしろにくる動詞は原形です。

l have(has)toを 使つて、「～しなければならない」という文にしなさい。
(1)We help our mOther

(2)My
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(3) Yoko makes a cake for her mother.
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gets up

●否定文 「～する必要はない、～しなくてよい」
You don't have tO go there

あなたはそこに行く必要はあ|ま 1■ピ。
She 」oesn't have to go there

彼女はそこに行く必要はあり,せ
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2否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。

(1)You have tO ca‖ your mOther
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(3) He has to clean his room.
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●疑間文 「～しなければなりませんか。」

I have to stay here_

Do l have to stay here?

私はここに滞在しなければならないのですか。

Yes,you do はい、そうです。

No,you dOn't have toい いえ、その必要はありません。

疑間文の作り方は 一般動詞と同じです。
答えるとき、 Noで答える場合に注意しましょう!

3人称単数の場合

Emi has to call him.

↓原形に
Does Emi have to call him?

Yes, she does. / No, she doesnt have to.

3こ 2-2-1(4)

3疑問文にして、Yesと N。で答えなさい。
(1)l have tO leave hOme at six ttave home家 を出る

- Yes, /No,

(2) Tom has to wash his car.

--+ Yes, /No,

. (3) Emi had to go there yesterday.

---+ Yes,

ウき2-2-1(3)

/N。 ,

had to lま 「～しなければならなかつた」という意味です。



I stay here.

I stay here?

私はここに滞在しなければならないのですか。

Yes you do はい、そうです。

No,you don't have t。 いいえ、その必要はありません。

疑問文の作り方は 一般動詞と同じです。
答えるとき、 Noで答える場合に注意しましょう!

3人称単数の場合

Emi has to ca‖  hirn

Does E面 la腎完。c訓 日m?
Yes, she does. / No, she ',.

英221(4)

3疑問文にして、Yesと Noで答えなさい。
(1)I have tO leave home at six にave home家 を出る
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(2)Tom has to wash his car
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(3) Emi had to go there yesterday.
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‐ lま 「～しなければならなかつた」という意味です。



☆助動詞must 英221(5)

You must study hard.
あなたは一生懸命に勉強しなければならない。

mustも「～しなければならない」という意味です。
have toとほぼ同じ意味なので、書き換えが出題されます。

must,wi‖ ,canを助動詞といいます。
助動詞は動詞の前に置いて、動詞に意味を加えます。
主語に関係なく同じ形で、うしろの動詞は原形です。

4 mustを使つて、「～しなければならない」という文にしなさい。
(1)We help our mother

(2) My sister gets up at six.

5各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。
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●否定文 「～してはいけません。」      業2-2¬ ③

You must not watch TV
あなたはテレビを見てはいけません。

短縮形 must not→ mustn't

6日 本文に合うように、( )に適する語を書きなさい。
(1)あなたはこのケーキを食べてはいけません。

You(     )(     )eat this cake

(2)あなたたちはここで野球をしてはいけません。

You(      )(      )baseba‖ here

7各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。
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☆助動詞must
You   ■l study hard

あなたは一生懸命に勉強(´

=■
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も   ―‐■■‐■■ という意味です。
have t。 とほぼ同じ意味なので、書き換えが出題されます。

must,w‖ ,canを助動詞といいます。
助動詞は動詞の前に置いて、動詞に意味を加えます。
主語に関係なく同じ形で、うしろの動詞は原形です。

4 mustを使つて、「～しなければならない」という文にしなさい。
(1)We help our mother

そ 胚u`十
(2) My sister gets up at six.

箕221(5)

5各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)1 羊:ililitiSilllilill:rd
(2)I I[luilfla:lelit )stay here

●否定文 「

watch TV.
英221(6)

You
あなたはテレビを見モよ|｀ ■■●‐。

短縮形 must not→ mustn t
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●疑間文 「～しなければなりませんか。」 七さ221(フ )

Must i speak English?
英語を話さなければなりませんか。

Yes,you must     はい、そうです。

No,you don't have to
いいえ、その必要はありません。

X No,you must not
いいえ、話してはいけません。

8疑間文にして、YesとNoで答えなさい。
(1)I mustleave home at six

- Yes, /No,

(2) Tom must wash his car.

- Yes, /No,

英221(3)

ま と め

「～しなければならない」という文は have toと mustを使つて表します。

●「あなたは6時に起きなければならない。」を2通りで書きなさい。

ア

●ア、イ の文を否定文にして、その意味も書きなさい。

否定文

意味  【

否定文

イ
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"r Yes, /No,

意味  【

●ア、イ の文を疑問文にして、Yes,とNoで答えなさい。。
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--+ Yes, /No,



●疑問文
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I speak Eng‖ sh?
英語を話さなければ11■ ,● 11

Yes,you must     はい、そうです。

No,you O():、 t have t。 _

いいえ、その必要はあり誅せん′。
X No,yOu must not

いいえ、話してはいけません。

8疑問文にして、Yesと N。で答えなさい。
(1)I mustleave home at six
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(2) Tom must wash his car.
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ま と め

「～しなければならない」という文は have toと mustを使つて表します。
●「あなたは6時に起きなければならない。」を2通りで書きなさい。

ア
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●ア、イ の文を否定文にして、その意味も書きなさい。
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の文を疑問文にして、Yes,とNoで答えなさい。。
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補充問題 英221補 (1)

1次の各文には、1か所誤りがあります。 正しい文にしなさい。

(1)Tom must studies math hard

(2) Do you have to running in the park?

(3) Must I clean my room? --- No, you mustn't.

(2)She has to clean her rOOm(疑 問文に)

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1){ :|:Fustd°
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me l;:[her homework

(2)| ;:l'IStayhe;i       )stay here

(3)| 
‖

ust i pl]Ii° CCer?  )to play soccer?
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3次の文を〔  〕内の指示にしたがつて書きかえなさい。

(1)My father washes hs car(「 ～しなければならない」の意味に)

(3)I must go to the park(過去形の文に)

4英文に直しなさい。

(1)私は宿題を終えなければならない。 終える0市 sh

(2)あなたはこの本を読む必要はありません。



補充問題 輌

1次の各文には、1か所誤りがあります。 正しい文にしなさい。
(1)Torn must stud es math hard
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(2) Do you have to runnins in the park?
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3次の文を〔  〕内の指示にしたがって書きかえなさい。
(1)My father washes hs car(「 ～しなければならない」の意味に)

(2)She has to dean her roOm(疑 間文に)
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(3)I must go to the park(過去形の文に)

4英文に直しなさい。

(1)私 は宿題を終えなければならない。 議■11■ 3●
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(2)あなたはこの本を読む必要はありません。

■ へヽ」 +。

tヽ_ 」。ぃ十   k“υ″ 土≧_J“墾生≦L_土生), I.`[


