
このプリントはウェブサイトで無料ダウンロードできます。【ちびふたEnglish】http://happylilac.net/english.html　【教材作成協力】ふたば塾

助動詞 must

練習問題 (5)

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）

【１】 次の(1)、(2)の英文は疑問文に直して[    ]内の語で答え、(3)、(4)の英文は否定文に直しなさい。

また、それぞれ書いた文を和訳しなさい。 

(1) He has to find a useful dictionary.  [ yes ] 
(   Does he have to find a useful dictionary?  ※主語が三人称単数の時は Does + 主語 + 原形(have)♪ ) 
答える文：(            Yes, he does.                               ) 
和訳：(  彼は役に立つ辞書を見つけなければなりませんか？ はい、見つけなければなりません。   ) 
 
(2) I must go there every month.  [ no ] 
(   Must I go there every month?                                                       ) 
答える文：(    No, you don’t (do not) have to.                        ) 
和訳：(  私は毎月そこに行かなくてはなりませんか？ いいえ、行かなくてもよいです。             ) 
 ★must や have to の疑問文に No で答える時は、「いいえ、しなくてよいです。」となるように、don’t have to で答えよう(^o^) 
(3) My sister has to read these books soon.  
(   My sister doesn’t (does not) have to read these books soon.                             ) 
和訳：( 私の姉（妹）はこれらの本をすぐに読まなくてよい。                                     ) 
   ★don’t (doesn’t) have to ～ = ～しなくてもよい！ 特に doesn’t の後、has になってしまわないようにね！ 
(4) You must give those plants much water.  ※ plant = 植物、苗 
(   You must not (mustn’t) give those plants much water.                                 ) 
和訳：(   あなたはそれらの植物（苗）にたくさん水をやってはいけません。                       ) 
   ★must not (mustn’t) ～ = ～してはいけない！ 
【２】 次の英文の下線部を引いた語句を[    ]内の語句に変え、全文を書きかえなさい。 
(1) We have to make dinner for the party.  [ our father ] 
(       Our father has to make dinner for the party.                                      ) 
  文頭は↑大文字にね。 和訳：私達の父は（その）パーティーのために夕食を作らなければならない。 
(2) I don’t have to buy a new computer.  [ Mr. Jackson ] 
(       Mr. Jackson doesn’t (does not) have to buy a new computer.                        ) 
  和訳：ジャクソンさん（先生）は新しいコンピューターを買わなくてもよい。 
(3) Do I have to send a present to him?  No, you don’t have to.  [ Yumi ] 
(       Does Yumi have to send a present to him?  No, she doesn’t (does not) have to.       ) 
                主語、she にできたかな？注意注意！↑ 
  和訳：ユミは彼にプレゼントを送らなければなりませんか？ いいえ、送らなくてよいです。 
【３】 ①の文の意味を変えないように、別の表現を用いて②の英文を完成させなさい。※和訳もぜひ！ 
(1) ① Ken and Mari must take care of these little dogs.  ※ take care of ～ = ～の世話をする 
   ②  Ken and Mari (      have to take care of these little                          ) dogs.  
    和訳：ケンとマリはこれらの小さな犬（子犬）の世話をしなければならない。 
(2) ① Don’t touch that old door.  ※ door = ドア 
   ②  (     You must not (mustn’t) touch that old                                  ) door. 
      和訳：（あなたは）あの古いドアに触ってはいけない。 
(3) ① Does he have to walk to school?  Yes, he does.  

 ② (      Must he walk to school                       )?  Yes, (      he must       ). 
      和訳：彼は学校へ歩いて行かなければなりませんか？ はい、歩いて行かなければなりません。 


