
 

 

must まとめ 

基本 

１  mustの用法  

① 次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） We must work hard. 私たちは一生懸命働かなければなりません。 

（２） 私は宿題を終えなければなりません。 I must finish my homework. 

（３） 彼はたくさんの本を読まなければなりません。 He must read many books. 
 

② 次の文を「～しなければならない」という意味の文に書きかえなさい。 

（１） He runs every day. He must run every day. 

（２） She studies hard. She must study hard. 

 

２  must not  

① must not の短縮形を書きなさい。          mustn’t     
 

② 次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） You must not run in the classroom. あなたたちは教室で走ってはいけません。 

（２） あなたたちはここで泳いではいけません。 You must not swim here. 

 

３  must を使った対話  

次の対話を英語で書きなさい。 

A： 私は今行かなければなりませんか。 Must I go now ? 

B： ① はい，行かなければなりません。 Yes, you must. 

   ② いいえ，行く必要はありません。 No, you don’t have to. 

 

４  must の書きかえ  

各組の文がほぼ同じ内容になるように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  We must study hard. ＝ We    have       to    study hard. 

（２）  You must not open this box. ＝    Don’t    open this box. 

（３）  Clean your room. ＝ You    must    clean your room. 

（４）  He must finish his homework. ＝ He    has       to    finish his homework. 

（５）  Don’t swim in this river. ＝ You    must       not    swim in this river. 



 

 

発展 ～余裕のある人はチャレンジ～ 

問題１  各組の文がほぼ同じ内容になるように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） She must get up early tomorrow morning. 

 
She    has       to    get up early tomorrow morning. 

  
（２） Don’t play baseball in this park. 

 
You    mustn’t    play baseball in this park. 

  
（３） Must I practice judo every day ? 

 
   Do    I    have       to    practice judo every day ? 

  
（４） Must he come by bike ? 

 
   Does    he    have       to    come by bike ? 

 

 

問題２  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） You are kind to other people. （ must を加えて ） 

 
You must be kind to other people. 

  
（２） I must help my father. （ last Saturday を加えて過去形の文に ） 

 
I had to help my father last Saturday. 

 

 

問題３  次の日本語を，それぞれmust を使って英語で書きなさい。 

（１） 彼女は７時に家を出なければなりません。 

 
She must leave home at seven. 

  
（２） 彼らは徒歩で学校へ行かなければなりません。 

 
They must walk to school. 

  
（３） あなたはその英語の授業に，辞書を持ってこなければなりません。 

 
You must bring your dictionary to the English class（lesson）. 

  
（４） あなたはこの博物館で写真をとってはいけません。         ＊博物館 museum 

 
You must not take pictures in this museum. 

  
（５） 図書館内は飲食禁止です。                      

 
You must not eat or drink in the library. 

 



 

 

 


