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D  Express the following in Japanese. ［→ 3  ］

（1） You must wash your hands before meals.

（2） You must not speak Japanese in this English class.

（3） Koji must be kind.  Everybody likes him.

（4） Must I give the waiter a tip? ― No, you don’t have to.

― 

（5） My father has to lose weight for his health.

（6） I will have to hand in the document.

E Look at the signs and make sentences.  Use “must.” ［→ 3  ］

（1） （2） （3） 

（1） You  here.

（2） You  here.

（3） You  here.

F Express the following in English.

（1） 郵便局までの道を教えてくれませんか．

（2） すみません，ブラウン先生．課題について質問してもよろしいでしょうか．

Excuse me, Mr. Brown.   

（3） 父の仕事の都合で，北海道に引っ越さなければならないかもしれない．

 because of my father’s business.

（4） そのお寺に入るときは，靴を脱がなければならなかった．

We .

（5） この映画はおもしろいにちがいない．多くの友だちがすでにそれを見た．

教科書
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A  Express the following in Japanese. ［→ 1  ］

（1） My mother can make delicious bread by herself.

（2） I cannot take part in the volunteer activity today.

（3） Can I use the bathroom? ― Certainly.

 ― 

（4） Can you drive me to the station tomorrow morning?

（5） A lie can be a big problem.   

（6） Can this flower be real?  It looks like an artificial flower.

B  Fill in the blanks to complete the sentences. ［→ 1  ］

（1） あなたは次の会議に来られますか．

（　　　　　　 ） （　　　　　　 ） （  ） to the next meeting?

（2） 一生懸命に努力すれば，英語がぺらぺらになるだろう．

If you try hard, you （　　　　　　  ） （　　　　　　  ） （　   ） （　   ） 

（　　　　　　  ） English fluently.

（3） ヒロキはその重い石を動かすことができた．

 Hiroki （　　　　　  ） （　　　　　  ） （　　　　　  ） （   ） the heavy stone.

（4） 今この箱を開けてもいいですか．（　　　　   ） （　　　　   ） （　　　　   ） this box now?

（5） ダイキはイヌが嫌いだ．家でイヌを飼っているはずがない．

Daiki doesn’t like dogs.  He （　　　　　　 ） （  ） a dog in his house.

C  Fill in the blanks to complete the sentences. ［→ 2  ］

（1） 遠足には，お菓子を持って来てもよろしい．

You （　　　　　　　） （ ） snacks on the field trip.

（2） 冷たい風が吹き込むので，このドアを開けてはいけません．

You （　　　　　　　） （　　　　　　　） （ ） this door because a cold 

wind will blow in.

（3） ハンナは昨日，体調が悪そうだった．今日は休みかもしれない．

 Hanna looked ill yesterday.  She （　　　　　　　） （ ） absent today.

（4） ケイトは今日，来ないかもしれない．彼女は昨日，忙しそうだった．

Kate （　　　　　 ） （　　　　　 ） （  ） today.  She looked busy yesterday.

学習日　　／　　／　　

ワークブック（復習用ノート）
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D  Express the following in Japanese. ［→ 3  ］

（1） You must wash your hands before meals.

（2） You must not speak Japanese in this English class.

（3） Koji must be kind.  Everybody likes him.

（4） Must I give the waiter a tip? ― No, you don’t have to.

 ― 

（5） My father has to lose weight for his health.

（6） I will have to hand in the document.

E  Look at the signs and make sentences.  Use “must.” ［→ 3  ］

（1）  （2） （3） 

（1） You  here.

（2） You  here.

（3） You  here.

F  Express the following in English.

（1） 郵便局までの道を教えてくれませんか．

（2） すみません，ブラウン先生．課題について質問してもよろしいでしょうか．

 Excuse me, Mr. Brown.   

（3） 父の仕事の都合で，北海道に引っ越さなければならないかもしれない．

 because of my father’s business.

（4） そのお寺に入るときは，靴を脱がなければならなかった．

 We  .

（5） この映画はおもしろいにちがいない．多くの友だちがすでにそれを見た．

教科書
pp.30-31助動詞を使って表現する

PART 1 can/may/must

LESSON

3
A Express the following in Japanese. ［→ 1  ］

（1） My mother can make delicious bread by herself.

（2） I cannot take part in the volunteer activity today.

（3） Can I use the bathroom? ― Certainly.

― 

（4） Can you drive me to the station tomorrow morning?

（5） A lie can be a big problem.   

（6） Can this flower be real?  It looks like an artificial flower.

B Fill in the blanks to complete the sentences. ［→ 1  ］

（1） あなたは次の会議に来られますか．

（　　　　　　 ） （ ） （ ） to the next meeting?

（2） 一生懸命に努力すれば，英語がぺらぺらになるだろう．

If you try hard, you （ ） （ ） （ ） （ ） 

（　　　　　　  ） English fluently.

（3） ヒロキはその重い石を動かすことができた．

Hiroki （ ） （ ） （ ） （ ） the heavy stone.

（4） 今この箱を開けてもいいですか．（　　　　 ） （ ） （ ） this box now?

（5） ダイキはイヌが嫌いだ．家でイヌを飼っているはずがない．

Daiki doesn’t like dogs.  He （ ） （ ） a dog in his house.

C Fill in the blanks to complete the sentences. ［→ 2  ］

（1） 遠足には，お菓子を持って来てもよろしい．

You （　　　　　　　） （ ） snacks on the field trip.

（2） 冷たい風が吹き込むので，このドアを開けてはいけません．

You （　　　　　　　） （　　　　　　　）（ ） this door because a cold 

wind will blow in.

（3） ハンナは昨日，体調が悪そうだった．今日は休みかもしれない．

Hanna looked ill yesterday.  She （　　　　　　　） （ ） absent today.

（4） ケイトは今日，来ないかもしれない．彼女は昨日，忙しそうだった．

Kate （ ） （ ） （ ） today.  She looked busy yesterday.

学習日　　／　　／　　
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学習日　　／　　／　　

1. 各文を日本語に直しなさい． （→ 1）
1） Kana can sing very well.

2） Can I use your cell phone?— Yes, you can.

3） Can you take a photo of us?— Sure.

4） Can this diamond ring be real?

5） This movie was a big hit.  It can’t be boring.

1.  pp. 112～ 114

2）  cell phone
 「携帯電話」

3）  依頼を表す．

4）  強い疑いを表す．
diamond

 「ダイヤモンド（の）」
5）  強い否定的推量を表
す．

参

2. 各文のmay / may notの意味を下の a～ cから選びなさい．（→ 2）
1） You may not enter this room. （ ）

2） It’s very cold.  It may snow in the afternoon. （ ）

3） May I ask you a question?— Certainly. （ ）
a．～してもよい（許可）　　b．～かもしれない（推量）
c．～してはいけない（軽い禁止・不許可）

2.  pp. 114～ 115参

3. 各文のmust / must notと同じ用法で使われているmust / must
notを含む文を下の a～ cから選びなさい． （→ 3）
1） I must go to the bank this afternoon. （ ）

2） You must not run in the hallway. （ ）

3） You must be excited about the concert. （ ）
a．She must be tired.　　b．Must I stay at home?

c．You must not use my car.

3.  pp. 115～ 119

2）  hallway「廊下」

3）  be excited
 「わくわくして」

参

3 助動詞を使って表現する
PART 1 can / may / must

Warm Up

Warm Up

「　」内の意味を表す助動詞を　に入れなさい． ☞ 教科書 p. 30の例文

① Bill  swim on his back.　「～できる」 ［能力・可能］→１

② his story be true?　「いったい～だろうか」 ［可能性・推量］→６

③ Jim looks pale today.  He  have a cold.　「～かもしれない」 ［推量］→８

④ You  come home by seven.　「～しなければならない」 ［義務・必要］→９

⑤ You  be hungry because you skipped breakfast this morning.

「～にちがいない」［断定的推量］→11

参考書
pp.112-119

教科書
pp.30-31

ドリルブック(復習用基本ノート）
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4. 日本文に合うように（　）内に適語を入れなさい． （→ 3）
1） 私のことは心配する必要はない．

You don’t ( ) ( ) worry about me.

2） なぜ彼はこの仕事を１人でしなければならないのですか．

Why ( ) ( ) do this work alone?

3） ここに駐車してはいけません．

You ( ) ( ) park your car here.

4） 私たちは１時間待たなければならなかった．

We ( ) ( ) wait for an hour.

5） 私は来週，中間試験のために懸命に勉強しなければならないだろう．

I ( ) ( ) to study hard for the mid‒term 

exams next week.

6） ニックはいい考えがあるにちがいない．

Nick ( ) ( ) a good idea.

4.  pp. 115～ 119

3）  park「（車・自転車
など）を駐車する」

4）  過去時制の文．

5）  未来を表す文．
mid‒term exam

 「中間試験」

参

5. 各文の（　）内に下の［　］内から最も適当な語句を選んで入れなさい．
（同じ語句を２度用いないこと．）
1） Mary is yawning.  She ( ) be sleepy.

2） ( ) I go to the bathroom, Professor Tanaka?

3） Takashi is very sick.  He will ( ) stay in the 

hospital for a month.

4） ( ) you help me with my homework, Jim?

5） You ( ) use a cell phone when you ride a bike.

6） You have enough time.  You ( ) run to the  

station.

［can / may / must / have to / don’t have to / mustn’t］

総合
5.

1）  yawn
 「あくびをする」
sleepy「眠い」

2）  bathroom
 「お手洗い，トイレ」
　  p.115 使い分けよう！
4）  help＋O（人）＋with
～「（人）の～を手伝
う」
6）  「十分な時間がある」
→「走らなくてもよい」

参

6. 各文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい．
1） I must call Mr. Green at once.　〔過去時制に〕

I  Mr. Green at once.

2） Can Misaki come with us?　〔未来の可能を表す表現に〕

 come with us?

3） That car must be her father’s.　〔助動詞を変えて反対の意味の文に〕

That car   her father’s.

4） Don’t waste food.　〔助動詞を使って同意の文に〕

 food.

5） Must I show my student ID?　〔「～しなくてもよい」と答える文に〕

—No, you  .

総合 6.
1）  mustは使えない．

at once「すぐに」

2）  Willで始め，can と
同じ意味を表す語句
を使う．
3）  反対の意味の文は
「～のはずがない」．

4）  禁止を表す．

5）  student ID
 「学生証」
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