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Unit 9 コンピューターを使ってもいいですか？ 

≪この課のねらい・・助動詞≫ 

この課では may、must = have to などの助動詞を学習します。 

e.g. May I use your computer?  

  （このコンピューターを使っていいですか？） 

 Yes, of course.  

 （はい、もちろんいいですよ。） 

 

e.g.  I must get up at 5 every morning. 

   （私は毎朝 5 時に起きなければなりません。） 

 ＝I have to get up at 5 every morning. 

  

義務の意味を表す must と have to の違いは、must のほうが堅い感じになる 

ことです。 

must には過去形がないため、had to を代わりに用います。  

have to の時制・・過去形→had to  

否定形に注意・・ You must study.（勉強しなければならない。） 

      →You must not study.（勉強してはいけない。） 

      You have to study.（勉強しなければならない。） 

     →You don’t have to study.（勉強する必要がない。） 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. We must protect Nipponia Nippon. 

 （私たちはトキを守らなければなりません。） 

 

2. They may disappear if we don’t help. 

  （私たちの助けなければ絶滅するかもしれません。） 

 

3. We must do something for them. 

 （私たちは彼らのために何かをしなければなりません。） 

 

4. We have to help save the animals.  

 （私たちは動物を救うのを手助けしなければなりません。） 

 

5. May I ask you a question? ―Sure. 

 （質問していいですか？ －もちろん。） 

 

6. A: Must I finish the work today? 

  (今日その仕事を終えなければなりませんか？) 

 B: No, you don’t have to. 

  （いいえ、その必要はありません。）  
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１ - ２・・・Role Playing  

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

A: Where did you go last weekend? 

 （先週末はどこへ行きましたか？） 

B: I went to Niigata prefecture with my family. 

 （家族と新潟県へ行きました。） 

 I saw a Nipponia Nippon, Japanese crested ibis.  （トキを見ました。） 

A: Oh, really? Did you see it? （ええ、本当？見たの？） 

B: Yes, I did. But I heard there are only thirty five of them in Japan. 

  （はい、見ました。でもたったの 35 羽しかいないそうです。） 

A: We must protect them and keep studying them. 

 （それで私たちはトキを守りトキの研究をしなければなりません。） 

B: I also think so. They may disappear if we don’t do something. 

 （私もそう思います、私たちが何かをしなければ絶滅するかもしれません。） 

A: I see. Wild animals will not survive.  （なるほど。野生の動物は生き残れないでしょう。） 

 We must do something for them.（私たちは何かをしなければなりません。） 

B: I agree. We have to help save the animals. 

（賛成です。私たちは動物を救うのを手助けしなければなりません。） 
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２ - １・・・Activity 

斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

 

1. The Fulltics may win the championship this year. 

 （フルティックスは今年のファイナルゲームで勝つかもしれない。） 

 

2. New war may break out in the Korean Peninsula. 

 （新しい戦争が朝鮮半島で起こるかもしれない.。） 

 

3. Yukari may be busy today. 

 （ユカリは今日忙しいかもしれない。） 

 

4. May I ask you a question? ―Sure. 

 （質問していいですか？ －もちろん。） 

 

5. Too much coffee may weaken bones. 

 （コーヒーの飲みすぎは骨を弱くするかもしれない。） 

 

 

２ - ２・・・Activity 

 斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

 

1. A: Must I finish the work today? 

  (今日その仕事を終えなければなりませんか？) 

 B: No, you don’t have to.（いいえ、その必要はありません。） 

 

2. We must study hard. 

 （私たちは一生懸命勉強しなければならない。） 

 

3. All passengers must wear seat belts. 

 （すべての乗客はシートベルトをつけなければなりません） 

 

4. You mustn’t smoke in here.  

 （ここでタバコを吸ってはいけません。） 

 

5. A: I will be the Prime Minister of Japan in the future.  

  （僕は将来日本の首相になるつもりだ。） 

 B: You must be kidding!  

  （ご冗談でしょ！）  
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２ - ３・・・Activity  

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: Where did you go last weekend? 

 (先週末はどこへ行きましたか？) 

B: 【家族と新潟県へ行きました。】 

 I saw a Nipponia Nippon, Japanese crested ibis. （トキを見ました。） 

A: Oh, really?  Did you see it?（ええ、本当？見たの？） 

B: Yes, I did. But I heard there are only thirty five of them in Japan. 

 （はい、生きています。でもたったの 35 羽しかいないそうです。） 

A: We must protect them and keep studying them. 

 （それで私たちはトキを守りトキの研究を続けなければなりません。） 

B: 【私もそう思います。私たちが何かをしなければ絶滅するかもしれません。】 

A: I see. Wild animals will not survive. （なるほど。野生の動物は生き残れないでしょう。） 

 【私たちは彼らのために何かをしなければなりません。】 

B: 【賛成です。私たちは動物を救い助けなければなりません。】 

 

Memorize these sentences – ９ 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. We must protect Nipponia Nippon. 

 

2. They may disappear if we don’t do something. 

 

3. We must do something for them. 

 

4. We have to help save the animals. 

 

5. May I ask you a question? ―Sure. 

 

6. A: Must I finish the work today? 

 B: No, you don’t have to. 

 




