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1 明日、仕事に遅れます。歯医者に行かなければなりません。 I'll be late for work tomorrow. I have to go to the dentist.

2 ジーンは７時に働き始めるので、６時におきなければなりません。 Jean starts work at 7:00, so she has to get up at 6:00.

3 運転免許証を取得する前に、テストに合格しないといけません。 You have to pass a test before you can get a drivers license.

4 昨日仕事に遅れました。歯医者に行かなければなりませんでした。 I was late for work yesterday. I had to go to the dentist.

5 昨晩、家まで歩いて帰らなければなりませんでした。バスがありませんでした。 We had to walk home last night. There were no buses.
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6 明日何時に歯医者に行く必要がありますか？ What time do you have to go to the dentist tomorrow?

7 ジェーンは土曜日に働かなくてはなりませんか？ Does Jean have to work on Saturdays?

8 どうして彼らはパーティを早くに立ち去る必要がありましたか？ Why did they have to leave the party early?

9 明日は働かないので、早く起きる必要はありません。 I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early.

10 マイクはあまり懸命に働く必要がありません。簡単な仕事を見つけました。 Mike doesn't have to work very hard. He's got an easy job.

11 バスをとても長く待つ必要はありませんでした。数分でバスは来ました。
We didn't have to wait very long for the bus – it came in a few 
minutes.

12 運転免許を取る前に、試験に合格しなければなりません。 You must pass a test before you can get a drivers license.

13 多くの国では、男性は兵役義務があります。 In many countries, men must do military service.

EXERCISES（演習）:

14 私の視力はあまり良くありません。メガネをかけなければなりません。 My eyes are not very good. I have to wear glasses.

15 そのコースの最後には、全生徒は試験を受けなければなりません。 At the end of the course all the students have to take a test.
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16 サラは文学を勉強しています。彼女はたくさんの本を読まなければなりません。 Sarah is studying literature. She has to read a lot of books.

17
アルバートはあまり英語を理解していません。彼にはゆっくりと話さなければ
なりません。

Alberto doesn't understand much English. You have to speak 
very slowly to him.

18 ケイトは家にあまりいません。彼女は仕事でたくさん旅行しなければなりません。 Kate is not at home much. She has to travel a lot for her job.

19 テニスでは、ボールがネットを超えるように打たなければなりません。 In tennis you have to hit the ball over the net.

20 昨晩家まで歩いて帰らなければなりませんでした。バスがありませんでした。 We had to walk home last night. There were no buses.

21 遅いです。今もう行かなければなりません。明日、会いましょう。 It's late. I have to go now. I'll see you tomorrow.

22 昨日仕事の後、お店に行きました。食べる物を買う必要がありました。 I went to the store after work yesterday. I had to buy some food.

23
この電車は、ダウンタウンまで行きません。ファーストアベニュー駅で乗り換
える必要があります。

This train doesn't go all the way downtown. You have to change 
at First Avenue.

24 昨日テストを受けました。１０問のうち６問に答えなければなりませんでした。 We took a test yesterday. We had to answer six questions out of 10.

25 寝ます。明日早く起きなければなりません。 I'm going to bed. I have to get up early tomorrow.

26
エーミーと彼女の従姉妹は、今晩私たちと出かけられません。彼女たちは、
エーミーの小さな弟の面倒をみなければなりません。

Amy and her cousin can't go out with us tonight. They have to 
take care of Amy's little brother.

27
明日早く起きなければなりません。 

何時に起きなければなりませんか？
I have to get up early tomorrow. 
What time do you have to get up?

28
ジョージは長い間待たなければなりませんでした。 

どれくらい彼は待たなければなりませんでしたか？
George had to wait a long time. 
How long did he have to wait?

29
リズはどこかへ行かなければなりません。 

彼女はどこへ行かなければなりませんか？
Liz has to go somewhere. 
Where does she have to go?

30
私たちはたくさんのお金を払わなければなりませんでした。 

いくら払わなければなりませんでしたか？
We had to pay a lot of money. 
How much did you have to pay?

31
仕事をしなければなりません。 

正確に何をしなければなりませんか？
I have to do some work. 
What exactly do you have to do?

32
彼らは早く出なければなりませんでした。 

どうして彼らは早く出なければならなかったのですか？
They had to leave early. 
Why did they have to leave early?

33
ポールはモスクワへ行かなければなりません。 

いつ彼はモスクワへ行かなければなりませんか？
Paul has to go to Moscow. 
When does he have to go to Moscow?

34
何故あなたは出かけるのですか？ 

出かけなくてもいいのに。
Why are you going out? 
You don't have to go out.

35
どうしてスーは待っていますか？ 

待たなくていいのに。
Why is Sue waiting? 
She doesn't have to wait.

36
どうして早く起きましたか？ 

早く起きなくてもよかったのに。
Why did you get up early? 
You didn't have to get up early.

37
どうしてポールはそんなに懸命に働くのですか？ 

彼はそんなに懸命に働く必要はないのに。
Why is Paul working so hard? 
He doesn't have to work so hard.

38
どうして今立ち去りたいのですか？ 

今立ち去る必要はないのに。
Why do you want to leave now? 
We don't have to leave now.

39
どうして彼らは、私がもうすでに知っていることを私に伝えたのですか？ 

私がもうすでに知っていることは、私に伝える必要はなかったのに。
Why did they tell me something I already know? 
They didn't have to tell me something I already knew.
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