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☒  must [マスト] ※ 過去形はないので、かわりに had to ~ [ハぁトゥ] を使う。→【No. 16 … have】

助 ～しなければならない

(= have to [ハぁふトゥ], has to [ハぁストゥ ])

☒  break [ブれイク]

動 ～を壊す、骨折する

(約束など)を破る

名 休憩、小休止、中断

活用 ： broke [ブろウク]

– broken [ブろウクン] – breaking

３単現形：breaks [ブれイクス]

☒  mean [ミーン]

動 ～を意味する

≪mean to ~ で≫ ～のつもりである

活用 ： meant [メント]

– meant – meaning

３単現形：means [ミーンズ]
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You must help your mother every day.

『あなたは毎日お母さんを手伝わなければなりません。』

Must I leave now ? = Do I have to leave now ?
『私は今[もう]出発しなければなりませんか？』

→ Yes, you must. 『はい、しなければなりません。』

→ No, you don’t have to.
『いいえ、しなくてもいいです[する必要はない]。』

※ 否定の答えの場合、must not と答えないことに注意！

☆ must は他の助動詞とは異なり、過去形がない。

そのため ｢～しなければならなかった｣ は had to ~ を使う。

※ had to ~ は２語がつながって [ハぁトゥ] と発音する。

They had to go to the station.

『彼らはその駅へ行かなければならなかった。』

☆ will と must は前後していっしょには使えない。

そのため ｢～しなければならないでしょう[だろう]｣ は

will have to ~ を使う。 ※ will →【単語帳 No. 586】

He will have to study math hard.

『彼は熱心に数学を勉強しなければならないでしょう。』

≪書き換え≫ must = have [has] to

ほぼ同意の表現なので、書き換えができるが、

厳密には以下のような違いがある。

must … 話し手の考える義務、必要、意志、

命令などを表す。

have [has] to … 一般的な義務を表す。

must よりも穏やかな表現。

must not ~ 『～してはいけない。』

☆ 短縮形は mustn’t [マスント] (発音注意)

≪書き換え≫

You must not ~ . = Don’t ~ .

You must not swim in this river.
『この川で泳いではいけません。』

= Don’t swim in this river.
『この川で泳ぐな。』

Who broke the window ? 『だれがその窓を壊したのですか？』

Tom broke his right leg. 『トムは彼の右脚を骨折しました。』

She often breaks her word. 『彼女はよく約束を破ります。』

This cup breaks easily. 『このカップは壊れやすい。』

※ easily [イーズィリィ]｢容易に、簡単に、楽に｣ →【No. 1059】

Let’s have [take] a break. 『ちょっと休憩しましょう。』

break one ’s word [promise] 『約束を破る』/ have [take] a break 『小休止する、ちょっと休憩する』

a coffee break 『コーヒーブレイク』… 仕事の合間の休憩 / a ten-minute break 『１０分間の休憩』

What do you mean ?『どういう意味ですか？』

I mean it.『 (冗談ではなく)私は本気です。』

What does this word mean ?

『この単語はどういう意味ですか？』

It means “Stop.” 『それは ｢止まれ｣ という意味です。』

What do you mean (by that) ?

『(それは)どういう意味ですか？』

I know Tom … I mean, Mr. James.

『私はトム…、つまりジェームズさんを知っています。』

※ I mean …『つまり…』【訂正や補足をする時に使う】

I didn’t mean to hurt you. →【No. 735…hurt】

『私はあなたを傷つけるつもりはありませんでした。』

※ 過去形･過去分詞形の発音に注意！

☆ meaning には ｢意味、意義｣ 名詞 もある。
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