
助動詞canの復習１ No.1

【１】次の各文を ( ) を使った文に換え、更can can't

にその文を日本語に訳しなさい。

1 Yuki cooks .) takoyaki

2 Does Kenny ride a bicycle? Yes, he does.)

3 I don't play the guitar.)

4 Do you carry this bag? No, I don't.)

5 I don't remember his phone number.)

6 Do you read this book? Yes, I do.)

7 Do they speak Japanese? No, they don't.)

8 I don't carry these things in my arms.)

9 We save the earth in this way.)

10 Do you come to the party tonight? Yes, I do.)

11 Who rides a horse? Emi does.)

12 I write my address in English.)

【２】 ～ は「あなたは～出来ますか」以外Can you ?

に特別な意味を持つことがあります。それは何です

か。

【３】次の英語を日本語に訳しなさい。

1 Can you turn down the heater?)

2 Can you read this book for me?)
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【１】

) 有紀はたこ焼きを料理する1 Yuki can cook .takoyaki

ことが出来ます。

) ケニーは自2 Can Kenny ride a bicycle? Yes, he can.

転車に乗ることが出来ますか。はい、出来ます。

) 私はギターを弾くことが出来3 I can't play the guitar.

ません。

) あなたはこのカ4 Can you carry this bag? No, I can't.

。 、 。バンを運ぶことが出来ますか いいえ 出来ません

) 私は彼の電話番5 I can't remember his phone number.

号を思い出すことが出来ません。( 「思いremember

出す、覚える」)

) あなたはこの6 Can you read this book? Yes, I can.

本を読むことが出来ますか。はい、出来ます。

) 彼らは日7 Can they speak Japanese? No, they can't.

。 、 。本語を話すことが出来ますか いいえ 出来ません

) 私はこれらのも8 I can't carry these things in my arms.

のを私の腕（手）では運べません。

) 私達はこのように9 We can save the earth in this way.

save inして地球を救うことが出来ます。( 「救う 、」

「このようにして」)this way

) あな10 Can you come to the party tonight? Yes, I can.

。 、たは今夜パーティーに来ることが出来ますか はい

出来ます。

) 誰が馬に乗ること11 Who can ride a horse? Emi can.

が出来ますか。恵美が出来ます。

) 私は英語で私の12 I can write my address in English.

住所を書くことが出来ます。( 「住所」)address

【２】出来るかどうか相手の事情を尋ねて、ものを頼

む言い方がある。訳は「～してくれませんか 」。

【３】

)ストーブを弱めてくれませんか。( 「弱め1 turn down

る、下げる 、 「ストーブ」)」 heater

)私の代わりに（ために）この本を読んでくれません2

か。
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3 Can you help me?)

4 Can you carry this box?)

5 Can you clean this room for me?)

【４】 ～ は「私は～出来ますか」以外に特別Can I ?

な意味を持つことがあります。それは何ですか。

【５】次の英語を日本語に訳しなさい。

1 Can I use your bag?)

2 Can I open the window? Sure.)

3 Can I turn down the heater?)

4 Mom, can I watch TV now?)

5 Can I eat this sandwich?)

6 Can I sit on this chair?)

7 Can I use that computer? Sure.)

【６】次の電話での会話を英語に直しなさい。

)翔太君はいらっしゃいますか。1

僕です。

)あなたと話が出来て良かったです。2

)電話をありがとう。3

助動詞canの復習１ No.２

)私を手伝ってくれませんか。3

)この箱を運んでくれませんか。4

)私の代わりに（ために）この部屋を掃除してくれま5

せんか。

【４】相手に許可を求める言い方として「～しても良

いですか 」の意味がある。。

【５】

)あなたのカバンを使っても良いですか。1

)窓を開けても良いですか。勿論、良いですよ。2

)ストーブを弱めても良いですか。3

)お母さん、今テレビを見ても良いですか。4

)このサンドイッチを食べても良いですか。5

)この椅子に座っても良いですか。6

)あのコンピュータを使っても良いですか。勿論、良7

いですよ。

【６】

1 Can I speak to Shota?)

Speaking.

2 Nice talking to you.)

3 Thank you for calling.)


