
助動詞 can No.1

【１】助動詞とは何ですか。

【２】 に助動詞 をつけて書きTaro plays the violin. can

換え、日本語にしなさい。

Junko can swim. Yes No【 】 、３ この文を疑問文にし と

の２通りで答え、全て日本語に訳しなさい。

【４】 この文を否定文にして、訳しJunko can swim.

なさい。

【５】次の各文を疑問文にし、 と の２通りでYes No

答え、全て日本語にしなさい。

He can dance.①

She can run fast.②

Tom can ride a bicycle.③

Tom and Ann can speak Japanese.④

They can play baseball.⑤
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【１】助動詞とは、一般動詞や 動詞を助ける動詞be

という意味で、一般動詞や 動詞だけでは表せなbe

い意味を付け加えます。

【２】 「太郎はバイオリンを弾Taro can play the violin.

くことが出来る 〔注意〕主語の太郎は三人称単。」

数ですが、助動詞が使われる場合は、そのことは考

えなくて良いのです。だから、助動詞にも一般動詞

にも三人称単数の はつきません。s

【３】 「淳子は泳げますか 」Can Junko swim? 。

「はい、泳げます 」Yes, she can. 。

No, she can't. cann't「いいえ、泳げません （。」

でないことに注意すること ）。

〔注意〕助動詞 の使われた文は、疑問文や否定can

文に や は使わず、 を前に出して疑問文do does can

、 。を作り の後ろに をつけて否定文にしますcan not

【４】 「淳子は泳ぐことが出来ませJunko can't swim.

ん 」または 「淳子は泳げません 」。 、 。

〔 〕 。注意 の後に をつければ否定文になりますcan not

【５】

① 彼は踊ることが出来ますか。Can he dance?

はい、踊れます。Yes, he can.

いいえ、踊れません。No, he can't.

② 彼女は速く走ることが出来ますCan she run fast?

Yes, she can. No, she can't.か。 はい、走れます。

いいえ、走れません。

③ トムは自転車に乗れますCan Tom ride a bicycle?

Yes, he can. No, he can't.か。 はい、乗れます。

いいえ、乗れません。

④ トムとアンは日Can Tom and Ann speak Japanese?

。 、本語を話すことが出来ますか はいYes, they can.

話せます。 いいえ、話せません。No, they can't.

⑤ 彼らは野球をすることが出Can they play baseball?

Yes, they can. No, they来ますか はい 出来ます。 、 。

いいえ、出来ません。can't.



助動詞 can No.2

【６】次の各文を否定文にし、訳しなさい。

He can dance.①

She can run fast.②

Tom can ride a bicycle.③

Tom and Ann can speak Japanese.④

They can play baseball.⑤

【７】次の各文を日本語に訳しなさい。

What kind of sports can you play? I can play rugby①

football.

What kind of cookies can she make? She can make②

chocolate cookies.

What kind of languages can he speak? He can speak③

German.

【８】例にならって文を書き換え、更に全文を訳しな

さい。

I can play baseball. What kind of sports can(例) →

あなたはどんなyou play? I can play baseball.

種類のスポーツをすることが出来ますか。私は

野球をすることが出来ます。

Ann can play volleyball.①

Tom and Kenta can play tennis.②

Your father can play golf.③
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【６】

① 彼は踊ることが出来ない。He can't dance.

② 彼女は速く走れない。She can't run fast.

。③ トムは自転車に乗れないTom can't ride a bicycle.

④ トムとアンは日Tom and Ann can't speak Japanese.

本語を話すことが出来ない。

⑤ 彼らは野球をすることがThey can't play baseball.

出来ない。

【７】

①あなたはどんな種類のスポーツが出来ますか。僕は

ラグビーが出来ます。

②彼女はどんな種類のクッキーを作ることが出来ま

すか。彼女はチョコレートクッキーを作ることが出

来ます。

③彼はどんな種類の言語を話すことが出来ますか。彼

はドイツ語を話すことが出来ます。

【８】

What kind of sports can Ann play? She can play①

アンはどんな種類のスポーツをするこvolleyball.

とが出来ますか。彼女はバレーボールをすること

が出来ます。

What kind of sports can Tom and Kenta play? They②

トムと健太はどんな種類のスポーcan play tennis.

ツをすることが出来ますか。彼らはテニスをするこ

とが出来ます。

What kind of sports can your father play? He can play③

あなたのお父さんはどんな種類のスポーツgolf.

をすることが出来ますか。彼はゴルフをすること

が出来ます。


