
4 私はピアノを弾けます。私の弟もピアノが弾けます。 I can play the piano. My brother can play the piano, too.

5 サラはイタリア語を話せますが、スペイン語は話せません。 Sarah can speak Italian, but she can't speak Spanish.

6
あなたは泳げますか？ 

はい、でもあまり泳ぎは上手ではありません。
Can you swim? 
Yes, but I'm not a very good swimmer.

7
２０ドルを両替してもらえますか？ 

ごめんなさい、できません。
Can you change a $20 dollars bill? 
I'm sorry, I can't.

8
来週、私はパーティーをしますが、ポールとレイチェルは来れないそうで
す。 I'm having a party next week, but Paul and Rachel can't come.

9 私が若かったとき、とても速く走れました。 When I was young, I could run very fast.

10
マリアがアメリカへ来る前、彼女は英語をあまり理解できませんでした。
今は彼女は全て理解できます。

Before Maria came to the United States, she couldn't understand 
much English. Now she can understand everything.

11 私は昨晩疲れていましたが、眠れませんでした。 I was tired last night, but I couldn't sleep.

12 先週パーティが開きましたが、ポールとレイチェルは来れませんでした。 I had a party last week, but Paul and Rachel couldn't come.

13 そのドアを開けてもらえますか？ Can you open the door, please? 
Could you open the door, please?

14 少し待ってもらえますか？ Can you wait a minute, please? 
Could you wait a minute, please?

15 １ドル札を両替していただけますか？ Can I have change for a dollar, please? 
Could I have change for a dollar, please?

16 トム、あなたの傘を貸してもらえますか？ Tom, can I borrow your umbrella? 
Tom, could I borrow your umbrella?

17
（電話口で） 

こんにちは。ゲリーさんとお話しできますか？

(on the phone) 
Hello, can I speak to Gary, please? 
Hello, could I speak to Gary, please?

EXERCISES（演習）:

18 泳げますか？ Can you swim?
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1 私はピアノが弾けます。 I can play the piano.

2 彼はピアノが弾けます。 He can play piano.

3 そのドアを開けていただけますか？ Could you open the door, please?

Can + base form (can do / can play / can come, etc.

I 
私は 
we 
私たちは 
you 
あなたは 
あなたたちは 
they 
彼らは/彼女らは 
それらは 
he 
彼は 
she 
彼女は 
it 
それは

can 
できます 

can’t  (cannot) 
できません 

do（する） 
play（プレイする） 
see（みる） 
come（来る）

Question　疑問

can 
できますか？ 

I 
私は 
we 
私たちは 
you 
あなたは 
あなたたちは 
they 
彼らは/彼女らは 
それらは 
he 
彼は 
she 
彼女は 
it 
それは

do（する）？ 
play（プレイする）？ 
see（みる）？ 
come（来る）？
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19 スキーができますか？ Can you ski?

20 チェスができますか？ Can you play chess?

21 １０キロ走れますか？ Can you run 10 kilometers?

22 車は運転できますか？ Can you drive a car?

23 乗馬できますか？ Can you ride a horse?

24 すみません、来週土曜日のあなたのパーティーに伺うことができません。 I'm sorry, but we can't come to your party next Saturday.

25 このホテルルーム気に入りました。窓から山々が見えます。 I like this hotel room. You can see the mountains from the 
window.

26 あなたはとても静かに話します。あなたが聞こえません。 You are speaking very quietly. I can't hear you.

27 私のスーツケースを見かけましたか？見つかりません。 Have you seen my suitcase? I can't find it.

28 キャサリンは五ヶ国語を話せるので、その仕事を得ました。 Catherine got the job because she can speak five languages.

29 私は疲れていましたが、寝れませんでした。 I was tired, but I couldn't sleep.

30 私は昨日お腹が空いていませんでした。私は夕飯を食べれませんでした。 I wasn't hungry yesterday. I couldn't eat my dinner.

31 ケイトは何をしたらいいかわかりません。決断ができません。 Kate doesn't know what to do. She can't decide.

32
昨日マーティンと話したいと思っていましたが、彼を見つけることができ
ませんでした。

I wanted to speak to Martin yesterday, but I couldn't find him.

33
ジェームスは来週土曜日にコンサートへ行けません。仕事をしなければな
りません。 James can't go to the concert next Saturday. He has to work.

34 ポーラは先週ミーティングに行けませんでした。彼女は病気でした。 Paula couldn't go to the meeting last week. She was sick

35 そのドアを開けてもらえますか？ Could you open the door, please?

36 そのお塩を渡してもらえますか？ Could you pass the salt, please?

37 ラジオの音を小さくしてもらえますか？ Could you turn down the radio, please?

38 あなたの電話番号をもらえますか？ Could I have your phone number, please?

39 あなたの新聞を見せてもらっていいですか？ Could I look at your newspaper, please?

40 あなたの鉛筆を使ってもいいですか？ Could I use your pencil, please?
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