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【can と動詞の過去形】 

★ポイント 

【can】 

canは「できる」「可能性がある」という意味があります。 

can + 動詞の原形が基本です。 

否定文は cannot+動詞の原形、疑問文は canを文頭にもってきます。 

canの過去形は could+動詞の原形です。 

 

【動詞の過去形】 

動詞の過去形は「過去のある 1点」をあらわす表現です。 

過去のある 1点なので現在の状況や状態はわかりません。 

基本は動詞の最後に-edをつけます。 

なかには不規則動詞もあります。 

★子音+yのときは yを iに変えて edをつけます。 

＊study→dが子音、yで終っているので、studiedになる。 

★短母音+子音は最後の子音を重ねて edをつけます。 

＊stop→oが短母音、pが子音なので、stoppedになる。 

★疑問文は文頭に didをつける。 

＊Did you play the guitar? 

★否定文は did not[didn’t]+動詞の原形であらわす。 

＊I did not play the piano. 

★can と動詞の過去形 100 本ノック 

 

1. 私はその川で泳ぐことができます。 

I can swim in the river. 

 

2. 彼は昨日その図書館で勉強しました。 

He studied in the library yesterday. 

 

 



3. 私は昨夜テレビを見ました。 

I watched TV last night. 

 

4. 彼女はサッカーをすることができます。 

She can play soccer. 

 

5. その婦人は先週、その本を読みました。 

The lady read the book last week. 

 

6. あなたは野球ができますか？ 

Can you play baseball? 

 

7. 彼はその帽子を買いましたか？ 

Did he buy the hat? 

 

8. 彼らはその橋を建てました。 

They built the bridge. 

 

9. 私の妹は昨日、美しい鳥を見ました。 

My sister saw a beautiful bird yesterday. 

 

10. あなたは去年犬を飼っていましたか？ 

Did you have a dog last year? 

 

11. あなたはギターを弾けますか？ 

Can you play the guitar? 

 

12. 彼女はピアノを弾くことができません。 

She can’t play the piano. 

 

13. あなたはどこで勉強しましたか？ 

Where did you study? 

 

14. カレンは 10 年前泳ぐことができました。 

Karen could swim ten years ago. 

 



15. 昨日、彼女は私の家に滞在しました。 

Yesterday, she stayed at my home. 

 

16. 彼は昨晩、そのパーティに来ませんでした。 

He did not come to the party last night. 

 

17. あなたの兄はその公園でサッカーをしましたか？ 

Did your brother play soccer in the park? 

 

18. あなたは何をしましたか？ 

What did you do? 

 

19. 彼はそのラケットを買うことができません。 

He can’t buy the racket. 

 

20. あなたの姉はその台所で夕食を作りました。 

Your sister cooked dinner in the kitchen. 

 

21. あなたは先週あのケーキを食べましたか？ 

Did you eat that cake last week? 

 

22. あなたはここで野球をすることができません。 

You can’t play baseball here. 

 

23. 私は先月、友達と東京に行きました。 

I went to Tokyo with my friend last month. 

 

24. 私は京都でたくさんの寺を訪れました。 

I visited many temples in Kyoto. 

 

25. その市民たちはあの建物で（一曲の）歌をうたいました。 

The citizens sang a song in that building. 

 

26. そのパイロットは飛行機を操縦しましたか？ 

Did the pilot fly a plane? 

 



27. あの男性はその店で何を買いましたか？ 

What did that man buy in the store? 

 

28. あなた方はこのオフィスでは食べ物をいっさい食べることができません。 

You can’t eat any food in this office. 

 

29. 彼らは 10 年前、テニスをすることができましたか？ 

Could they play tennis ten years ago? 

 

30. なぜ彼は先週、切手を集めたのですか？ 

Why did he collect stamps? 

 

31. 私は昨日、彼と話した。 

I talked with him yesterday. 

 

32. 私たちは多くのおもしろいものを見ました。 

We saw many interesting things. 

 

33. ケンはそのコンピュータを使いましたか？ 

Did Ken use the computer? 

 

34. 彼はどこでも眠ることができます。 

He can sleep anywhere. 

 

35. 私たちはケーブルカーに乗ることができる。 

We can ride cable cars. 

 

36. エミは英語を話すことができますか？ 

Can Emi speak English? 

 

37. 私は今夜は眠ることができません。 

I cannot sleep tonight. 

 

38. 彼は青空を見ることができません。 

He can’t see the blue sky. 

 



39. マークは昨夜、音楽を聴きました。 

Mark listened to music last night. 

 

40. わたしはこの冬旅行しませんでした。 

I didn’t travel this winter. 

 

41. その男の子は昨日、その窓を壊しました。 

The boy broke the window yesterday. 

 

42. 彼女はケーキを半分に切りました。 

She cut the cake in half. 

 

43. 彼は昨日買い物に行きました。 

He went shopping yesterday. 

 

44. その窓を開けてもいいですか？ 

Can I open the window? 

 

45. ここで写真を撮ってもいいですか？ 

Can I take a picture here? 

 

46. 我々は昨日、野球をしました。 

We played baseball yesterday. 

 

47. そのドアを開けてくれますか？ 

Can you open the door? 

 

48. 彼はあの映画が好きでしたか？ 

Did he like that movie? 

 

49. あなたのバイクを使ってもいいですか？ 

Can I use your bike? 

 

50. 私は 3 年前、彼女のことが好きでした。 

I liked her three years ago. 

 



51. これを私に読んでくれますか？ 

Can you read this for me? 

 

52. わたしは昨日、この映画を見ました。 

I watched this movie yesterday. 

 

53. ジャックは公園を歩きました。 

Jack walked in the park. 

 

54. 彼は去年先生になりました。 

He became a teacher last year. 

 

55. 彼はその公園でそのカギを見つけました。 

He found the key in the park. 

 

56. あなたは車を運転しましたか？ 

Did you drive a car? 

 

57. 私たちの先生はすべてを知っていました。 

Our teacher knew everything. 

 

58. その女性はその男性に会いませんでした。 

The woman didn’t meet the man. 

 

59. テーブルの準備をしてくれますか？ 

Can you set the table? 

 

60. あなたはいつそのラジオを聴きましたか？ 

When did you listen to the radio? 

 

61. 私は上野の動物園に行きました。 

I went to the zoo in Ueno. 

 

62. 彼は昨夜、家で英語の勉強をしました。 

He studied English at home last night. 

 



63. あなたの姉はいつピアノを弾きましたか？ 

When did your sister play the piano? 

 

64. 彼女は昨日兄と一緒にテレビを見ませんでした。 

She didn’t watch TV with her brother yesterday. 

 

65. 彼は去年、京都を訪れていません。 

He didn’t visit Kyoto last year. 

 

66. 私の宿題を手伝ってくれませんか？ 

Can you help me with my homework? 

 

67. 私はとても上手にスケートができます。 

I can skate very well. 

 

68. 塩をとってもらえますか？ 

Can you pass me the salt? 

 

69. あなたはこのペンを使えます。 

You can use this pen. 

 

70. わたしの母は昨日５時に帰ってきた。 

My mother came home at five yesterday. 

 

71. 私は妹とケーキを作った。 

I made a cake with my sister. 

 

72. 私の先生はその授業で数学を教えました。 

My teacher taught math in the class. 

 

73. 彼女は２０年、フランス語を話すことができました。 

She could speak French twenty years ago. 

 

74. 彼の父は昨夜、手紙を書きました。 

His father wrote a letter last night. 

 



75. なぜ彼はその公園で走ったのですか？ 

Why did he run in the park? 

 

76. どこで私は本を読むことができますか？ 

Where can I read a book? 

 

77. 彼の母はそのお店で働きました。 

His mother worked in the store. 

 

78. 私はしばしば大阪に行きました。 

I often went to Osaka. 

 

79. あなたはどちらの部屋を掃除しましたか？ 

Which room did you clean? 

 

80. 彼もバイオリンを弾くことができませんでした。 

He couldn’t play the violin too. 

 

81. ケイトは海で泳いだ。 

Kate swam in the sea. 

 

82. ケンと私は昼食のあとにその図書館へ行きました。 

Ken and I went to the library after lunch. 

 

83. あなたたちは広島でたくさんの写真を撮りましたか？ 

Did you take many pictures in Hiroshima? 

 

84. トムは昨日の朝７時に起きました。 

Tom got up at seven yesterday morning. 

 

85. 加藤さんは５年前にパリに住んでいました。 

Ms. Kato lived in Paris five years ago. 

 

86. あなたは先週の日曜日、大阪を訪れましたか？ 

Did you visit Osaka last Sunday? 

 



87. 彼らはいつカナダに行ったのですか？ 

When did they go to Canada? 

 

88. 君ならできるよ。 

You can do it. 

 

89. どうすれば英語を話すことができますか？ 

How can I speak English? 

 

90. あなた方は何泊できますか？ 

How long can you stay? 

 

91. 彼は速く走ることができる。 

He can run fast. 

 

92. 昨夜はよく眠りましたか？ 

Did you sleep well last night? 

 

93. 私は昨日、一生懸命働きました。 

I worked hard yesterday. 

 

94. あなたは昨日の午後、その図書館に行きましたか？ 

Did you go to the library yesterday afternoon? 

 

95. あなたとマリはピアノを弾けますか？ 

Can you and Mari play the piano? 

 

96. あなたはいつ理科を習いましたか？ 

When did you learn science? 

 

97. 彼女はパンを食べました。 

She ate bread. 

 

98. 彼もまたその牛乳を飲みました。 

He also drank the milk. 

 



99. あなたはビールを飲むことができますか？ 

Can you drink beer? 

 

100. 私は冬に外を走りました。 

I ran outside in winter. 

 


