
ワークブック Step1 助動詞             No.1w021 
【モデル文を読んでみよう】 
 
ケンは英語の授業で、学校のホームページの原稿を書きました。 
読んでみましょう。 
 

Our school has a library.  We can read many books in the 

library.  We can’t read books there on Wednesday because it is 

not open.  

We like our gym.  We can play volleyball in the gym during 

lunch break. 

We can play on the school ground during lunch break, but on 

rainy days we can’t. 

Our school has a school store.  We can buy stationery at the 

school store, but we can’t buy food there. 

 
because ～  なぜなら～だから open  あいている gym  体育館  
during lunch break 昼休みの間 school ground  校庭  
school store  学校の購買部 stationery 文房具 

     
 
【ポイントを確認しよう】 
 
① 図書館が休みの日はいつですか。 
 
 
② 昼休みには体育館で何ができますか。 
 
 
③ 昼休みに校庭で遊べないときはどんなときですか。 
 
 
④ 学校の購買部では、何を買うことができますか。 
 



ワークブック Step2 助動詞             No.1w022 
ケンは英語の授業で、学校のホームページの原稿を書きました。 
（  ）内の日本語をヒントにして、あいているところに英語を書きましょう。 
 

Our school has a library.  

We          （読むことができる）many books in the library.  

We           （読めない）books there on Wednesday 

because it is not open. 

We like our gym.  

We          （することができる）volleyball in the gym 

during lunch break. 

We          （遊べる）on the school ground during 

lunch break, but on rainy days we can’t. 

Our school has a school store.  

We           （買える）stationery at the school store,  

but we          （買えない）food there. 

 
because ～  なぜなら～だから open  あいている gym  体育館  
during lunch break 昼休みの間 school ground  校庭  
school store  学校の購買部 stationery 文房具 

 

 

 

 



ワークブック Step3 助動詞             No.1w023 
ケンが書いた学校のホームページの原稿に、エミが情報をつけ足すことになり

ました。メモを参考にして、英文を書き入れましょう。 

 

Our school has a library.  We can read many books in the 

library. We can’t read books there on Wednesday because it is not 

open.   

We like our gym.  We can play volleyball in the gym during 

lunch break.   

We can play on the school ground during lunch break, but on 

rainy days we can’t. 

Our school has a school store.  We can buy stationery at the 

school store, but we can’t buy food there. 

 

because ～  なぜなら～だから open  あいている gym  体育館  
during lunch break 昼休みの間 school ground  校庭  
school store  学校の購買部 stationery 文房具 

 

 

 

 

 

 

 

 

【付け足す文】 

  

  

  

  

【メモ】 
・図書館ではインターネット（the Internet）を使うことができる。 
・体育館ではサッカーをすることができない。 
・校庭では放課後遊ぶことができない。 
・購買部では牛乳（milk）を買うことができる。 



ワークブック Step4 助動詞             No.1w024 
あなたは、ケンが書いた原稿とエミが付け足した文を合わせて、まとまった原

稿に仕上げることになりました。 

Step３の英文をもとにしてあいているところに英文を書き、原稿を完成させま

しょう。 

 

Our school has a library.   

                                 and  

                         in the library. 

We can’t                                      on Wednesday 

because it is not open. 

We like our gym.   

                                           in the gym during 

lunch break, but                                       there. 

                                on the school ground during 

lunch break, but on rainy days we can’t.  We                         

there after school. 

Our school has a school store.   

                                      stationery at the school 

store.  We                                , too.  But we 

can’t buy food there.   
 

because ～  なぜなら～だから open  あいている gym  体育館  
during lunch break 昼休みの間 school ground  校庭  
school store  学校の購買部 stationery 文房具 milk  牛乳 



ワークブック Step1 助動詞             No.1w021 
【モデル文を読んでみよう】 
 
ケンは英語の授業で、学校のホームページの原稿を書きました。 
読んでみましょう。 
 

Our school has a library.  We can read many books in the 

library.  We can’t read books there on Wednesday because it is 

not open.  

We like our gym.  We can play volleyball in the gym during 

lunch break. 

We can play on the school ground during lunch break, but on 

rainy days we can’t. 

Our school has a school store.  We can buy stationery at the 

school store, but we can’t buy food there. 

 
because ～  なぜなら～だから open  あいている gym  体育館  
during lunch break 昼休みの間 school ground  校庭  
school store  学校の購買部 stationery 文房具 

     
 
【ポイントを確認しよう】 
 
① 図書館が休みの日はいつですか。 
 水曜日 

 
② 昼休みには体育館で何ができますか。 
 バレーボール 

 
③ 昼休みに校庭で遊べないときはどんなときですか。 
 雨の時 

 
④ 学校の購買部では、何を買うことができますか。 
 文房具 

解答 



ワークブック Step2 助動詞             No.1w022 
ケンは英語の授業で、学校のホームページの原稿を書きました。 
（  ）内の日本語をヒントにして、あいているところに英語を書きましょう。 
 

Our school has a library.  

We   can read   （読むことができる）many books in the library.  

We   can’t read   （読めない）books there on Wednesday 

because it is not open. 

We like our gym.  

We   can play    （することができる）volleyball in the gym 

during lunch break. 

We   can play    （遊べる）on the school ground during 

lunch break, but on rainy days we can’t. 

Our school has a school store.  

We   can buy    （買える）stationery at the school store,  

but we   can’t buy    （買えない）food there. 

 
because ～  なぜなら～だから open  あいている gym  体育館  
during lunch break 昼休みの間 school ground  校庭  
school store  学校の購買部 stationery 文房具 

 

 

 

 

解答 



ワークブック Step3 助動詞             No.1w023 
ケンが書いた学校のホームページの原稿に、エミが情報をつけ足すことになり

ました。メモを参考にして、英文を書き入れましょう。 

 

Our school has a library.  We can read many books in the 

library. We can’t read books there on Wednesday because it is not 

open.   

We like our gym.  We can play volleyball in the gym during 

lunch break.   

We can play on the school ground during lunch break, but on 

rainy days we can’t. 

Our school has a school store.  We can buy stationery at the 

school store, but we can’t buy food there. 

 

because ～  なぜなら～だから open  あいている gym  体育館  
during lunch break 昼休みの間 school ground  校庭  
school store  学校の購買部 stationery 文房具 

 

 

 

 

 

 

 

 

【付け足す文】 

 We can use the Internet in the library.  

 We can’t play soccer in the gym.  

 We can’t play on the ground after school.  

 We can buy milk at the school store.  

【メモ】 
・図書館ではインターネット（the Internet）を使うことができる。 
・体育館ではサッカーをすることができない。 
・校庭では放課後遊ぶことができない。 
・購買部では牛乳（milk）を買うことができる。 

解答 



ワークブック Step4 助動詞             No.1w024 
あなたは、ケンが書いた原稿とエミが付け足した文を合わせて、まとまった原

稿に仕上げることになりました。 

Step３の英文をもとにしてあいているところに英文を書き、原稿を完成させま

しょう。 

 

Our school has a library.   

  We can read many books             and  

   we can use the Internet   in the library. 

We can’t     read books there          on Wednesday 

because it is not open. 

We like our gym.   

    We can play volleyball        in the gym during 

lunch break, but    we can’t play soccer       there. 

     We can play          on the school ground during 

lunch break, but on rainy days we can’t.  We   can’t play   

there after school. 

Our school has a school store.   

    We can buy                  stationery at the school 

store.  We     can buy milk          , too.  But we 

can’t buy food there.   
 
because ～  なぜなら～だから open  あいている gym  体育館  
during lunch break 昼休みの間 school ground  校庭  
school store  学校の購買部 stationery 文房具 milk  牛乳 

解答 


