
パーツC
前に付け足すもの

パーツA
4つの時制の練習ドリル

パーツD
後に付け足すもの

パーツB
グループ化した動詞

一般 仕事 遊び
go home 帰る get promoted 昇格する see a movie 映画を観る
go to work 会社に行く get transferred 異動になる get a video ビデオを借りる
go to the gym ジムに行く get fired クビになる go drinking 飲みに行く
get a haircut 髪を切る meet the deadline 締切に間に合う go shopping 買い物する
get money out お金を下ろす hit my target 目標達成する go skiing スキーに行く
get up 起きる do overtime 残業する eat out 外食する
go to bed 寝る get paid 給料をもらう go to the beach 海に行く
get to sleep 寝付く get in trouble 怒られる
stay home 家にこもる
order in 出前を取る
watch TV テレビを観る
get ready 準備する
get changed 着替える
spend money お金を使う

家事
clean the house 家の掃除をする
make dinner 夕飯をつくる
do the dishes 皿洗いする
do the laundry 洗濯する

恋愛
ask 人 out 告白する
go out（with ～） 付き合う
break up 別れる
get back together よりを戻す

I’m glad ～でよかった

It's too bad ～で残念

I can’t believe  ～だなんて
信じられない

It’s no wonder ～はムリもない

I’m surprised ～は意外だ

I’m angry ～で怒ってる

It’s not like ～というわけじゃない

It looks like ～のようだね

I have a feeling ～気がする

I’m worried ～で心配

未来を現在形で言う言い回し
I hope ～だといいな

I bet  きっと～だろう

What if ～だったらどうする？

形容詞
hungry

tired

drunk

angry

ready

empty-handed

sad

sick

not drunk

not ready

with 名詞
with a problem

with a headache

with a cold

with a hangover

with no money

with no plan

動詞ing
crying

smelling like alcohol

wearing contacts

thinking about that

not wearing makeup

文
but

because
so

文

過去
 I went.

 I didn’t go.

 Did you go?

普段のこと・習慣
I / You / We / They

 I work.

 I don’t work.

Do you work?

He / She / It

 He works.

 He doesn’t work.

 Does he work?

今している最中・
一時的なこと

I’m working.

I’m not working.

Are you working?

未来
I’m going to go.

I’m not going to go.

Are you going to go?

 I’m や Are you ？に
置き換える

 I’m  Am I ?

ヒズ  He’s  Is he ?

シズ  She’s  Is she ?

イッツ  It’s  Is it ?

ヨ  You’re  Are you ?

ウェ  We’re  Are we ?

ゼ  They’re  Are they ?
Are you going to 

パーツ

文がそのままの言い回し

文
if

when
before
after
until

文

過

普段のこと→現

現

現

未来のこと→未

過去のこと→過


