
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
形 容 詞

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’m busy.

 I’m not busy.

 Am I busy?

普段 今

I / He / She / It

 I was busy.

 I wasn’t busy.

 Was I busy?

You / We / They

 You were busy.

 You weren’t busy.

 Were you busy?

 I’m busy.

 I’m not busy.

 Am I busy?

未来
 I’m going to  be busy.

 I’m not going to  be busy.

 Am I going to  be busy?

 I’m や Am I？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 ?

パーツ

人じゃない「 It」など
crowded 混んでいる
lively 賑やか
dirty 汚れている
clean 汚れてない
boring つまらない
shocking ショックな
exciting ワクワクするような

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

文がそのままの言い回し

状態 性格 感情
hungry お腹が空いている kind 優しい happy 嬉しい・幸せ・喜んでいる
full お腹がいっぱい smart 賢い sad 悲しい
thirsty 喉が渇いている stupid 頭が悪い jealous 羨ましい・嫉妬している
sick 病気・風邪である honest 正直 nervous 緊張している
drunk 酔っ払っている cheerful 明るい worried 心配している
tired 疲れている laidback 大らか scared 怖がっている
late 遅い・遅刻する uptight 神経質 excited ワクワクしている
ready 準備ができている selfish わがまま
awake 目が覚めている状態 funny 面白い（笑える）
asleep 眠っている careful 用心深い
sleepy 眠い naive 世間知らず・考えが甘い・青臭い
young 若い mean 意地悪
tall 背が高い rude 失礼
beautiful 美しい・綺麗 positive ポジティブ

negative ネガティブ

「今のこと」は「I’m being ～」と進行形


