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【be動詞フレーズ５段活用】　 be here

==========================================================

(1) (am, are, is) here 現在形動詞フレーズ　

(2) (was, were) here 過去形動詞フレーズ　

(3) be here 原形動詞フレーズ

※命令形，助動詞、to不定詞で使われる。

(4) being here ing形動詞フレーズ

※進行形にはならず、動名詞になる。

(5) been here ed形動詞フレーズ　

※完了形で使われる。　　

==========================================================

英語脳構築プログラム

問題編
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1. 　あなたは、(ふだん)ここにいるのですか?
<~は　ある・いる文>

①  あなたは、(ふだん)~いるか? ⇨  ______________                                  
②  ここに ⇨ ______________                 
(完成文)  __________________________________________

2. 　あなたは、昨日ここにいましたか?
<~は　ある・いる文>

①  あなたは、~いたか? ⇨  ______________              
②  ここに ⇨ ______________                 
(完成文)  __________________________________________
3. 　あなたは、明日ここにい(来)ますか?

<~は　ある・いる文>

①  あなたは、~いるか? ⇨  ______________                
②  ここにいる ⇨ ______________                
(完成文)  __________________________________________
4. 　あなたは、機能から(ずっと)ここにいましたか?

<~は　ある・いる文>

①  あなたは、~ユウするか? ⇨  ______________                    
②  ここにいたことを ⇨______________                       
(完成文)  __________________________________________

7. 　ここにいましょう
<~は　ある・いる文>

①  ~しましょう ⇨  ______________                              
②  ここにいる ⇨ ______________                                
(完成文)  __________________________________________

5. 　どうかここにいてください
<~は　ある・いる文>

①  どうか ⇨  ______________                
②  ここにいる ⇨ ______________                      
(完成文)  __________________________________________                                  
6. 　ここにいてはいけません

<~は　ある・いる文>

①  ~してはダメ ⇨  ______________                                 
②  ここにいる ⇨______________                                     
(完成文)  __________________________________________                                                                 
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8. 　私はここにいることができません
<~は　ドンナだ文>

①  そりゃ　私にはできない ⇨  ______________                              
②  ここにいる ⇨ ______________                                     
(完成文)  __________________________________________

9. 　あなたは、(どうか)ここにいていただけませんか?
<~は　ある・いる文>

①  あなたは　~してくれませんか? ⇨  ______________                         
②  ここにいる ⇨ ______________                                  
(完成文)  __________________________________________
10. 　私、ここにいてよろしいか?

<~は　ある・いる文>

①  私は　~よろしいか? ⇨  ______________                                
②  ここにいる ⇨ ______________                                        
(完成文)  __________________________________________
11. 　私、ここにいてよろしいか?　　

<~は　ある・いる文>

①  私　~よろしいか? ⇨  ______________                               
②  ここにいる ⇨ ______________                                        
(完成文)  __________________________________________

13. 　私、ここにいるべきですか?
<~は　ある・いる文>

①  私　~するべきか? ⇨  ______________                           
②  ここにいる ⇨ ______________                                      
(完成文)  __________________________________________
14. 　私、ここにいなければなりませんか?

<~は　ある・いる文>

①  私　~ねばならないか? ⇨  ______________                                
②  ここにいる ⇨ ______________                                       
(完成文)  __________________________________________

12. 　私、ここにいましょうか?
<~は　ある・いる文>

①  私　~しましょうか? ⇨  ______________                                 
②  ここにいる ⇨ ______________                                      
(完成文)  __________________________________________  
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15. 　私、ここにいた方がいいですか?
<~は　ある・いる文>

①  私　~した方がいいか? ⇨  ______________                              
②  ここにいる ⇨ ______________                                  
(完成文)  __________________________________________
16. 　あなたは、ここにいたいですか?

<~は　ドウする文>

①  あなたは　~したいか? ⇨  ______________                             
②  ここにいる ⇨ ______________                                    
(完成文)  __________________________________________ 
17. 　あなたは、ここにいるつもりですか?

<~は　ドンナだ文>

①  あなたは　~つもりか? ⇨  ______________                                  
②  ここにいる ⇨ ______________                                   
(完成文)  __________________________________________   
16. 　あなたは、ここにいなければなりませんか?

<~は　ドウする文>

①  あなたは　~るばならないか? ⇨  ______________                              
②  ここにいる ⇨ ______________                                       
(完成文)  __________________________________________   
19. 　私は、あなたにここにいてもらいたい

<~は　ドウする文>

①  私は　あなたに~してもらいたい ⇨  ______________                                 
②  ここにいる ⇨ ______________                                      
(完成文)  _________________________________________
20. 　私にここにいさせてくたせさい

<~は　ドウする文>

①  私に　~させてくたざい ⇨  ______________                                
②  ここにいる ⇨______________                                     
(完成文)  __________________________________________  
21. 　ここにいるのは楽しいです

<~は　ドンナだ文>

①  そりゃ　とても楽しい ⇨  ______________                                  
②  ここにいること ⇨ ______________                                 
(完成文)  __________________________________________
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21. 　私にここにいるのが好きです
<~は　ドウする文>

①  私は　~好きです ⇨  ______________                                
②  ここにいること ⇨______________                                        
(完成文)  __________________________________________

22. 　私の仕事はここにいることです
<~は　ドウする文>

①  私の仕事は　~です  ⇨  ______________                            
②  ここにいること ⇨ ______________                                    
(完成文)  __________________________________________

23. 　私はここにいるのが怖いです
<~は　ドウする文>

①  私は　~怖いです ⇨  ______________                                 
②  ここにいること ⇨ ______________                                    
(完成文)  __________________________________________

24. 　私はあなたがここにいるのを見ました
<~は　ドウする文>

①  私は　~あなたを見た ⇨  ______________                               
②  ここにいること ⇨ ______________                                   
(完成文)  __________________________________________

25. 　私は昨日から、ずっとここにいます　※継続
<~は　ユウする文>

①  私は　~ユウする ⇨  ______________                               
②  ここにいたことを ⇨______________                                  
(完成文)  __________________________________________  

26. 　私は今まで、ここに来たことがあります　※経験
<~は　ユウする文>

①  私は　~ユウする ⇨  ______________                                 
②  ここにいたことを ⇨ ______________                                     
(完成文)  __________________________________________

27. 　(今考えてみると)私は、ここにいるべきでした
<~は　ユウする文>

①  私は　~ユウするべきだ ⇨  ______________                                  
②  ここにいたことを ⇨ ______________                                      
(完成文) __________________________________________  


