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【be動詞フレーズ５段活用】　be sleeping　「眠っている」

=======================================================
　(1) (am, are, is)  sleeping 現在形動詞フレーズ　現在進行形
　(2) (was, were)  sleeping 過去形動詞フレーズ　過去進行形　
　(3) be sleeping 原形動詞フレーズ　　未来進行形

※命令形，助動詞、to不定詞で使われる。

　(4) being sleeping ing形動詞フレーズ
※基本的に進行形にはならず、動名詞になる。

　(5) been sleeping ed形動詞フレーズ　　現在完了進行形
※完了形で使われる。　

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

【be動詞フレーズ系列　be+ing形動詞フレーズ(進行形)】　[No.01]

　be sleeping　「眠っている」
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　[GROUP A]を使って　肯定形

　　(今) 眠っています
I am sleeping.　
She is sleeping.

　[GROUP B]を使って　否定形

　　(今) 眠っていません
I'm not sleeping.　
She isn't sleeping.

　[GROUP C]を使って　疑問形

　　(今) 眠っていますか?

Are you sleeping?　
Is she sleeping?

　[GROUP D]を使って　否定疑問形　

　　(今) 眠ってないの?

Aren't you sleeping?　
Isn't she sleeping?

　[GROUP A]と[GROUP B]を使って　Short Answer

Yes, I am. No, I'm not.
Yes, she is. No, she isn't.

　4つの[GROUP]を使って　付加疑問形

　　(今) 眠っているのでしょう?

　　You are sleeping,  aren't you?
　　She is sleeping,  isn't she?

　　(今) 眠ってはないのでしょう?

　　You aren't sleeping, are you?
　　She isn't sleeping, is she?

現在進行形の表現展開
現在の進行・継続状態



英語脳構築　英会話発想トレーニング  【be動詞フレーズ系列】

-3-

　[GROUP A]を使って　肯定形

　　(その時)眠っていました

I was sleeping.　

She was sleeping.

　[GROUP B]を使って　否定形

　　(その時)眠っていませんでした

I wasn't sleeping.　
She wasn't sleeping.

　[GROUP C]を使って　疑問形

　　(その時)眠ってたの?

Were you sleeping?　
Was she sleeping?

　[GROUP D]を使って　否定疑問形　

　　(その時)眠ってなかったの?

Weren't you sleeping?　
Wasn't she sleeping?

　[GROUP A]と[GROUP B]を使って　Short Answer

Yes, I was. No, I wasn't.
Yes, she was. No, she wasn't.

　4つの[GROUP]を使って　付加疑問形

　　(その時)眠ってたのでしょう?

　　You were sleeping, weren't you?
　　She was sleeping, wasn't she?

　　(その時)眠ってなかったのでしょう?

　　You weren't sleeping, were you?
　　She wasn't sleeping, was she?

過去進行形の表現展開
過去の進行・継続状態
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　[GROUP A]を使って　肯定形

　　(これから)眠り続けます

I will be sleeping.　
She will be sleeping.

　[GROUP B]を使って　否定形

　　(これから) 眠り続けません

I won't be sleeping.　

She won't be sleeping.

　[GROUP C]を使って　疑問形

　　(これから) 眠り続けますか?

Will you be sleeping?　
Will she be sleeping?

　[GROUP D]を使って　否定疑問形　

　　(これから) 眠り続けないの?

Won't you be sleeping?　
Won't she be sleeping?

　[GROUP A]と[GROUP B]を使って　Short Answer

Yes, I will. No, I won't.
Yes, she will. No, she won't.

　4つの[GROUP]を使って　付加疑問形

　　(これから) 眠り続けるのでしょう?

　　You will be sleeping, won't you?
　　She will be sleeping, won't she?

　　(これから) 眠り続けないのでしょう?

　　You won't be sleeping, will you?
　　She won't be sleeping, will she?

未来進行形の表現展開
未来の進行・継続状態
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　[GROUP A]を使って　肯定形

　　(今までずっと) 眠り続けていました
I have been sleeping.　
She has been sleeping.

　[GROUP B]を使って　否定形

　　(今までずっと) 眠り続けていませんでした

I haven't been sleeping.　
She hasn't been sleeping.

　[GROUP C]を使って　疑問形

　　(今までずっと) 眠り続けていたの?

Have you been sleeping?　
Has she been sleeping?

　[GROUP D]を使って　否定疑問形　

　　(今までずっと) 眠り続けてなかったの?

Haven't you been sleeping?
Hasn't she been sleeping?

　[GROUP A]と[GROUP B]を使って　Short Answer

Yes, I have. No, I haven't.
Yes, she has. No, she hasn't.

　4つの[GROUP]を使って　付加疑問形

　　(今までずっと) 眠り続けてたのでしょう?

　　You have been sleeping,  haven't you?
　　She has been sleeping, hasn't she?

　　(今までずっと) 眠り続けてなかったのでしょう?

　　You haven't been sleeping, have you?
　　She hasn't been sleeping, has she?

現在完了進行形の表現展開
過去から現在の進行・継続状
態
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　[Sample Sentences ]

　(1) 　私はもう行かなければなりません
I must be going.　

　(2) 　私たちはまだ希望を捨てていません
We are still  hoping.　

　(3) 　彼女は嘘をついているのに違いありません
She must be lying.　

　(4) 　彼女は台所で煙草を吸ってるよ
She is smoking in the kitchen.

　(5) 　あなたはお酒を飲み過ぎてるよ
You are drinking too much.　

　(6) 　あなたは今，植物に水をやってないの?
　Aren't you watering the plants.　

　(7) 　彼女は、近所の人と話していたよ
She was talking to[with]  a neighbor.　

　(8) 　彼女は私たちを待ち続けているでしょうね
She will be waiting for us, won't she?

　(9) 　彼らは喧嘩をし続けていることでしょう
They will be having a quarrel.　

　(10) 　あなたは私たちの仲間になっていることでしょう
You will be joining us.　

　(11) 　私たちは2年間つき合ってきました
We have been going together for two years.　

　(12) 　あなたは今までずっと何をしてきたのですか?
What have you been doing all this time?

☆☆覚えてしまおうファンクションフレーズ☆☆

・I must be +ing形動詞フレーズ　「私は~し続けなければならない」

・We are still +ing形動詞フレーズ　「私たちはまだ~し続けている」

・She must be +ing形動詞フレーズ　「彼女は~し続けているに違いない」

・Aren't you +ing形動詞フレーズ　「あなたは　~し続けてないの?」

・She will be+ing形動詞フレーズ　「彼女は~し続けているでしょう」

・We have been +ing形動詞フレーズ　「私たちは~し続けてきました」

・


