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Lesson１：英語の基本　会話で使うbe動詞　 

【書き出して記憶に残るアウトプット版】 

☆無料お試し版☆ 

英語のフレーズを組み立てるために必要なbe動詞の使い方を身
につけましょう！be動詞は英語のフレーズを読んで日本語に訳
す時は簡単ですが、日本語のフレーズを英語に訳す時に、正し
く使うことができない方が多くいます。 

例えば： 

英語から日本語に訳す場合： 

This is a pen.→ これはペンです。 

これを訳せる方は多いですが、日本語から英語に訳す場合： 

すごく素晴らしいです！ →　It’s wonderful! 

このようにどんな時に『It’s』、『This is』、『There is』等を
使えば良いのかが意外と難しいのです。 

PDF版おすすめ印刷方法： 

B４サイズの紙を使って冊子形式で印刷をすると活用しや
すいです。 
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※I, He, Sheは仮定法過去の場合は『Were』を使います。 
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会話で使うbe動詞を最短で身につけるために学習を始める前に 

習得までの目標を決めてから取り組みましょう！ 

あなたの目標設定表 

例）目標：１週間後にbe動詞を身に付ける 

目標１：　　　月　　　　日までに　全問読み書き正解！ 

目標２：　　　月　　　　日までに　全問動画レッスン正解！ 

最終目標： 

　　　月　　　　日までに　be動詞の使い方をマスター済み！ 

おすすめ勉強方法： 

関連するレッスン動画でリスニング力とスピーキング力を身につ
けて頂き、この学習スクリプトを使ってライティング力を身につ
けてください。 

関連動画：mochantvどこでも英会話スピーキングLessons 

初級編『英語の基本　会話で使うbe動詞』 

https://youtu.be/8IGB_zJfAe8 

又はyoutube内にて 『mochantv 会話で使うbe動詞』を検索。 

英語が一番身につく方法は、覚えた単語やフレーズをすぐにアウ
トプットすることを繰り返すことです。繰り返し練習を行うこと
で『頭で覚える英語』から『口で覚える英語』に変わり徐々に自
分の進歩を感じ取れることができるようになります。 
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『英語の基本』会話で使うBE動詞 

※文章の中の下線に当てはまる単語を記入してください： 

省略を使ってください：例）She is → She’s 

１）彼は来ません。 
　　 ____ not coming. 

２）彼は昨夜、午後11時まで働いていました。 
 He  _____ ______ until 11pm last night. 

３）彼は昨日仕事を休んでいました。 
　　He  ____ _______ from work yesterday. 

４）もうすでに午後6時です。 
　　It’s _______ 6pm. 

５）彼らはあなたを待っています。　 
　　______ waiting for you. 

６）あなたは昨日すごくウザかったよ。 
　　_____ _____ so annoying yesterday. 
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７）昨日は本当に寒かったです。 
　　It ____ ______ _______ last night. 

８）彼女はあなたを探していましたよ。　 
 She ____ ________ for you. 

９）遅刻だよ/遅いよ。 
　　You’re ______. 

１０）私たちは先週そこにいました。 
　　We ____ ______ last week. 

１１）私たちは駅に向かっています。 
　　We’re ______ to the station. 

１２）彼らは昨日ここにいました。 
　　They _____ ______ yesterday. 

１３）彼らはベルギー出身です。 
　　They’re ______ Belgium. 

１４）（私は）車にひかれそうになりました。 
　　I was almost ____ ___ __ ____. 
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おさらい 

　１）来ない   　 Not coming 

　２）午後11時まで   Until 11pm 

　３）昨夜     Last night 

　４）不在、欠勤   Absent 

　５）もう、もうすでに  Already 

　６）あなたを待っている  Waiting for you 

　７）うざい    Annoying 

　８）本当に寒い   Really cold 

　９）あなたを探している  Looking for you 

１０）遅い、遅く、遅刻  Late 

１１）向かっている   Heading 

１２）ベルギー    Belgium 

１３）ほとんど    Almost 

１４）車にひかれる   Hit by a car 
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※日本語フレーズを英語に訳して書き出してください： 

省略を使ってください：例）She is → She’s 

　１）彼は来ません。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

　２）彼は昨夜、午後11時まで働いていました。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

　３）彼は昨日仕事を休んでいました。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

　４）もうすでに午後6時です。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

　５）彼らはあなたを待っています。　 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

　６）あなたは昨日すごくウザかったよ。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

　７）昨日は本当に寒かったです。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 
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　８）彼女はあなたを探していましたよ。　 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

　９）遅刻だよ/遅いよ。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１０）私たちは先週そこにいました。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１１）私たちは駅に向かっています。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１２）彼らは昨日ここにいました。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１３）彼らはベルギー出身です。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１４）（私は）車にひかれそうになりました。 
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 
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※英語を日本語に訳してください： 

１）He’s not coming. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

２）He  was working until 11pm last night. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

３）He  was absent from work yesterday. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

４）It’s already 6pm. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

５）They’re waiting for you. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

６）You were so annoying yesterday. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

７）It was really cold last night. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 
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８）She was looking for you. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

９）You’re late. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１０）We were there last week. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１１）We’re heading to the station. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１２）They were here yesterday. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１３）They’re from Belgium. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

１４）I was almost hit by a car. 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 
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解答 
１）彼は来ません。 
　　 He’s not coming. 

２）彼は昨夜、午後11時まで働いていました。 
 He  was working until 11pm last night. 

３）彼は昨日仕事を休んでいました。 
　　He  was absent from work yesterday. 

４）もうすでに午後6時です。 
　　It’s already 6pm. 

５）彼らはあなたを待っています。　 
　　They’re waiting for you. 

６）あなたは昨日すごくウザかったよ。 
　　You were so annoying yesterday. 

７）昨日は本当に寒かったです。 
　　It was really cold last night. 
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８）彼女はあなたを探していましたよ。　 
 She was looking for you. 

９）遅刻だよ/遅いよ。 
　　You’re late. 

１０）私たちは先週そこにいました。 
　　We were there last week. 

１１）私たちは駅に向かっています。 
　　We’re heading to the station. 

１２）彼らは昨日ここにいました。 
　　They were here yesterday. 

１３）彼らはベルギー出身です。 
　　They’re from Belgium. 

１４）（私は）車にひかれそうになりました。 
　　I was almost hit by a car. 

おめでとうございます！
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