
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文文文文 007007007007    

 しんこう 進行、継続 

Action in Progress 

 

はははは    

wawawawa    

たなかさんたなかさんたなかさんたなかさん    

TanakaTanakaTanakaTanakasansansansan    

すしやすしやすしやすしや    

sushiyasushiyasushiyasushiya    

をををを    

oooo    

すしすしすしすし    

sushisushisushisushi    

いますいますいますいます    

imasuimasuimasuimasu    

たべてたべてたべてたべて    

tabetetabetetabetetabete    

Mr.TanakaMr.TanakaMr.TanakaMr.Tanaka    sushisushisushisushi    

    

eatingeatingeatingeating    isisisis    a sushi bara sushi bara sushi bara sushi bar    

    

atatatat    

isisisis    eatingeatingeatingeating    

is notis notis notis not    eatingeatingeatingeating    

wawawawassss    eatingeatingeatingeating    

waswaswaswas not not not not    eatingeatingeatingeating    

たべてたべてたべてたべていますいますいますいます    

たべてたべてたべてたべていいいいませんませんませんません    

たべてたべてたべてたべていましたいましたいましたいました    

たべてたべてたべてたべていませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした    

ttttabeteabeteabeteabeteimasuimasuimasuimasu    

tabetetabetetabetetabeteimasenimasenimasenimasen    

tabetetabetetabetetabeteimashitaimashitaimashitaimashita    

tabetetabetetabetetabeteimasendeshitaimasendeshitaimasendeshitaimasendeshita    

文文文文 008008008008    

をををを    

oooo    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

koohiikoohiikoohiikoohii    

いますいますいますいます    

imasuimasuimasuimasu    

のんでのんでのんでのんで    

nondenondenondenonde    

はははは    

wawawawa    

たなかさんたなかさんたなかさんたなかさん    

tanakasantanakasantanakasantanakasan    

Mr.TanakaMr.TanakaMr.TanakaMr.Tanaka    coffeecoffeecoffeecoffee    

    

drinkingdrinkingdrinkingdrinking    isisisis    

レストランレストランレストランレストラン    

resutoranresutoranresutoranresutoran    

でででで    

ddddeeee    

    

a restauranta restauranta restauranta restaurant    

    

atatatat    

isisisis    ddddrinkingrinkingrinkingrinking    

is notis notis notis not    drinkingdrinkingdrinkingdrinking    

waswaswaswas    drinkingdrinkingdrinkingdrinking    

was notwas notwas notwas not    drinkingdrinkingdrinkingdrinking    

のんでのんでのんでのんでいいいいますますますます    

のんでのんでのんでのんでいいいいませんませんませんません    

のんでのんでのんでのんでいましたいましたいましたいました    

のんでのんでのんでのんでいませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした    

nondenondenondenondeimasuimasuimasuimasu    

nondenondenondenondeimasenimasenimasenimasen    

nondenondenondenondeimashitaimashitaimashitaimashita    

nondenondenondenondeimasendeshitaimasendeshitaimasendeshitaimasendeshita    

aaaa 動詞動詞動詞動詞（（（（てててて形形形形））））    ＋＋＋＋    いますいますいますいます        

たべますたべますたべますたべます    →→→→    たべてたべてたべてたべていますいますいますいます    

のみますのみますのみますのみます    →→→→    のんでのんでのんでのんでいますいますいますいます    

aaaaVerbVerbVerbVerb（（（（tetetete----formformformform））））＋＋＋＋    iiiimasumasumasumasu        

tatatatabemasu bemasu bemasu bemasu →→→→    tabetetabetetabetetabeteimasuimasuimasuimasu    

nomimasu nomimasu nomimasu nomimasu →→→→    nondenondenondenondeimasuimasuimasuimasu    

でででで    

dededede    

⑥て形 

⑥現在分詞 

⑥て形 

⑥現在分詞 

（（（（1/21/21/21/2））））    
動詞表動詞表動詞表動詞表２２２２（（（（1111））））をををを見見見見てくださいてくださいてくださいてください。。。。See Verb Form TaSee Verb Form TaSee Verb Form TaSee Verb Form Table ble ble ble ２２２２（（（（1111））））....    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文文文文 013013013013    

はははは    

wawawawa    

わたしわたしわたしわたし    

watashiwatashiwatashiwatashi    

かぞくかぞくかぞくかぞく    

kazokukazokukazokukazoku    

をををを    

oooo    

えいがえいがえいがえいが    

eegaeegaeegaeega    

とととと    

totototo    

    

いますいますいますいます    

imasuimasuimasuimasu    

みてみてみてみて    

mitemitemitemite    

IIII    watchingwatchingwatchingwatching    moviesmoviesmoviesmovies    

    

amamamam    my familymy familymy familymy family    

    

withwithwithwith    

amamamam    watchingwatchingwatchingwatching    

am nam nam nam notototot    watchingwatchingwatchingwatching    

wawawawassss    watchingwatchingwatchingwatching    

was notwas notwas notwas not    watchingwatchingwatchingwatching    

みてみてみてみていいいいますますますます    

みてみてみてみていいいいませんませんませんません    

みてみてみてみていましたいましたいましたいました    

みてみてみてみていませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした 

mitemitemitemiteimasuimasuimasuimasu    

mitemitemitemiteimasenimasenimasenimasen    

mitemitemitemiteimashitaimashitaimashitaimashita    

mitemitemitemiteimasendeshitaimasendeshitaimasendeshitaimasendeshita    

文文文文 014014014014    

はははは    

wawawawa    

わたしわたしわたしわたし    

watashiwatashiwatashiwatashi    

をををを    

oooo    

おんがくおんがくおんがくおんがく    

ongakuongakuongakuongaku    

ともだちともだちともだちともだち    

tomodachitomodachitomodachitomodachi    

とととと    

totototo    

    

いますいますいますいます    

imasuimasuimasuimasu    

きいてきいてきいてきいて    

kiitekiitekiitekiite    

IIII    musicmusicmusicmusic    

    

listeninglisteninglisteninglistening    amamamam    my friendmy friendmy friendmy friend    

    

withwithwithwith    

amamamam    listeninglisteninglisteninglistening    

am notam notam notam not    listeninglisteninglisteninglistening    

waswaswaswas    listeninglisteninglisteninglistening    

was notwas notwas notwas not    listeninglisteninglisteninglistening    

きいてきいてきいてきいていいいいますますますます    

きいてきいてきいてきいていませんいませんいませんいません    

きいてきいてきいてきいていましたいましたいましたいました    

きいてきいてきいてきいていませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした    

kiitekiitekiitekiiteimasuimasuimasuimasu    

kiitekiitekiitekiiteimasimasimasimasenenenen    

kiitekiitekiitekiiteimasitaimasitaimasitaimasita    

kiitekiitekiitekiiteimasendeshitaimasendeshitaimasendeshitaimasendeshita    

aaaa 動詞動詞動詞動詞（（（（てててて形形形形））））    ＋＋＋＋    いますいますいますいます        

みますみますみますみます→→→→    みてみてみてみていますいますいますいます    

ききますききますききますききます    →→→→    きいてきいてきいてきいていますいますいますいます    

aaaaVerbVerbVerbVerb（（（（tetetete----formformformform））））＋＋＋＋    iiiimasumasumasumasu    

mimasu mimasu mimasu mimasu →→→→    mitemitemitemiteimasuimasuimasuimasu    

kikimasu kikimasu kikimasu kikimasu →→→→    kiitekiitekiitekiiteimasuimasuimasuimasu    

totototo    

⑥て形 

⑥現在分詞 

⑥て形 

⑥現在分詞 

（（（（2/22/22/22/2））））    
動詞表動詞表動詞表動詞表２２２２（（（（1111））））をををを見見見見てくださいてくださいてくださいてください。。。。See Verb Form Table See Verb Form Table See Verb Form Table See Verb Form Table ２２２２（（（（1111））））....    


