
ofrom 『絵でつづる日本語例文集』 “A Collection of Japanese Sentences with Illustrations” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1. Tanaka-san wa  sushi o tabeteimasu ka. →→→→ Hai, tabeteimasu.    

2. Tanaka-san wa  koohii o nondeimasu ka.→→→→ Iie, nondeimasen. 

3. Tanaka-san wa sushio tabeteimasu ka, koohiio nondeimasu ka.→→→→     Sushi o tabeteimasu.    

4. Tanaka-san wa  nani o shiteimasu ka.→→→→  Sushi o tabeteimasu.    

 

    

    

    

    

    

                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Tanaka-san wa  koohii o nondeimasu ka. →→→→    Hai, nondeimasu.    

2. Tanaka-san wa  sushi o tabeteimasu ka.        →→→→ Iie, tabeteimasen.    

3. Tanaka-san wa    koohiio nondeimasu ka, sushio tabeteimasu ka.→→→→        Koohii o nondeimasu.  

4. Tanaka-san wa  nani o shiteimasu ka.    →→→→        Koohii o nondeimasu.    

    

    

 

 

 

 

たなかさんたなかさんたなかさんたなかさん    

TanakaTanakaTanakaTanaka----sansansansan    

omodachii 

はははは    

wawawawa    

 

すしやすしやすしやすしや    

sushiyasushiyasushiyasushiya    

でででで

dededede    

すしすしすしすし    

sushisushisushisushi    

をををを    

oooo    

たべてたべてたべてたべて    いますいますいますいます    

tabtabtabtabete imasuete imasuete imasuete imasu    

Card No. 文文文文 000007070707auxauxauxaux    

Card No. 文文文文 008008008008auxauxauxaux    

たなかさんたなかさんたなかさんたなかさん    

TanakaTanakaTanakaTanaka----sansansansan    

はははは    

wawawawa    

 

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

dededede    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

koohiikoohiikoohiikoohii    

をををを    

oooo    

のんでのんでのんでのんで    いますいますいますいます    

nonde imasunonde imasunonde imasunonde imasu    

③辞書形 ①ないないないない形 ⑦たたたた形 ②ますますますます形 ⑥てててて形 ⑤意向形 ④条件形等

ののののめめめめばばばば    

nonononomemememebabababa    

 

ののののももももうううう    

nonononommmmoooooooo    

ののののんでんでんでんで    

nonononondendendende    

ののののんだんだんだんだ    

nonononondandandanda    

ののののむむむむ    

nonononomumumumu    

ののののままままないないないない    

nonononomamamamanainainainai    

ののののみみみみますますますます    

nonononomimimimimasumasumasumasu    

グループグループグループグループ    

【１１１１】 

③辞書形 ①ないないないない形 ⑦たたたた形 ②ますますますます形 ⑥てててて形 ⑤意向形 ④条件形等

たべたべたべたべればればればれば    

tabetabetabetaberebarebarebareba    

 

たべたべたべたべよよよようううう    

tabetabetabetabeyyyyoooooooo    

たべたべたべたべてててて    

tabetabetabetabetetetete    

たべたべたべたべたたたた    

tabetabetabetabetatatata    

たべたべたべたべるるるる    

tabetabetabetaberurururu    

たべたべたべたべないないないない    

tabetabetabetabenainainainai    

たべたべたべたべますますますます    

tabetabetabetabemasumasumasumasu    

グループグループグループグループ    

【２２２２】 
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ofrom 『絵でつづる日本語例文集』 “A Collection of Japanese Sentences with Illustrations” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Anata wa  eega o miteimasu ka.    →→→→ Hai, miteimasu.    

2.2.2.2. Anata wa  ongaku o kiiteimasu ka.→→→→ Iie, kiiteimasen.    

3.3.3.3. Anata wa  eega o miteimasu ka,  ongaku o kiiteimasu ka.→→→→  Eega o miteimasu.    

4.4.4.4. Anata wa  nani o shiteimasu ka.→→→→  Eega o miteimasu.    

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.1.1.1. Anata wa  ongaku o kiiteimasu ka.→→→→ Hai, kiiteimasu. 

2.2.2.2. Anata wa  eega o miteimasu ka.    →→→→ Iie, miteimasen. 

3.3.3.3. Anata wa  ongaku o kiiteimasu ka,  eega o miteimasu ka.→→→→  Ongaku o kiiteimasu.    

4.4.4.4. Anata wa  nani o shiteimasu ka.→→→→  Ongaku o kiiteimasu.    

    

    

 

 

 

 

Card No. 文文文文 000013131313auxauxauxaux    

わたしわたしわたしわたし    

watashiwatashiwatashiwatashi    

omodachii 

はははは    

wawawawa    

 

えいがえいがえいがえいが    

eegaeegaeegaeega    

をををを    

oooo    

みてみてみてみて    いますいますいますいます    

mite imasumite imasumite imasumite imasu    

かぞくかぞくかぞくかぞく    

kazokukazokukazokukazoku    

とととと    

totototo    

Card No. 文文文文 014014014014auxauxauxaux    

わたしわたしわたしわたし    

watashiwatashiwatashiwatashi    

はははは    

wawawawa    

 

おんがくおんがくおんがくおんがく    

ongakuongakuongakuongaku    

をををを    

oooo    

きいてきいてきいてきいて    いますいますいますいます    

kkkkiiiiiiiitetetete imasu imasu imasu imasu    

ともだちともだちともだちともだち    

tomodachitomodachitomodachitomodachi    

とととと    

totototo    

2/22/22/22/2    

③辞書形 ①ないないないない形 ⑦たたたた形 ②ますますますます形 ⑥てててて形 ⑤意向形 ④条件形等

ききききけけけけばばばば    

kikikikikekekekebabababa    

 

ききききここここうううう    

kikikikikokokokooooo    

ききききいていていていて    

kikikikiiteiteiteite    

ききききいたいたいたいた    

kikikikiitaitaitaita    

ききききくくくく    

kikikikikukukuku    

ききききかかかかないないないない    

kikikikikakakakanainainainai    

ききききききききますますますます    

kikikikikikikikimasumasumasumasu    

グループグループグループグループ    

【１１１１】 

③辞書形 ①ないないないない形 ⑦たたたた形 ②ますますますます形 ⑥てててて形 ⑤意向形 ④条件形等

みみみみればればればれば    

mimimimirebarebarebareba    

 

みみみみようようようよう    

mimimimiyooyooyooyoo    

みみみみてててて    

mimimimitetetete    

みみみみたたたた    

mimimimitatatata    

みみみみるるるる    

mimimimirurururu    

みみみみないないないない    

mimimiminainainainai    

みみみみますますますます    

mimimimimasumasumasumasu    

グループグループグループグループ    

【２２２２】 


