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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        うみうみうみうみ    でででで    およぎおよぎおよぎおよぎたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、およぎおよぎおよぎおよぎたいたいたいたい    ですですですです。。。。    

2.        やまやまやまやま    にににに    のぼりのぼりのぼりのぼりたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、のぼりのぼりのぼりのぼりたくないたくないたくないたくない    ですですですです。。。。    

3.        うみうみうみうみ    でででで    およぎおよぎおよぎおよぎたいたいたいたい    ですかですかですかですか、、、、    やまやまやまやま    にににに    のぼりのぼりのぼりのぼりたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→        うみうみうみうみ    でででで    およぎおよぎおよぎおよぎたいたいたいたい    ですですですです。。。。    

    4.        なになになになに    をををを    ししししたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→        うみうみうみうみ    でででで    およぎおよぎおよぎおよぎたいたいたいたい    ですですですです。。。。    

※※※※    目的格目的格目的格目的格助助助助詞詞詞詞『『『『をををを』』』』はははは『『『『がががが』』』』にににに置置置置きききき換換換換えられますえられますえられますえられます。。。。例例例例：：：：    なになになになにがががが    したいですかしたいですかしたいですかしたいですか。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.        やまやまやまやま    にににに    のぼりのぼりのぼりのぼりたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、のぼりのぼりのぼりのぼりたいたいたいたい    ですですですです。。。。    

            2.        うみうみうみうみ    でででで    およぎおよぎおよぎおよぎたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、およぎおよぎおよぎおよぎたくないたくないたくないたくない    ですですですです。。。。    

            3.        やまやまやまやま    にににに    のぼりのぼりのぼりのぼりたいたいたいたい    ですかですかですかですか、、、、    うみうみうみうみ    でででで    およぎおよぎおよぎおよぎたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→        やまやまやまやま    にににに    のぼりのぼりのぼりのぼりたいたいたいたい    ですですですです。。。。    

            4.        なになになになに    をををを    ししししたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→        やまやまやまやま    にににに    のぼりのぼりのぼりのぼりたいたいたいたい    ですですですです。。。。    

※※※※    目的格目的格目的格目的格助詞助詞助詞助詞『『『『をををを』』』』はははは『『『『がががが』』』』にににに置置置置きききき換換換換えられますえられますえられますえられます。。。。例例例例：：：：    なになになになにがががが    したいですしたいですしたいですしたいですかかかか。。。。    

 

 

 

 

わたしわたしわたしわたし    

watashiwatashiwatashiwatashi    

はははは    

wawawawa    

 

はるはるはるはる    

haruharuharuharu    

 

 

やまやまやまやま    

yamayamayamayama    

にににに    

nininini    

のぼりのぼりのぼりのぼりたいたいたいたい    ですですですです    

noboritai desunoboritai desunoboritai desunoboritai desu    

わたしわたしわたしわたし    

watashiwatashiwatashiwatashi    

omodachii 

はははは    

wawawawa    

 

なつなつなつなつ    

natsunatsunatsunatsu    

 うみうみうみうみ    

umiumiumiumi    

sushi 

でででで

dededede    

およぎおよぎおよぎおよぎたいたいたいたい    ですですですです    

oyogitai desuoyogitai desuoyogitai desuoyogitai desu    

Card No. 文文文文 000094949494auxauxauxaux    

Card No. 文文文文 095095095095auxauxauxaux    

1/21/21/21/2    

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

およおよおよおよげげげげばばばば    

oyooyooyooyogegegegebabababa 

およおよおよおよごごごごうううう    

oyooyooyooyogogogogooooo    

およおよおよおよいでいでいでいで    

oyooyooyooyoideideideide    

およおよおよおよいだいだいだいだ    

oyooyooyooyoidaidaidaida    

およおよおよおよぐぐぐぐ    

oyooyooyooyogugugugu    

およおよおよおよががががないないないない    

oyooyooyooyogagagaganainainainai    

およおよおよおよぎぎぎぎますますますます    

oyooyooyooyogigigigimasumasumasumasu    

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

のぼのぼのぼのぼれれれればばばば    

nobonobonobonoborerererebabababa    

 

のぼのぼのぼのぼろろろろうううう    

nobonobonobonobororororooooo    

のぼのぼのぼのぼってってってって    

nobonobonobonobottettettette    

のぼのぼのぼのぼったったったった    

nobonobonobonobottattattatta    

のぼのぼのぼのぼるるるる    

nobonobonobonoborurururu    

のぼのぼのぼのぼららららないないないない    

nobonobonobonoborarararanainainainai    

のぼのぼのぼのぼりりりりますますますます    

nobonobonobonoboririririmasumasumasumasu    

グループグループグループグループ    

【１１１１】 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.  しゃしんしゃしんしゃしんしゃしん    をををを    とりとりとりとりたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、とりとりとりとりたいたいたいたい    ですですですです。。。。 

2.  ええええ    をををを    かきかきかきかきたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。                →→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、かきかきかきかきたくないたくないたくないたくない    ですですですです。。。。 

3.  しゃしんしゃしんしゃしんしゃしん    をををを    とりとりとりとりたいたいたいたい    ですかですかですかですか、、、、    ええええ    をををを    かきかきかきかきたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→        しゃしんしゃしんしゃしんしゃしん    をををを    とりとりとりとりたいたいたいたい    ですですですです。。。。 

  4.  なになになになに    をををを    ししししたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→        しゃしんしゃしんしゃしんしゃしん    をををを    とりとりとりとりたいたいたいたい    ですですですです。。。。 

       ※※※※    目的格目的格目的格目的格助詞助詞助詞助詞『『『『をををを』』』』はははは『『『『がががが』』』』にににに置置置置きききき換換換換えられますえられますえられますえられます。。。。例例例例：：：：    なになになになにがががが    したいですかしたいですかしたいですかしたいですか。。。。    しゃしんしゃしんしゃしんしゃしんがががが    とりたいですとりたいですとりたいですとりたいです。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.        ええええ    をををを    かきかきかきかきたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。                →→→→    はいはいはいはい、、、、かきかきかきかきたいたいたいたい    ですですですです。。。。                                    

            2.        しゃしんしゃしんしゃしんしゃしん    をををを    とりとりとりとりたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、とりとりとりとりたくないたくないたくないたくない    ですですですです。。。。    

            3.        ええええ    をををを    かきかきかきかきたいたいたいたい    ですかですかですかですか、、、、    しゃしんしゃしんしゃしんしゃしん    をををを    とりとりとりとりたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→        ええええ    をををを    かきかきかきかきたいたいたいたい    ですですですです。。。。    

            4.        なになになになに    をををを    ししししたいたいたいたい    ですかですかですかですか。。。。→→→→        ええええ    をををを    かきかきかきかきたいたいたいたい    ですですですです。。。。    

※※※※    目的格目的格目的格目的格助詞助詞助詞助詞『『『『をををを』』』』はははは『『『『がががが』』』』にににに置置置置きききき換換換換えられますえられますえられますえられます。。。。例例例例：：：：    なになになになにがががが    したいですかしたいですかしたいですかしたいですか。。。。    ええええがががが    かきたいですかきたいですかきたいですかきたいです。。。。    

   

わたしわたしわたしわたし    

watashiwatashiwatashiwatashi    

はははは    

wawawawa    

 

やまやまやまやま    

yamayamayamayama    

でででで    

dededede    

ええええ    

eeee    

をををを    

oooo    

かきかきかきかきたいたいたいたい    ですですですです    

kakitai desukakitai desukakitai desukakitai desu    

わたしわたしわたしわたし    

watashiwatashiwatashiwatashi    

omodachii 

はははは    

wawawawa    

 

うみうみうみうみ    

umiumiumiumi    

でででで    

dededede    

しゃしんしゃしんしゃしんしゃしん    

shashinshashinshashinshashin    

sushi 

をををを

oooo    

とりとりとりとりたいたいたいたい    ですですですです    

toritai desutoritai desutoritai desutoritai desu    

Card No. 文文文文 000096969696auxauxauxaux    

Card No. 文文文文 098098098098auxauxauxaux    

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

ととととれれれればばばば    

totototorerererebabababa    

 

ととととろろろろうううう    

totototororororooooo    

ととととってってってって    

totototottettettette    

ととととったったったった    

totototottattattatta    

ととととるるるる    

totototorurururu    

ととととららららないないないない    

totototorarararanainainainai    

ととととりりりりますますますます    

totototoririririmasumasumasumasu    

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

かかかかけけけけばばばば    

kakakakakekekekebabababa    

 

かかかかここここうううう    

kakakakakokokokooooo    

かかかかいていていていて    

kakakakaiteiteiteite    

かかかかいたいたいたいた    

kakakakaitaitaitaita    

かかかかくくくく    

kakakakakukukuku    

かかかかかかかかないないないない    

kakakakakakakakanainainainai    

かかかかききききますますますます    

kakakakakikikikimasumasumasumasu    

グループグループグループグループ    

【１１１１】 


