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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Umi de oyogitai desu ka.  →→→→ Hai, oyogitai desu. 

2.     Yama ni noboritai desu ka.→→→→ Iie, noboritakunai desu.    

3.     Umi de oyogitai desu ka,  yama ni noboritai desu ka.→→→→  Umi de oyogitai desu.    

    4.     Nani o shitai desu ka.→→→→  Umi de oyogitai desu.    

※ Objective case marker “oooo” can be replaced by “gagagaga”. Ex., Nani gagagaga shitai desu ka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.     Yama ni noboritai desu ka.→→→→ Hai, noboritai desu.    

            2.     Umi de oyogitai desu ka.  →→→→ Iie, oyogitakunai desu.    

            3.     Yama ni noboritai desu ka, umi de oyogitai desu ka.→→→→  Yama ni noboritai desu.    

            4.     Nani o shitai desu ka.→→→→  Yama ni noboritai desu.    

 ※ Objective case marker “oooo” can be replaced by “gagagaga”. Ex., Nani gagagaga shitai desu ka. 

 

 

 

 

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    
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1.  Shashin o toritai desu ka.→→→→ Hai, toritai desu. 

2.  E o kakitai desu ka.      →→→→ Iie, kakitakunai desu. 

3.  Shashin o toritai desu ka,  e o kakitai desu ka.→→→→  Shashin o toritai desu. 

  4.  Nani o shitai desu ka.→→→→  Shashin o toritai desu. 

  ※ Objective case marker “oooo” can be replaced by “gagagaga”. Ex., Nani gagagaga shitai desu ka. Shashin gagagaga toritai desu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.     E o kakitai desu ka.      →→→→ Hai, kakitai desu.                                    

            2.     Shashin o toritai desu ka.→→→→ Iie, toritakunai desu.    

            3.     E o kakitai desu ka,  shashin o toritai desu ka.→→→→  E o kakitai desu.    

            4.     Nani o shitai desu ka.→→→→  E o kakitai desu.    

※ Objective case marker “oooo” can be replaced by “gagagaga”. Ex., Nani gagagaga shitai desu ka.  E gagagaga kakitai desu. 
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