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わたしは ともだちの うちへ いきます。【【【【    現在現在現在現在    げんざいげんざいげんざいげんざい    present 】】】】    

１１１１  にちようびにちようびにちようびにちようび    にににに        いきいきいきいきまままますすすすかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、いきいきいきいきまままますすすす。。。。 

    

２２２２  まいにちまいにちまいにちまいにち        いきいきいきいきまままますすすすかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、いきいきいきいきまままませんせんせんせん。。。。 

    

３３３３  にちようびにちようびにちようびにちようび    にににに        いきいきいきいきますますますますかかかか、、、、    まいにちまいにちまいにちまいにち        いきいきいきいきますますますますかかかか。。。。→→→→    まいしゅう    にちようびにちようびにちようびにちようび    にににに        いきいきいきいきますますますます。。。。 

    

４４４４  いついついついつ        いきいきいきいきまままますすすすかかかか。。。。→→→→    まいしゅう     にちようびにちようびにちようびにちようび    にににに        いいいいききききまままますすすす。。。。    

    

わたしは ともだちの うちへ いきました。【【【【    過去過去過去過去    かこかこかこかこ    past    】】】】 

１１１１  きのうきのうきのうきのう        いきいきいきいきましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、いきいきいきいきましたましたましたました。。。。 

    

２２２２  おとといおとといおとといおととい        いきいきいきいきましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、いきいきいきいきませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。 

    

３３３３  きのうきのうきのうきのう        いきいきいきいきましたましたましたましたかかかか、、、、    おとといおとといおとといおととい        いきいきいきいきましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→        きのうきのうきのうきのう        いきいきいきいきましたましたましたました。。。。 

    

４４４４  いついついついつ        いきいきいきいきましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→        きのうきのうきのうきのう        いきいきいきいきましたましたましたました。。。。    

    

わたしは ともだちの うちへ いきます。【【【【    未来未来未来未来    みらいみらいみらいみらい    future 】】】】    

１１１１  あしたあしたあしたあした        いきいきいきいきまままますすすすかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、いきいきいきいきまままますすすす。。。。 

    

２２２２  あさってあさってあさってあさって        いきいきいきいきまままますすすすかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、いきいきいきいきまままませんせんせんせん。。。。 

    

３３３３  あしたあしたあしたあした        いきいきいきいきまままますすすすかかかか、、、、    あさってあさってあさってあさって        いきいきいきいきますますますますかかかか。。。。→→→→        あしたあしたあしたあした        いきいきいきいきまままますすすす。。。。 

    

４４４４  いついついついつ        いきいきいきいきまままますすすすかかかか。。。。→→→→        あしたあしたあしたあした        いいいいききききまままますすすす。。。。    

    

    

 

 

 

Card No. 文文文文 049049049049    

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

いけばいけばいけばいけば    

ikebaikebaikebaikeba    

 

いこういこういこういこう    

ikooikooikooikoo    

いっていっていっていって    

itteitteitteitte    

いったいったいったいった    

ittaittaittaitta    

いくいくいくいく    

ikuikuikuiku    

ikeba 

いかないいかないいかないいかない    

ikanaiikanaiikanaiikanai    

いきいきいきいきますますますます    

ikiikiikiikimasumasumasumasu    

グループグループグループグループ    

【１１１１】 

  わたしわたしわたしわたし    

watashi 

はははは    

wa 

 

ともだちともだちともだちともだち    のののの    うちうちうちうち    

tomodachi no uchi 

へへへへ    

e 

いきいきいきいきますますますます    

ikimasu 

？ 

1111/4/4/4/4    

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしは うちへ かえります。【【【【    現在現在現在現在    げんざいげんざいげんざいげんざい    present 】】】】  

１１１１ いつも  ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。 

    

２２２２ いつも  ２２２２じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、かえりかえりかえりかえりまままませんせんせんせん。。。。 

    

３３３３ いつも  ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか、、、、    ２２２２じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりますますますますかかかか。。。。→→→→        ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。 

     

４４４４ いつも  なんじになんじになんじになんじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→        ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。    

 

わたしは うちへ かえりました。【【【【    過去過去過去過去    かこかこかこかこ    past    】】】】  

１１１１ きのう  ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、かえりかえりかえりかえりましたましたましたました。。。。 

    

２２２２ きのう  ２２２２じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、かえりかえりかえりかえりませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。 

    

３３３３ きのう  ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか、、、、    ２２２２じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→        ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたました。。。。 

     

４４４４ きのう  なんじになんじになんじになんじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→        ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたました。。。。    

    

わたしは うちへ かえります。【【【【    未来未来未来未来    みらいみらいみらいみらい    future    】】】】  

１１１１ あした  ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。 

    

２２２２ あした  ２２２２じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、かえりかえりかえりかえりまままませんせんせんせん。。。。 

    

３３３３ あした  ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか、、、、    ２２２２じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりますますますますかかかか。。。。→→→→        ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。 

    

４４４４ あした  なんじになんじになんじになんじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→        ３３３３じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。    

    

 

 

 

 

Card No. 文文文文 050050050050    

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

かえればかえればかえればかえれば    

kaerebakaerebakaerebakaereba    

 

かえろうかえろうかえろうかえろう    

kaerookaerookaerookaeroo    

かえかえかえかえってってってって    

kaettekaettekaettekaette    

かえかえかえかえったったったった    

kaettakaettakaettakaetta    

かえるかえるかえるかえる    

kaerukaerukaerukaeru    

ikeba 

かえらないかえらないかえらないかえらない    

kaerakaerakaerakaeranainainainai    

かえりかえりかえりかえりますますますます    

kaerikaerikaerikaerimasumasumasumasu    

グループグループグループグループ    

【１１１１】 

  わたしわたしわたしわたし    

watashiwatashiwatashiwatashi    

はははは    

wawawawa    

 

うちうちうちうち    

uchiuchiuchiuchi    

へへへへ    

eeee 

かえりかえりかえりかえりまままますすすす    

kaerikaerikaerikaerimasmasmasmasuuuu    

？ 

2222/4/4/4/4    



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともだちは わたしの うちへ きます。【【【【    現在現在現在現在    げんざいげんざいげんざいげんざい    present 】】】】 

１１１１  にちようびにちようびにちようびにちようび    にににに        ききききまままますすすすかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、ききききまままますすすす。。。。 

    

２２２２  まいにちまいにちまいにちまいにち        ききききまままますすすすかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、ききききまままませんせんせんせん。。。。 

    

３３３３  にちようびにちようびにちようびにちようび    にににに        ききききまままますすすすかかかか、、、、    まいにちまいにちまいにちまいにち        ききききますますますますかかかか。。。。→→→→    まいしゅう     にちようびにちようびにちようびにちようび    にににに        ききききまままますすすす。。。。    

    

４４４４  いついついついつ        ききききまままますすすすかかかか。。。。→→→→    まいしゅう     にちようびにちようびにちようびにちようび    にににに        ききききまままますすすす。。。。    

 

ともだちは わたしの うちへ きました。【【【【    過去過去過去過去    かこかこかこかこ    past 】】】】  

１１１１  きのうきのうきのうきのう        ききききましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、ききききましたましたましたました。。。。 

    

２２２２  おとといおとといおとといおととい        ききききましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、ききききませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。 

    

３３３３  きのうきのうきのうきのう        ききききましたましたましたましたかかかか、、、、    おとといおとといおとといおととい        ききききましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→        きのうきのうきのうきのう        ききききましたましたましたました。。。。 

    

４４４４  いついついついつ        ききききましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→        きのうきのうきのうきのう        ききききましたましたましたました。。。。    

    

     ともだちは わたしの うちへ きます。【【【【    未来未来未来未来    みらいみらいみらいみらい    future 】】】】     

１１１１  あしたあしたあしたあした        ききききまままますすすすかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、ききききまままますすすす。。。。 

    

２２２２  あさってあさってあさってあさって        ききききまままますすすすかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、ききききまままませんせんせんせん。。。。 

    

３３３３  あしたあしたあしたあした        ききききまままますすすすかかかか、、、、    あさってあさってあさってあさって        ききききますますますますかかかか。。。。→→→→        あしたあしたあしたあした        ききききまままますすすす。。。。 

    

４４４４  いついついついつ        ききききまままますすすすかかかか。。。。→→→→        あしたあしたあしたあした        ききききまままますすすす。。。。    

    

 

 

 

 

Card No. 文文文文 000053535353    

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

くれくれくれくればばばば    

ikebaikebaikebaikeba    

 

こよこよこよこようううう    

ikooikooikooikoo    

きてきてきてきて    

itteitteitteitte    

きたきたきたきた    

ittaittaittaitta    

くるくるくるくる    

ikuikuikuiku    

ikeba 

ここここないないないない    

ikanaiikanaiikanaiikanai    

ききききますますますます    

ikiikiikiikimasumasumasumasu    

グループグループグループグループ    

【３３３３】 

  ともだちともだちともだちともだち    

tomodachitomodachitomodachitomodachiiiii    

は 

wa 

 

わたしわたしわたしわたし    のののの    うちうちうちうち    

watashi no uchiwatashi no uchiwatashi no uchiwatashi no uchi    

へへへへ    

eeee    

ききききますますますます    

kimasukimasukimasukimasu    

？ 

3/43/43/43/4    



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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ともだちは うちへ かえります。【【【【    現在現在現在現在    げんざいげんざいげんざいげんざい    present 】】】】  

１１１１    いつも  ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。 

    

２２２２    いつも  ７７７７じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、かえりかえりかえりかえりまままませんせんせんせん。。。。 

    

３３３３    いつも  ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか、、、、    ７７７７じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりますますますますかかかか。。。。→→→→        ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。 

    

４４４４    いつも  なんじになんじになんじになんじに        かえかえかえかえりりりりまままますすすすかかかか。。。。→→→→        ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。    

    

ともだちは うちへ かえりました。【【【【    過去過去過去過去    かこかこかこかこ    past 】】】】  

１１１１ きのう  ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、かえりかえりかえりかえりましたましたましたました。。。。 

    

２２２２ きのう  ７７７７じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、かえりかえりかえりかえりませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。 

    

３３３３ きのう  ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか、、、、    ７７７７じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→        ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたました。。。。 

    

４４４４ きのう  なんじになんじになんじになんじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたましたかかかか。。。。→→→→        ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりましたましたましたました。。。。    

    

ともだちは うちへ かえります。【【【【    未来未来未来未来    みらいみらいみらいみらい    past    】】】】  

１１１１    あした  ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→    はいはいはいはい、、、、かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。 

    

２２２２    あした  ７７７７じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→    いいえいいえいいえいいえ、、、、かえりかえりかえりかえりまままませんせんせんせん。。。。 

    

３３３３    あした  ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか、、、、    ７７７７じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりますますますますかかかか。。。。→→→→        ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。 

    

４４４４    あした  なんじになんじになんじになんじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすすかかかか。。。。→→→→        ８８８８じにじにじにじに        かえりかえりかえりかえりまままますすすす。。。。    

    

 

 

 

 

Card No. 文文文文 054054054054    

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

かえればかえればかえればかえれば    

kaerebakaerebakaerebakaereba    

 

かえろうかえろうかえろうかえろう    

kaerookaerookaerookaeroo    

かえかえかえかえってってってって    

kaettekaettekaettekaette    

かえかえかえかえったったったった    

kaettakaettakaettakaetta    

かえるかえるかえるかえる    

kaerukaerukaerukaeru    

ikeba 

かえらないかえらないかえらないかえらない    

kaerakaerakaerakaeranainainainai    

かえりかえりかえりかえりますますますます    

kaerikaerikaerikaerimasumasumasumasu    

グルーグルーグルーグループプププ    

【１１１１】 

4444/4/4/4/4    

  ともだちともだちともだちともだち    

tomodachitomodachitomodachitomodachi    

はははは    

wawawawa    

 

うちうちうちうち    

uchiuchiuchiuchi    

へへへへ    

eeee    

かえりかえりかえりかえりますますますます    

kaerimasukaerimasukaerimasukaerimasu    

？ 


