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※※※※ しんこう I

○○○○ じょうたい T

● くりかえし

1         いまいまいまいま    えいごをえいごをえいごをえいごを    ならっていますならっていますならっていますならっています。。。。
1 ねて います。 ※※※※ 【すいみん】ねる ね ＃＃ □□□□ I 2222 文023023023023
2 はたらいて います。 ※※※※ はたらく はたらき ＃＃ □□□□ I 1111 文046046046046
3 やすんで います。 ※※※※ やすむ やすみ ＃＃ □□□□ I 1111 文047047047047
4 テレビを みて います。 ※※※※ みる み ＃＃ □□□□ T 2222 文001001001001
5 ラジオを きいて います。 ※※※※ きく きき ＃＃ □□□□ T 1111 文002002002002
6 あさごはんを たべて います。 ※※※※ たべる たべ ＃＃ □□□□ T 2222 文003003003003
7 しんぶんを よんで います。 ※※※※ よむ よみ ＃＃ □□□□ T 1111 文005005005005
8 えいごを ならって います。 ※※※※ ならう ならい ＃＃ □□□□ T 1111 文018018018018
9 りょうりして います。 ※※※※ りょうりする りょうり し ＃＃ □□□□ T 3333 文029029029029
10 うたを うたって います。 ※※※※ うたう うたい ＃＃ □□□□ T 1111 文101101101101

1 　　　　ひがひがひがひが    でていますでていますでていますでています。。。。
1 ひが でて います。 ○○○○ でる で ました △△△△ I 2222

2 でんきが ついて います。 ○○○○ （点く）【点灯】つく つき ました △△△△ I 1111 文166166166166

2 　　　　ドアドアドアドアがががが    あいていますあいていますあいていますあいています。。。。
1 でんきが ついて います。 ○○○○ （点く）【点灯】つく つき ました △△△△ I 1111 文166166166166
2 でんきが きえて います。 ○○○○ きえる きえ ました △△△△ I 2222 文167167167167
3 ドアが あいて います。 ○○○○ あく あき ました △△△△ I 1111 文172172172172
4 ドアが しまって います。 ○○○○ しまる しまり ました △△△△ I 1111 文173173173173

3 　　　　はれていますはれていますはれていますはれています。。。。
1 ひが でて います。 ○○○○ でる で ました △△△△ I 2222

2 はれて います。 ○○○○ はれる はれ ました △△△△ I 2222 文184184184184
3 くもって います。 ○○○○ くもる くもり ました △△△△ I 1111 文185185185185
4 ゆきが つもって います。 ○○○○ つもる つもり ました △△△△ I 1111

5 さくらが さいて います。 ○○○○ さく さき ました △△△△ I 1111

6 せみが きに とまって います。 ○○○○ （留まる）とまる とまり ました △△△△ I 1111

7 りんごが なって います。 ○○○○ （生る）【生育】なる なり ました △△△△ I 1111

8 りんごが おちて います。 ○○○○ おちる おち ました △△△△ I 2222

9 トンボが とんで います。 ※※※※ とぶ とび ＃＃ □□□□ I 1111 文142142142142
10 せみが ないて います。 ※※※※ なく なき ＃＃ □□□□ I 1111

11 あめが ふって います。 ※※※※ ふる ふり ＃＃ □□□□ I 1111 文186186186186
12 ゆきが ふって います。 ※※※※ ふる ふり ＃＃ □□□□ I 1111 文187187187187
13 かぜが ふいて います。 ※※※※ ふく ふき ＃＃ □□□□ I 1111 文188188188188
14 ひが てって います。 ※※※※ てる てり ＃＃ □□□□ I 1111 文189189189189

4 　　　　どうろがどうろがどうろがどうろが    すいていますすいていますすいていますすいています。。。。
1 どうろが すいて います。 ○○○○ （空く）すく すき ました △△△△ I 1111

2 どうろが こんで います。 ○○○○ （混む）こむ こみ ました △△△△ I 1111

3 やせて います。 ○○○○ やせる やせ ました △△△△ I 2222

4 ふとって います。 ○○○○ ふとる ふとり ました △△△△ I 1111

Web §§§§11.   どうさ・できごと の けいぞく / しんこう  ※

Web §§§§12. へんかした けっか の そんぞく / じょうたい ○ ○ ○ ○   いちぶ しんこう ※   くりかえし ●

【じょうたい】 しゅごが へんかする

えカードNo. 019. 019. 019. 019～021021021021,  041041041041～042042042042,  057057057057,  065065065065,  070070070070～071071071071,  141141141141,  160160160160～161161161161,  180180180180,  182182182182,  184184184184～185185185185iiii
【じょうたい】 しゅごが へんかする

（（（（1111////2222））））

しゅごが へんかする

【じょうたい】 しゅごが へんかする

えカードNo. 166166166166～167167167167,　172172172172～175175175175iiii

えカードNo. 166166166166iiii

じどうし

【しんこう】

【じょうたい】

ぶんのグループ

しょきゅう　≪ V-て います ≫ おもな３グループ

くらべようくらべようくらべようくらべよう！！！！     にほんごにほんごにほんごにほんごとえいごとえいごとえいごとえいご　　　　　　　　Web Page §Web Page §Web Page §Web Page §11111111----1111,,,,　　　　§§§§12121212

たどうし

1, 2, 31, 2, 31, 2, 31, 2, 3 ごびへんか

どうしのグループ

けいぞくどうし

しゅんかんどうし

じょうたいどうし



5 　　　　めがねをめがねをめがねをめがねを    かけていますかけていますかけていますかけています。。。。
1 セーターを きて います。 ○○○○ きる き ました △△△△ T 2222 文144144144144
2 ズボンを はいて います。 ○○○○ （履く）はく はき ました △△△△ T 1111 文145145145145
3 ネクタイを しめて います。 ○○○○ しめる しめ ました △△△△ T 2222 文148148148148
4 スーツを きて います。 ○○○○ きる き ました △△△△ T 2222 文149149149149
5 めがねを かけて います。 ○○○○ （掛ける）かける かけ ました △△△△ T 2222 文152152152152
6 ぼうしを かぶって います。 ○○○○ （被る）かぶる かぶり ました △△△△ T 1111 文153153153153
7 めがねを はずして います。 ○○○○ （外す）はずす はずし ました △△△△ T 1111 文154154154154
8 ぼうしを ぬいで います。 ○○○○ （脱ぐ）ぬぐ ぬぎ ました △△△△ T 1111 文155155155155

6 　　　　にほんへにほんへにほんへにほんへ    きていますきていますきていますきています。。。。
1 かんこくへ いって います。 ○○○○ いく いき ました △△△△ I 1111**** 文049049049049
2 にほんへ きて います。 ○○○○ くる き ました △△△△ I 3333 文053053053053
3 うちへ かえって います。 ○○○○ かえる かえり ました △△△△ I 1111 文054054054054
4 しゅっちょうして います。 ○○○○ しゅっちょうする しゅっちょう し ました △△△△ I 3333

5 りょこうして います。 ※※※※ りょこうする りょこう し ＃＃ □□□□ I 3333 文093093093093

7
1 きが ならんで います。 ○○○○ ならぶ ならび ました △△△△ I 1111 文182182182182
2 バスが とまって います。 ○○○○ （停まる）とまる とまり ました △△△△ I 1111 文141141141141
3 けっこんして います。 ○○○○ けっこんする けっこん し ました △△△△ I 3333

4 でんわばんごうを しって います。 ○○○○ しる しり ました △△△△ T 1111

5 くるまを もって います。 ○○○○ もつ もち ました △△△△ T 1111

6 えきのちかくに すんで います。 ○○○○ すむ すみ ＃＃ □□□□ I 1111

7 あいして います。 ○○○○ あいする あいし ＃＃ □□□□ T 3333****

8 かいしゃに つとめて います。 ● つとめる つとめ ＃＃ □□□□ I 2222

9 べんきょうして います。 ● べんきょうする べんきょう し ＃＃ □□□□ T 3333

10 アルバイトを して います。 ● 【しごと】をする し ＃＃ □□□□ T 3333

11 がっこうへ いって います。 ● いく いき ＃＃ △△△△ I 1111****

12 くるまが あります。★ ○○○○ 【しょゆう】ある あり ＃＃ ★★★★ I 1111**** 文114114114114

8
1 にゅういんして います。 ○○○○ にゅういんする にゅういん し ました △△△△ I 3333

2 きゅうきゅうしゃが とまって います。 ○○○○ （停まる）とまる とまり ました △△△△ I 1111 文141141141141
3 せいとが あつまって います。 ○○○○ あつまる あつまり ました △△△△ I 1111 文180180180180
4 せいとが ならんで います。 ○○○○ ならぶ ならび ました △△△△ I 1111 文182182182182
5 びょういんで はたらいて います。 ● はたらく はたらき ＃＃ □□□□ I 1111 文046046046046
6 えいごを おしえて います。 ● おしえる おしえ ＃＃ □□□□ T 2222 文017017017017
7 やさいを うって います。 ● うる うり ＃＃ □□□□ T 1111 文108108108108
8 ウエイターを して います。 ● 【しょくぎょうめい】をする し ＃＃ □□□□ T 3333

9
1 ドアが あいて います。 ○○○○ あく あき ました △△△△ I 1111 文174174174174
2 ドアが しまって います。 ○○○○ しまる しまり ました △△△△ I 1111 文175175175175
3 ドアを あけて います。 ※※※※ あける あけ ＃＃ □□□□ T 2222 文176176176176
4 ドアを しめて います。 ※※※※ しめる しめ ＃＃ □□□□ T 2222 文177177177177

10
1 いすが おいて あります。 ○○○○ おく おき ました △△△△ T 1111 文072072072072
2 いすが いれて あります。 ○○○○ いれる いれ ました △△△△ T 2222 文162162162162
3 いすが だして あります。 ○○○○ だす だし ました △△△△ T 1111 文163163163163
4 ドアが あけて あります。 ○○○○ あける あけ ました △△△△ T 2222 文176176176176
5 ドアが しめて あります。 ○○○○ しめる しめ ました △△△△ T 2222 文177177177177

（ いどう ） ばしょが へんかする

（ ふくそう ） きたり、ぬいだりする

えカードNo. 【じょうたい】 141141141141,  180180180180,  182182182182　  　　  　　  　　  　【くりかえし】（しごとなど） 015015015015,  017017017017,  046046046046,   108108108108iiii

　　　　えきの ちかくにえきの ちかくにえきの ちかくにえきの ちかくに    すんでいますすんでいますすんでいますすんでいます。。。。

　　　　ドアドアドアドアがががが    あけてありますあけてありますあけてありますあけてあります。。。。たどうし＋『てあります』【じょうたい 】　だれかが （ もくてきを もって ） ～する。

えカードNo. 124124124124～126126126126, 162162162162～165165165165,    168168168168～171171171171, 176176176176～177177177177, 181181181181, 183183183183,   &  029029029029, 031031031031, 033033033033, 035035035035, 036036036036, 072072072072iiii

ドアドアドアドアが あいていますが あいていますが あいていますが あいています。。。。じどうし＋『ています』【じょうたい】  ドアドアドアドアを あけていますを あけていますを あけていますを あけています。。。。たどうし＋『ています』【しんこう】

≪ じどうし ⇔ たどうし　ペア ≫ えカードNo. 160160160160～～～～183183183183i

えカードNo. 049049049049～054054054054,  066 066 066 066～069069069069,  102102102102iiii

えカードNo. 144144144144～155155155155iiii

【じょうたい】

【じょうたい】

（（（（2222////2222））））

★「あります」 （ じょうたいどうし ） は『～ています』にならない。

えカードNo. 【じょうたい】141141141141,  182182182182　　　　【くりかえし】131131131131～～～～133133133133　　　　【くりかえし】（しごとなど） 015015015015,  017017017017,  046046046046,  108108108108iiii

　　　　おしごとはおしごとはおしごとはおしごとは？？？？


