7
7.. ≪
≪え
えき
きの
のち
ちか
かく
くに
にす
すん
んで
でい
いま
ます
す。
。≫
≫
Eki no chikaku ni sundeimasu
［とまりました。］
Tomarimashita.

きが ならんでいます。
Ki ga narandeimasu.

バスが とまっています。

みせが ならんでいます。

Basu ga tomatteimasu.

Mise ga narandeimasu.

あいしています。。。。

ちちは くるまを もっています。
ちちは くるまが あります。
Chichi wa kuruma o motteimasu.
文 114

Chichi wa kuruma ga arimasu.
わたしは カメラを もっています。
わたしは カメラが あります。
Watashi wa kamera o motteimasu.
Watashi wa kamera ga arimasu.

文 115
115 わたしは くるまを もっていません。

わたしは くるまが ありません。
Watashi wa kuruma o motteimasen.
Watashi wa kuruma ga arimasen.

文 141

Ai shiteimasu.

［あおきさんは
きょねん
けっこんしました。］

Aoki-san wa kyonen kekkon shimashita.

けっこん しています。
さくらマンションに すんでいます。
ぼうえきがいしゃに つとめています。
おくさんは つとめていません。
Kekkon shiteimasu.
Sakura Manshon ni sundeimasu.
Booekigaisha ni tsutometeimasu.
Okusan wa tsutometeimasen.
けっこん していません。
どくしん です。
せんもんがっこうへ いっています。
かいけいの べんきょうを しています。

でんわばんごうを しっていますか。

としょかんで アルバイトを しています。

Denwabangoo o shitteimasu ka.

Kekkon shiteimasen.
Dokushin desu.

じゅうしょを しっています。

Senmongakkoo e itteimasu.

Juusho o shitteimasu.

Kaikee no benkyoo o shite imasu.

でんわばんごうを しりません。※

Toshokan de arubaito o shiteimasu.

Denwabangoo o shirimasen.
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文 035
035

文 036
036

文 063

やさいや くだものを

たべものや にちようひんを

うっています。

うっています。

Yasai ya

Tabemono ya

kudamono o

nichiyoohin o

ウエイターを しています。

はなやの てんいん です。 utteimasu.
てんいんを しています。 やおや で

Ueetaa desu.

Hanaya no ten-in desu.

パートを しています。 レジがかりを しています。

Ueetaa o shiteimasu.

Ten-in o shiteimasu.

Yaoya de.

Suupaa no rejigakari desu.

paato o shiteimasu.

Rejigakari o shiteimasu.

ウエイター です。

8
8.. ≪
≪お
おし
しご
ごと
とは
は？
？≫
≫

utteimau.
スーパーの レジがかり です。

Oshigoto wa ?

やすんでいます。
Yasundeimasu.

びょういんに つとめています。
びょういんで はたらいています。
Byooin ni tsutometeimasu.
[ にゅういん しました。]

Byooin de hataraiteimasu.
文 141 [ とまりました。]

にゅういん しています。

いしゃ です。

かんごし です。

いしゃを しています。

かんごしを しています。

Isha desu.

Kangoshi desu.

きゅうきゅうしゃが とまっています。

Isha o shiteimasu.

Kangoshi o shiteimasu.

Kyuukyuusha ga tomatteimasu.

Nyuuin shiteimasu

[ あつまりました。]
あつまっています。

文 180

文 016
文 017

文 017

ちゅうがっこうに つとめています。

こうちょう です。

えいごの きょうし です。

こうちょうを しています。

えいごの きょうしを しています。

Koochoo desu..

えいごを おしえています。

Koochoo o shiteimasu.

Chuugakkoo ni tsutometeimasu.

うんどうじょうに

Eego no kyooshi desu.

せいとが ならんでいます。

Eego no kyooshi o shiteimasu.

Undoojoo ni

Eego o oshieteimasu.

seeto ga narandeimasu.

文 182
[ ならびました。]

Narabimashita.

文 182
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