
Practice 5   Intransitive Stative & Action Verbs

1) There are / cats and dogs / *outside.  *そと  (SOH-toh)

(K) 外に猫と犬がいます。

　そと に　ねこ と いぬ が　います。
      SOH-toh nee     NEH-ko   toh  ee-NOO  ga         ee-mas

2) There is / a *ramen shop / over there. *ラーメンや  (dah-ah-meh-n-ya {try w/ nasal ”eh”: dah-ah-meh-eh-ya})

(K) あそこにラーメン屋があります。

　あそこ に　ラーメンや が　あります。
        ah-soh-ko   nee dah-ah-meh-n-ya ga        ah-dee-mas

3) There was / an *accident / over there. *じこ  (JEE-koh)

(K) あそこで事故がありましたよ。

　あそこ で　じこ が　ありましたよ。
        ah-soh-ko   Deh     JEE-koh ga        ah-dee-MA-sh-tah-yoh

4)  Is there / a *train station / *near here?   *えき  (EH-kee)   *このちかく  (koh-noh  ch-KAH-koo)

(K) 駅はこの近くにありますか？

　えき は　このちかく に　ありますか？
      EH-kee   wa     koh-noh-ch(ee)-KA-koo nee    ah-dee-MA-s-KA

5) Chris / lived / in *Brazil / *last year, right?  *ブラジル  (boo-dah-jee-doo)  *きょねん  (kee-YOH-neh-n)

(K) クリスさんは去年ブラジルに住んでいましたよね？

　クリスさんは　きょねん　ブラジル に　すんでいました よね？
        KOO-dee-s-sahn  wa        ki(YOH)-neh-n       boo-dah-jee-doo nee     SOO-n-Deh ee-MA-sh-tah-yoh-neh

6) I / am / at the book store / now. 

(K) [私は] 今本屋にいます。

< w/ Verb > [わたし は]　いま　ほんや に　います。
  [wa-ta-shee wa]         EE-ma        HOH-n-ya   nee        ee-mas



< w/o Verb > [わたし は]　いま　ほんや　です。
  [wa-ta-shee wa]         EE-ma        HOH-n-ya          Des

6) I / didn’t understand / *Italian / at all / in *Rome. *イタリアご  (ee-ta-dee-ah-go)   *ローマ (dOH-oh-ma)

(K) [私は] ローマでイタリア語が全然分かりませんでした。

　[わたし は] ローマ で　イタリアご が　ぜんぜん　わかりませんでした。
         [wa-ta-shee wa]   dOH-OH-ma Deh        ee-ta-dee-ah-go ga           zeh-n-zeh-n          wa-ka-dee-mah-SEH-n-Desh-ta

7) Chris / has / a *birthday party / at home / on *Saturday.  *どようび  (Doh-YOH-oh-bee)

(K) クリスさんは土曜日家で誕生日パーティーがありますよ。

　クリスさんは　*どようび　うち で　*たんじょうび パーティー が　ありますよ。
       KOO-dee-s-sah-n  wa      Doh-YOH-oh-bee       oo-chee Deh             tah-n-joh-oh-bee        PAH-AH-tee-ee      ga        ah-dee-MA-soo-yoh

8) Do you / have / any *allergies? (“Are you allergic to anything?”)  *アレルギー  (ah-deh-dOO-ggee)

　[あなたは]　*アレルギー は (or, が)　ありますか？
        [ah-NAH-ta wa]         ah-deh-dOO-ggee-ee wa   (ga)       ah-dee-MA-s-KA

9) I / have / the allergies / this week. (“I’m suffering from the allergies.”)

(K) [私は] 今週アレルギーです。

　[わたし は]　こんしゅう　アレルギー  です。
         [wa-ta-shee wa]         koh-n-shoo-oo       ah-deh-dOO-ggee      Des

10)*John / is / right here / with me.   *ジョン
(K) ジョンさんは私とここにいますよ。

　*ジョンさんは　わたし と　ここ に　いますよ。
              JOH-n-sah-n     wa       wa-ta-sh(ee) toh     koh-koh  nee      ee-MA-soo-yoh

11) I / have / a younger sister / in *Okinawa. *おきなわ  (oh-kee-na-wa)  

(K) [私は] 妹が沖縄にいます。

　[わたし は]  いもうと が　おきなわ に　います。
         [wa-ta-shee wa]   ee-moh-oh-TOH  ga       oh-kee-na-wa  nee         ee-ma-s



13) I / sat / at the *seat *by the *window.  *せき “seat”  *そば “by”  *まど “window”

(K) [私は] 窓の側の席に座りました。

　[わたし は] |  まど の  そば の せき に |　すわりました。
           [wa-ta-shi wa]    MAH-Doh noh  SOH-ba-noh  SEH-kee nee         soo-wa-dee-MA-sh-ta            

14)  *All of my friends / have / pets.   *(See 24) Practice 4.)

(K-Tr) 私の友達は皆ペットを飼っています。

< w/ Intransitive Verb > わたしの ともだち は　*みんな |  *ペット が  |　います。
          wa-ta-shi no  toh-moh-Dah-chee wa       mee-n-na            PEHT-toh   gah       ee-ma-s

< w/ Transitive Verb > わたしの ともだち は　*みんな |  *ペット を  |　かって います。
          wa-ta-shi no  toh-moh-Dah-chee wa       mee-n-na            PEHT-toh    oh      KAHT-teh     ee-ma-s

15)  I / don’t have (own) / a camera.  *(See 25) Practice 4.)

(K-Tr) [私は] カメラを持っていません。

< w/ Intransitive Verb > [わたし は]　|  *カメラ が  |　ありません。
      [wa-ta-shi wa]             KAH-meh-dah  ga       ah-dee-ma-SEH-n

< w/ Transitive Verb > [わたし は]　|  *カメラ を  |　もって いません。
      [wa-ta-shi wa]             KAH-meh-dah  oh         MOHT-teh    ee-ma-SEH-n

16) I / am / in *Germany / now.  

(K-Int V) [私は] 今ドイツにいます。

< w/ Intransitive Verb > [わたし は]　いま　ドイツ に　います。
   [wa-ta-shi wa]            EE-ma      DOH-ee-tsoo nee      ee-ma-s

< w/o Verb > [わたし は]　いま　ドイツ　です。
            [wa-ta-shi wa]         EE-ma      DOH-ee-tsoo        Des

17) The conference is / on the *second floor.  (*See counter table 8. “floor” in vocabulary.)

(K-Int V) 会議は2階であります。



< w/ Intransitive Verb > かいぎ は　|　*にかい で　あります。
KAH-ee-ggee wa              nee-kah-ee  Deh    ah-dee-ma-s

< w/o Verb > かいぎ は　|　にかい です。
KAH-ee-ggee wa              nee-kah-ee  Des

18)  Andrew / lives / alone (by himself) / at his *apartment, right?  

(K) アンドリューさんはアパートに１人で住んでいますよね？

　アンドリューさんは　| *アパート に  |　ひとり で   |　すんで いますよね？
           AH-n-doh-d(i)-yoo   sah-n    wa ah-PAH-AH-toh nee    h(ee)-TOH-dee  Deh        SOO-n-Deh   ee-MA-soo-yoh-neh

19)  We / arrived / at the airport / at *2:30.   *にじ はん “2:30”   (Try 2 different verbs)

(K-A) [私達は]　２時半に空港に着きました。

(K-B) [私達は]　２時半に空港に到着しました。

< A > [わたしたち は]　| *にじ はん に  |　くうこう に   |　つきました。
 [wa-TAH-sh-ta-chee wa]                nee-jee-HAH-n  nee            koo-oo-koh-oh  nee             ts(oo)-kee-MA-sh-ta

< B > [わたしたち は]　| *にじ はん に  |　くうこう に   |　とうちゃく しました。
 [wa-TAH-sh-ta-chee wa]                nee-jee-HAH-n  nee            koo-oo-koh-oh  nee                toh-oh-cha-k(oo)   shee-MA-sh-ta

20)  Robert / became / a *doctor / in Florida.   *いしゃ or, おいしゃさん  “doctor”

(K) ロバートさんはフロリダで医者になりましたよ。

　ロバートさんは　| フロリダ で  |　いしゃ に   |　なりましたよ。
      dOH-bah-ah-to  sah-n  wa   hoo-doh-dee-Dah Deh             ee-sha    nee             na-dee-MAH-sh-tah-yoh

21) Do you / have / *time / tomorrow?   *じかん “time”

(K) [あなたは]　明日時間がありますか？

　[あなたは]　あした　*じかん が　ありますか？
         [a-NAH-ta wa]       ah-sh-ta             jee-kah-n   ga　　  ah-dee-MA-s-KA

22)  Do you / have / a *passport?  *(See 25) Practice 4.)  *パスポート “passport”  (Try Neg Q.)



(K-Tr) [あなたは]　パスポートを持っていますか？

< w/ Intransitive Verb > [あなたは]　|  *パスポート が  |　ありますか？
  　[a-NAH-ta wa]               pa-s-POH-OH-toh     ga ah-dee-MA-s-KA

< NEG Q Int. V > [あなたは]　|  *パスポート が  |　ありませんか？
  　[a-NAH-ta wa]               pa-s-POH-OH-toh     ga  ah-dee-ma-SEH-n-KA

< w/ Transitive Verb > [あなたは]　|  *パスポート を  |　もって いますか？
      [a-NAH-ta wa]               pa-s-POH-OH-toh     oh MOHT-teh   ee-MA-s-KA

< NEG Q Tr. V > [あなたは]　|  *パスポート を  |　もって いませんか？
      [a-NAH-ta wa]               pa-s-POH-OH-toh     oh MOHT-teh   ee-ma-SEH-n-KA

23) Do you (customer) / have / a *reservation?   *ごよやく (H) “reservation” < See (H) “there is” >

(K) [お客様は]　ご予約は (or, が) ございますか？

 [おきゃくさま は]　*ごよやく は (or, が)　ござい ますか？
    [ oh-ki-yah-k-SAH-ma   wa ]     goh-yoh-ya-koo  wa    ( or,   ga )          goh-zah-ee-MAS-KA

24)  We / didn’t understand / the *language / at all / in the *country side in Japan, huh? *ことば  *いなか 

(K) [私達は]　日本の田舎で全然言葉が分かりませんでしたね。

　[わたしたち は]  にほんの いなかで　ぜんぜん　ことば が　わかりませんでしたね。
       [wa-TAH-sh-ta-chee wa]      nee-hoh-n  noh   ee-na-ka  Deh       zeh-n-zeh-n          koh-toh-BA  ga        wa-ka-dee-ma-SEH-n-Deh-sh-tah-neh

25) There are / many various *dialects / in Japanese, right?   *ほうげん “dialect” 

(K) 日本語に [は] 色んな方言が沢山ありますよね？

　にほんご に [は]　いろんな ほうげん が　たくさん　ありますよね？
       nee-hoh-n-go  NEE    [wa]   ee-doh-n-nah    hoh-oh-GGEH-n ga         tah-k-sah-n         ah-dee-MA-soo-yoh-neh

26) I / know / Andrew and *Philip. I / met / them / in *Brazil. *フィリップ (HWEE-deep-poo)   *ブラジル

(K)　アンドリューさんとフィリップさんを知っています。ブラジルで会いました。



　[わたし は] アンドリューさん と *フィリップさん を　しって います。
          [wa-ta-shi wa]        AH-n-doh-d(i)-yoo   sah-n   toh     * HWEE-deep-p  sah-n    oh            sht-teh       ee-ma-s　　　      

　[わたし は] *ブラジル で　あいました。
          [wa-ta-shi wa]  *boo-dah-jee-doo Deh       ah-ee-MA-sh-ta       　　　

27) I / know / Philip but / don’t know *Jennifer.   *ジェニファー “Jennifer” (See note 5 p.59.)

(K) [私は]　フィリップさんは知っていますけど、ジェニファーさんは知りません。

　[わたし は]　フィリップさん は　しって います けど、
            [wa-ta-shi wa]        HWEE-deep-p  sah-n   wa           sht-teh       ee-MA-s     keh-Doh       

　ジェニファーさん は　しりません。
               JEH-nee-hwa-ah-sah-n     wa       shee-dee-mah-SEH-n

28) I / know / Spanish / *a little but / I / don’t know *Portuguese / *at all.   *See examples 9, 10 p.59

(K) [私は]　スペイン語は少し分かりますけど、ポルトガル語は全然分かりません。

　[わたし は]　スペインご は　すこし　わかりますけど、
            [wa-ta-shi wa]          s-peh-ee-n-go     wa        s-KOH-shee      wa-ka-dee-MA-s-keh-Doh  

　ポルトガルご は　ぜんぜん　わかりません。
     poh-doo-toh-ga-doo-go  wa    zeh-n-zeh-n          wa-ka-dee-mah-SEH-n

29) There was / a small *earthquake / in China / two days ago, right?   *じしん “earthquake” 

(K) 2日前に中国で小さい地震がありましたよね？

　ふつか まえ [に]　ちゅうごく で　ちいさい *じしん が　ありましたよね？
           2 days        ago  CHOO-oo-goh-koo  Deh     chee-ee-SAH-ee   jee-shee-n   ga        ah-dee-MA-sh-ta-yoh-neh     

30) Did it / *rain / yesterday and the *day before yesterday too? (I can’t remember.)  

(K) 昨日と一昨日も雨が降りましたっけ？

　きのう と *おととい も　*あめ が　ふりましたっけ？
      kee-NOH-oh  toh  oh-toh-toh-ee   moh     AH-meh  ga         hoo-dee-MA-sh-tak-keh              



31)  I / grew up / in a city but / my kids / grew up / on a *farm in the country side. *のうじょう “farm”

(K) 私は街中で育ちましたけど、私の子供達は田舎の農場で育ちました。

　わたし は  まちなか で　そだちましたけど、
         wa-ta-shi wa      ma-chee-na-ka  Deh soh-Dah-chee-MA-sh-ta keh-Doh   

　わたしの こどもたち は　いなか の のうじょう で　そだちました。
      wa-ta-shee-no  koh-Doh-MOH-ta-chee wa       ee-na-ka   no      no-oh-joh-oh         Deh    soh-Dah-chee-MA-sh-ta

32) Did you / *already / make / a reservation / at the hotel?  

(K) [あなたは] もうホテルに予約しましたか？

(Try past neg “I didn’t”)        <See “reserve”>   *もう “already”

　[あなたは]　*もう　ホテル に　よやく しましたか？
        [a-NAH-ta wa]       MOH-oh     HOH-teh-doo nee    yoh-ya-k      shee-MA-sh-ta-KA

< Past Neg > [わたし は]　ホテル に　よやく しませんでした。
          [wa-ta-shi wa]      HOH-teh-doo nee         yoh-ya-k     shee-mah-SEH-n-Desh-ta


