
Practice 6   Intransitive & Transitive Movement Verbs
1) I / went / to *hot springs / in Japan / last year *for the first time. *はじめて  (hah-JEE-meh-teh)  

(K) [私は] 去年初めて日本で温泉に行きました。

　[わたし は]　きょねん　*はじめて　にほん で　*おんせん に　いきました。

2) I / rode / the *bullet train / from Tokyo to Kyoto. *しんかんせん  (shee-n-KAH-n-seh-n)  

(K) [私は] 東京から京都まで新幹線に乗りました。

　[わたし は] とうきょう から　きょうと まで　しんかんせん に　のりました。

3) I / went / to Kyoto from Tokyo / by the bullet train. *しんかんせん  (shee-n-KAH-n-seh-n)  

(K) [私は] 新幹線で東京から京都に行きました。

　[わたし は] しんかんせん で　とうきょう から　きょうと に　いきました。  

4) My friend / moved / here from my *hometown / *last month.   *じっか    *せんげつ 

(K) 先月私の友達が私の実家からここに引っ越してきました。

せんげつ　わたしの ともだち が わたしの じっか から  ここ に  ひっこして きました。

5) My aunt / moved / to Houston from here / last month.

(K) 私の叔母は先月ここからヒューストンに引っ越しました。

　わたしの おば は　せんげつ　ここ から ヒューストン に　ひっこしました。

6) My friend / brought / his new *wife / here / the *day before yesterday.   *おくさん   *おととい 

(K) 一昨日私の友達がここに新しい奥さんを連れてきました。

 おととい  わたしの ともだち が　ここ に　あたらしい おくさんを  つれて きました。

7) I / didn’t bring / my new *camera / to Japan / *this time.   *カメラ      *こんかい  (KOH-n-kah-ee) 

(K) [私は] 今回日本に私の新しいカメラを持って行きませんでした。

　[わたし は]　こんかい　にほん に　わたしの あたらしい  カメラ を　

　もって いきませんでした。  



8) My *boss / (was) transferred / to the *branch in *Seattle.   *じょうし　*してん　*シアトル 
(K) 私の上司はシアトルの支店に転勤しました。

　わたしの *じょうし は　シアトル の してん に　てんきん しました。    

9) The day before yesterday / my new *book / was delivered / to (my) home.  *ほん  (HOH-n)

(K) 一昨日私の新しい本が家に届きました。

　おととい　わたしの  あたらしい ほん が　うち に　とどきました。          

10) The *company president / *already / went / home (back).  *しゃちょう  (sha-choh-oh)  *もう (MOH-oh)

(K) 社長はもう家に帰りましたよ。

　しゃちょう は　もう　うち に　かえりましたよ。

11) I / will head over / (to) there / *now, OK?    *これから  (koh-deh-kah-dah)  (“from this moment on”)

(K) [私は] これからそちらに向かいますね。

　[わたし は]  *これから　そちら に　むかいますね。

12)  I / flew / to Los Angeles / *this time.   *ひこうき “airplane”,   *こんかい “this time”

(K) [私は] 今回ロサンゼルスに飛行機で行きました。

　[わたし は]　| *こんかい  |　ロサンゼルス に   |　*ひこうき で  |  いきました。

13)  I / got on (rode) / the same (*together) *flight with everyone / to Los Angeles / *this time.  *びん “flight

(K) [私は] 今回ロサンゼルスまで皆と一緒の便に乗りました。

　[わたし は] | こんかい | ロサンゼルス まで | みんな と  *いっしょ の  びん に | 
　
　のりました。

14)  I / walked (went / by walking) / alone / from Shibuya to Harajuku / yesterday. 

(K) [私は] 昨日渋谷から原宿まで一人で歩いて行きました。

　[わたし は]  | きのう |　しぶや から　はらじゅく まで  | ひとり で  |  あるいて   |  

　いきました。


