
ハーリー・ポッターにあいたい（６） 

H1: ぼく は あなた が すきです。 

A1:わたし も あなた が すきです。 

H2: でも、ぼく は あなた と けっこんする ことができません。 

A2: えっ！ あなた は わたし と けっこんする ことができません か。 

H3: はい。ぼく は あなた と けっこんする ことができません。 

A3: でも わたし は あなた と レストラン に いく ことができます か。 

H4: いいえ、ぼく は あなた と レストラン に いく ことができません。 

A4: なぜ あなた は わたし と レストラン に いく ことができません 

か。 

H5: ぼく は は が ない から です。 

A5: わたし は あなた と えいが を みる ことができます か。 

H6: いいえ、ぼく は あなた と えいが を みる ことができません。 

A6: なぜ あなた は わたし と えいが を みる ことができません か。 

H7: ぼく は は が ない から です。 

A7: わたし は あなた と すし を たべる ことができます か。 

H8: いいえ、ぼく は あなた と すし を たべる ことができません。 

A8: なぜ あなた は わたし と すし を たべる こと が できません 

か。 

H9: ぼく は は が ない から です。 

A9 : なぜ あなた は わたし と けっこんする ことができません か。 

H10：ぼく は すでに けっこんしている から です。 

A10 ：ひええええええ！  

 

 



I want to see Harry Potter (6) 

H1: Boku wa anata ga sukidesu. 

A1: Watashi mo anata ga sukidesu.  

H2: Demo, boku wa anata to kekkonsuru koto ga dekimasen.  

A2: E!  Anata wa watashi to kekkonsuru koto ga dekimasen ka.  

H3: Hai, boku wa anata to kekkonsuru koto ga dekimasen.  

A3:  Demo, watashi wa anata to resutoran ni iku koto ga dekimasu 

ka.   

H4: iie, boku wa anata to resutoran ni iku koto ga dekimasen. 

A4: Naze anata wa watashi to resutoran ni iku koto ga dekimasen 

ka. 

H5: Boku wa ha ga nai kara desu.   

A5: Watashi wa anata to eiga o miru koto ga dekimasu ka.   

H6: iie, boku wa anata to eiga o miru koto ga dekimasen. 

A6: Naze anata wa watashi to eiga o miru koto ga dekimasen ka.  

H7: Boku wa ha ga nai kara desu.   

A7: Watashi wa anata to sushi o taberu koto ga dekimasu ka.   

H8: iie, boku wa anata to sushi o taberu koto ga dekimasen. 

A8: Naze anata wa watashi to sushi o taberu koto ga dekimasen ka.   

H9: Boku wa ha ga nai kara desu.   

A9 : Naze anata wa watashi to kekkonsuru koto ga dekimasen ka. 

H10：Boku wa sudeni kekkonshiteiru kara desu. 

A10 ：Hieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 


