
せつめい トピック2 わたし だい３か

1 は 　 　 　 　 　 です
wa　　　　　　　 desu

使い方

Watashi wa Kaara desu.
わたしは　カーラです。

基本文

I'm Carla.

N1 N2は

です。

じゃないです。

ですか。

はN なん ですか。

構造図

I'm a student.

I'm Kim.

Watashi wa gakusee desu.

Watashi wa Kimu desu.

① わたしは 　 がくせ いです。

② わたしは 　 キムです。

例文

名前や国籍、職業について言うときに使う

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

Grammar Notes Topic2 Myself Lesson 3

Use

Structure

Basic sentence

Examples

1 は 　 　 　 　 　 です
wa　　　　　　　 desu

Watashi wa Kaara desu.
I'm Carla.

N1 N2は

です。

じゃないです。

ですか。

はN なん ですか。

I'm a student.

I'm Kim.

Watashi wa gakusee desu.

Watashi wa Kimu desu.

① わたしは 　 がくせ いです。

② わたしは 　 キムです。

Used when talking about N1's name, nationality or profession.

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

わたしは　カーラです。

Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

1 は 　 　 　 　 　 です
wa　　　　　　　 desu

Watashi wa Kaara desu.
Soy  Kara.

N1 N2は

です。

じゃないです。

ですか。

はN なん ですか。

Watashi wa gakusee desu.

Watashi wa Kimu desu.

① わたしは 　 がくせ いです。

② わたしは 　 キムです。

Se usa cuando se habla sobre el nombre de N1, su nacionalidad o
profesión.

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

わたしは　カーラです。

Explicación gramatical Tema 2 Sobre mí Lección 3

Soy estudiante.

Soy Kim



③ヤンさんは　マレーシアじんです。

④わたしは　かいしゃいんじゃないです。

⑤Ａ：キムさんは　かんこくじんですか。

　Ｂ：はい、かんこくじんです。

⑥Ａ：きむらさんは　がくせいですか。

　Ｂ：いいえ、がくせいじゃないです。かいしゃいんです。

⑦Ａ：おしごとは　なんですか。

　Ｂ：エンジニアです。

Yan-san wa Mareeshiajin desu.

Watashi wa kaishain janai desu.

A: Kimu-san wa Kankokujin desu ka.

B: Hai, Kankokujin desu.

A: Kimura-san wa gakusee desu ka.

B: Iie, gakusee janai desu. Kaishain desu.

A: Oshigoto wa nan desu ka.

B: Enjinia desu.

Ms. Yan is Malaysian.

I'm not an office worker.

A: Ms. Kim, are you Korean?

B: Yes, I am.

A: Mr. Kimura, are you a student?

B: No, I'm not a student. I'm an office worker.

A: What's your job?

B: I'm an engineer.

A.「Nです」は肯定形、「Nじゃないです」は否定形、「Nですか」は疑問形。

B.「N1は」の「は」は「ワ」と発音する。 

C. N1が何であるかわかっている場合は、「N1は」を省略する

   ことがある。（⑤⑥⑦）

解説Commentary

③ヤンさんは　マレーシアじんです。

④わたしは　かいしゃいんじゃないです。

⑤Ａ：キムさんは　かんこくじんですか。

　Ｂ：はい、かんこくじんです。

⑥Ａ：きむらさんは　がくせいですか。

　Ｂ：いいえ、がくせいじゃないです。かいしゃいんです。

⑦Ａ：おしごとは　なんですか。

　Ｂ：エンジニアです。

Ms. Yan is Malaysian.

I'm not an office worker.

A: Ms. Kim, are you Korean?

B: Yes, I am.

A: Mr. Kimura, are you a student?

B: No, I'm not a student. I'm an office worker.

A: What's your job?

B: I'm an engineer.

A.「Nです」 is affirmative. 「Nじゃないです」 is negative. 

「Nですか」 is interrogative.

B. The 「は」 in 「N1は」 is pronounced "wa". 

C. In cases when it is understood what N1 is, 

「N1 は」 is sometimes omitted. (⑤⑥⑦)

Yan-san wa Mareeshiajin desu.

Watashi wa kaishain janai desu.

A: Kimu-san wa Kankokujin desu ka.

B: Hai, Kankokujin desu.

A: Kimura-san wa gakusee desu ka.

B: Iie, gakusee janai desu. Kaishain desu.

A: Oshigoto wa nan desu ka.

B: Enjinia desu.

Explicación

③ヤンさんは　マレーシアじんです。

④わたしは　かいしゃいんじゃないです。

⑤Ａ：キムさんは　かんこくじんですか。

　Ｂ：はい、かんこくじんです。

⑥Ａ：きむらさんは　がくせいですか。

　Ｂ：いいえ、がくせいじゃないです。かいしゃいんです。

⑦Ａ：おしごとは　なんですか。

　Ｂ：エンジニアです。

La Sra. Yan es malaya.

No soy oficinista.

A: ¿Es usted coreana, Sra. Kim?

B: Sí, soy coreana.

A: ¿Es usted estudiante, Sr. Kimura?

B: No, no soy estudiante. Soy oficinista.

A: ¿A qué se dedica?

B: Soy ingeniero/a.

A.「Nです」 es afirmativo. 「Nじゃないです」 es negativo. 「Nですか」 es

    interrogativo.

B.「は」 en 「N1は」 se pronuncia "wa".

C. En los casos en los que se sobreentiende qué es N1, 「N1は」 a veces

    se omite. (⑤⑥⑦)

Yan-san wa Mareeshiajin desu.

Watashi wa kaishain janai desu.

A: Kimu-san wa Kankokujin desu ka.

B: Hai, Kankokujin desu.

A: Kimura-san wa gakusee desu ka.

B: Iie, gakusee janai desu. Kaishain desu.

A: Oshigoto wa nan desu ka.

B: Enjinia desu.


