
せつめい トピック３ たべもの だい５か

1 が 　 すきです
ga suki desu

使い方

Niku ga suki desu. Yasai wa sukijanai desu.
にくが　すきです。やさいは　すきじゃないです。

基本文

I like meat. I don't like vegetables.

N1
(たべもの・
のみもの)

すき

が

は

が

です。

じゃないです。

ですか。

がなに すき ですか。

構造図

I like fruit.

I don't like beer.

Watashi wa kudamono ga suki desu.

Biiru wa sukijanai desu.

① わたしは 　 くだも の が 　 すきです。

②ビール は 　 すきじゃな いです。

例文

すききらいについて言うときに使う

Grammar Notes Topic3 Food Lesson 5

Use

Structure

Basic sentence

Examples

1 が 　 すきです
ga suki desu

Niku ga suki desu. Yasai wa sukijanai desu.
にくが　すきです。やさいは　すきじゃないです。

I like meat. I don't like vegetables.

N1
(Food/Drink) すき

が

は

が

です。

じゃないです。

ですか。

がなに すき ですか。

I like fruit.

I don't like beer.

Watashi wa kudamono ga suki desu.

Biiru wa sukijanai desu.

① わたしは 　 くだも の が 　 すきです。

②ビール は 　 すきじゃな いです。

Used when talking about likes and dislikes.

Explicación gramatical Tema 3 Comida Lección 5

Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

1 が 　 すきです
ga suki desu

Niku ga suki desu. Yasai wa sukijanai desu.
にくが　すきです。やさいは　すきじゃないです。

Me gusta la carne. No me gusta la verdura.

N1
(Comida/
Bebida)

すき

が

は

が

です。

じゃないです。

ですか。

がなに すき ですか。

Me gusta la fruta.

No me gusta la cerveza.

Watashi wa kudamono ga suki desu.

Biiru wa sukijanai desu.

① わたしは 　 くだも の が 　 すきです。

②ビール は 　 すきじゃな いです。

Se utiliza cuando uno habla sobre lo que le gusta y lo que no le gusta.



③Ａ：たなかさんは　魚が　すきですか。

　Ｂ：はい、すきです。

④Ａ：コーヒーが　すきですか。

　Ｂ：いいえ、すきじゃないです。

⑤Ａ：たべものは　なにが　すきですか。

　Ｂ：やさいが　すきです。

⑥わたしは　肉が　すきです。魚も　すきです。

A: Tanaka-san wa sakana ga suki desu ka.

B: Hai, suki desu.

A: Koohii ga suki desu ka.

B: Iie, sukijanai desu.

A: Tabemono wa nani ga suki desu ka.

B: Yasai ga suki desu.

Watashi wa niku ga suki desu. Sakana mo suki desu.

A: Mr. Tanaka, do you like fish?

B: Yes, I do.

A: Do you like coffee?

B: No, I don't.

A: What foods do you like?

B: I like vegetables.

I like meat. I also like fish

A.「すきです」は肯定形、「すきじゃないです」は否定形、「すきですか」は

　疑問形。

B. Nが何であるかわかっている場合は、「Nは／が」を省略することがある。

　（③④）

解説Commentary

③Ａ：たなかさんは　魚が　すきですか。

　Ｂ：はい、すきです。

④Ａ：コーヒーが　すきですか。

　Ｂ：いいえ、すきじゃないです。

⑤Ａ：たべものは　なにが　すきですか。

　Ｂ：やさいが　すきです。

⑥わたしは　肉が　すきです。魚も　すきです。

A: Tanaka-san wa sakana ga suki desu ka.

B: Hai, suki desu.

A: Koohii ga suki desu ka.

B: Iie, sukijanai desu.

A: Tabemono wa nani ga suki desu ka.

B: Yasai ga suki desu.

Watashi wa niku ga suki desu. Sakana mo suki desu.

A: Mr. Tanaka, do you like fish?

B: Yes, I do.

A: Do you like coffee?

B: No, I don't.

A: What foods do you like?

B: I like vegetables.

I like meat. I also like fish

A.「すきです」 is affirmative. 「すきじゃないです」 is negative. 

  「すきですか」 is interrogative.

B. In cases when it is understood what N is, 「Nは/が」 is 

    sometimes omitted. (③④)

Explicación

③Ａ：たなかさんは　魚が　すきですか。

　Ｂ：はい、すきです。

④Ａ：コーヒーが　すきですか。

　Ｂ：いいえ、すきじゃないです。

⑤Ａ：たべものは　なにが　すきですか。

　Ｂ：やさいが　すきです。

⑥わたしは　肉が　すきです。魚も　すきです。

A: Tanaka-san wa sakana ga suki desu ka.

B: Hai, suki desu.

A: Koohii ga suki desu ka.

B: Iie, sukijanai desu.

A: Tabemono wa nani ga suki desu ka.

B: Yasai ga suki desu.

Watashi wa niku ga suki desu. Sakana mo suki desu.

A: Sr. Tanaka, ¿le gusta a usted el pescado?

B: Sí, me gusta.

A: ¿Le gusta el café?

B: No, no me gusta.

A: ¿Qué comida le gusta?

B: Me gusta la verdura.

Me gusta la carne. El pescado, también me gusta.

A.「すきです」 es afirmativo. 「すきじゃないです」 es negativo. 「すきですか」

    es interrogativo.

B. En los casos en los que se sobreentiende qué es N, 「Nは/が」 a veces

    se omite. (③④)


