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構造図

使い方
話し手の意見や感想を言うときに使う

Ano mise wa oishii  desu.
あの　みせは　おいしいです。

That shop is delicious.

基本文

N は
イA- い

イA-く

です。

ないです。

"Fujiya" wa yasui desu.

Ano osushiya-san wa takakunai desu.

A: Ano raamen'ya-san wa doo desu ka.

B: Oishii  desu yo. Watashi wa suki desu.

"Fujiya" is cheap.

That sushi shop is not expensive.

A: How about that ramen shop?

B: It's delicious. I like it.

①「ふじや」は　やすいです。

②あの　おすしやさんは　たかくないです。

③Ａ：あの　ラーメンやさんは　どうですか。

　Ｂ：おいしいですよ。わたしは　すきです。

例文
:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

は　　　　　いです
wa 　　　　　 idesu
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Structure

Use

Basic sentence

Examples

3

Used when the speaker is giving their opinion or thoughts on something.

Ano mise wa oishii  desu.
あの　みせは　おいしいです。

That shop is delicious.

N は
イA- い

イA-く

です。

ないです。

"Fujiya" wa yasui desu.

Ano osushiya-san wa takakunai desu.

A: Ano raamen'ya-san wa doo desu ka.

B: Oishii  desu yo. Watashi wa suki desu.

"Fujiya" is cheap.

That sushi shop is not expensive.

A: How about that ramen shop?

B: It's delicious. I like it.

①「ふじや」は　やすいです。

②あの　おすしやさんは　たかくないです。

③Ａ：あの　ラーメンやさんは　どうですか。

　Ｂ：おいしいですよ。わたしは　すきです。

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

は　　　　　いです
wa 　　　　　 idesu

Estructura

Uso

Oración básica

Ejemplos

3

Se usa cuando el hablante opina o expresa sus impresiones sobre algo.

Ano mise wa oishii  desu.
あの　みせは　おいしいです。

Aquel restaurante es delicioso.

N は
イA- い

イA-く

です。

ないです。

"Fujiya" wa yasui desu.

Ano osushiya-san wa takakunai desu.

A: Ano raamen'ya-san wa doo desu ka.

B: Oishii  desu yo. Watashi wa suki desu.

"Fujiya" es barato.

Aquel restaurante de sushi no es caro.

A: ¿Qué le parece aquel restaurante de ramen?

B: Es delicioso. Me gusta.

①「ふじや」は　やすいです。

②あの　おすしやさんは　たかくないです。

③Ａ：あの　ラーメンやさんは　どうですか。

　Ｂ：おいしいですよ。わたしは　すきです。

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

は　　　　　いです
wa 　　　　　 idesu
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A. 「イA-いです」は肯定形、「イA-くないです」は否定形。

B. Ｎが何であるかわかっている場合は、「Ｎは」を省略することがある。（②）

解説Commentary
A.「イA-いです」 is affirmative. 「イA-くないです」 is negative.

B. When it is understood in context what N is, 「Ｎは」 may be omitted. 

　(②)

Explicación
A.「イA-いです」 es afirmativo. 「イA-くないです」 es negativo.

B. Cuando por el contexto se entiende qué es N, 「Nは」 puede omitirse.

    (②)


