
せつめい トピック４ いえ だい７か

4 は　　　　　いです
wa 　　　　　 i desu

構造図

使い方

Watashi no ie wa semai desu.
わたしの　いえは　せまいです。

My house is small.

基本文

N は

N は

イA-い

イA-く

イA-い

です。

ないです。

ですか。

はい、

いいえ、

イA-い

イA-く

イA-い

です。

ないです。

です。

My house is old.
Watashi no ie wa furui desu.

①わたしの　いえは　ふるいです。
例文

物の性質や特徴（色、形、大きさなど）、状態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
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4 は　　　　　いです
wa 　　　　　 i desu

Watashi no ie wa semai desu.
わたしの　いえは　せまいです。

My house is small.

N は

N は

イA-い

イA-く

イA-い

です。

ないです。

ですか。

はい、

いいえ、

イA-い

イA-く

イA-い

です。

ないです。

です。

My house is old.
Watashi no ie wa furui desu.

①わたしの　いえは　ふるいです。

Used when describing the nature or characteristics (colour, shape, size, etc)
and the condition of an object.

Structure

Use

Basic sentence

Examples

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

4 は　　　　　いです
wa 　　　　　 i desu

Watashi no ie wa semai desu.
わたしの　いえは　せまいです。

Mi casa es pequeña.

N は

N は

イA-い

イA-く

イA-い

です。

ないです。

ですか。

はい、

いいえ、

イA-い

イA-く

イA-い

です。

ないです。

です。

Mi casa es vieja.
Watashi no ie wa furui desu.

①わたしの　いえは　ふるいです。

Se usa cuando se describe la naturaleza o las características (color, forma,
tamaño, etc.) y la condición de un objeto.
     

Estructura

Uso

Oración básica

Ejemplos

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

Explicación gramatical Tema 4 Vivienda Lección 7



A: Is Mr. Tanaka's house new?

B: Yes, it is.

A: Is Mr. Shin's house big?

B: No, it isn't./No, it's small.

A: Tanaka-san no ie wa atarashii desu ka.

B: Hai, atarashii desu.

A: Shin-san no ie wa ookii desu ka.

B: Iie, ookikunai desu.

②Ａ：たなかさんの　いえは　あたらしいですか。

　Ｂ：はい、あたらしいです。

③Ａ：シンさんの　いえは　おおきいですか。

　Ｂ：いいえ、おおきくないです。

A. 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。

　（②③）

解説

A: Mr. Tanaka, is your house new?

B: Yes, it is.

A: Mr. Shin, is your house big?

B: No, it isn't./No, it's small.

A: Tanaka-san no ie wa atarashii desu ka.

B: Hai, atarashii desu.

A: Shin-san no ie wa ookii desu ka.

B: Iie, ookikunai desu.

②Ａ：たなかさんの　いえは　あたらしいですか。

　Ｂ：はい、あたらしいです。

③Ａ：シンさんの　いえは　おおきいですか。

　Ｂ：いいえ、おおきくないです。

A. When it is understood from the context what N is, 「Ｎは」 can be 

　omitted. (②③)

Commentary

A: Sr. Tanaka, ¿es nueva su casa?

B: Sí, es nueva.

A: Sr. Shin, ¿es grande su casa?

B: No, no es grande.

A: Tanaka-san no ie wa atarashii desu ka.

B: Hai, atarashii desu.

A: Shin-san no ie wa ookii desu ka.

B: Iie, ookikunai desu.

②Ａ：たなかさんの　いえは　あたらしいですか。

　Ｂ：はい、あたらしいです。

③Ａ：シンさんの　いえは　おおきいですか。

　Ｂ：いいえ、おおきくないです。

A. Cuando se sobreentiende qué es N, a veces se omite 「Nは」. (②③)
Explicación


