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使い方
適当な曜日や時間、日にちを言うときに使う

Kin'yoobi ga ii  desu.
きんようびが　いいです。

Friday is the best day.

基本文

が　いいです
ga ii  desu

構造図

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

が
なんじ

いつ
いいですか。

は どうですか。

が

は

Ｎ
(ときをあらわす

ことば)

Ｎ
(ときをあらわす

ことば)

いいです。

だめです。
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Used when saying a suitable day, time or date.

Kin'yoobi ga ii  desu.
きんようびが　いいです。

Friday is the best day.

が　いいです
ga ii  desu

が
いつ

なんじ
いいですか。

は どうですか。

が

は

Ｎ
(Word

denoting time)

Ｎ
(Word

denoting time)

いいです。

だめです。

Use

Basic sentence

Structure

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

3

Se usa cuando se expresa el día de la semana, la hora o la fecha más 
conveniente para uno.

Kin'yoobi ga ii  desu.
きんようびが　いいです。

El viernes es mejor.

が　いいです
ga ii  desu

が
なんじ

いつ
いいですか。

は どうですか。

が

は

Ｎ
(Marcador temporal)

Ｎ
(Marcador temporal)

いいです。

だめです。

Uso

Oración básica

Estructura

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)
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A: Itsu ga ii  desu ka.

B: Doyoobi ga ii  desu.

A: Raishuu no shokuji wa itsu ga ii  desu ka.

B: Kayoobi ga ii  desu.

A: Sumimasen. Kayoobi wa dame desu. Haha to konsaato ni ikimasu.

A: Nan-ji ga ii  desu ka.

B: Roku-ji wa doo desu ka.

A: Ii desu yo.

A: When is good?

B: Saturday is good.

A: When would be best for the meal next week?

B: Tuesday would be best.

A: I'm sorry. Tuesday's no good. I'm going to a concert with my mother.

A: What time is best?

B: How about six o'clock?

A: Okay.

①Ａ：いつが　いいですか。

　Ｂ：土よう日が　いいです。

②Ａ：らいしゅうの　しょくじは　いつが　いいですか。

　Ｂ：火よう日が　いいです。

　Ａ：すみません。火よう日は　だめです。ははと　コンサートに　
　　 いきます。

③Ａ：なんじが　いいですか。

　Ｂ：６時は　どうですか。

　Ａ：いいですよ。

例文

A: Itsu ga ii  desu ka.

B: Doyoobi ga ii  desu.

A: Raishuu no shokuji wa itsu ga ii  desu ka.

B: Kayoobi ga ii  desu.

A: Sumimasen. Kayoobi wa dame desu. Haha to konsaato ni ikimasu.

A: Nan-ji ga ii  desu ka.

B: Roku-ji wa doo desu ka.

A: Ii desu yo.

A: When is good?

B: Saturday is good.

A: When would be best for the meal next week?

B: Tuesday would be best.

A: I'm sorry. Tuesday's no good. I'm going to a concert with my mother.

A: What time is best?

B: How about six o'clock?

A: Okay.

①Ａ：いつが　いいですか。

　Ｂ：土よう日が　いいです。

②Ａ：らいしゅうの　しょくじは　いつが　いいですか。

　Ｂ：火よう日が　いいです。

　Ａ：すみません。火よう日は　だめです。ははと　コンサートに　
　　 いきます。

③Ａ：なんじが　いいですか。

　Ｂ：６時は　どうですか。

　Ａ：いいですよ。

Examples

A: Itsu ga ii  desu ka.

B: Doyoobi ga ii  desu.

A: Raishuu no shokuji wa itsu ga ii  desu ka.

B: Kayoobi ga ii  desu.

A: Sumimasen. Kayoobi wa dame desu. Haha to konsaato ni ikimasu.

A: Nan-ji ga ii  desu ka.

B: Roku-ji wa doo desu ka.

A: Ii desu yo.

A: ¿Cuándo le va bien?

B: El sábado me va bien.

A: ¿Cuándo le va bien la comida de la próxima semana?

B: El martes es el día que me va mejor.

A: Lo siento. El martes no me va bien. Voy a un concierto con mi madre.

A: ¿A qué hora le va bien?

B: ¿Qué le parece a las seis?

A: De acuerdo.

①Ａ：いつが　いいですか。

　Ｂ：土よう日が　いいです。

②Ａ：らいしゅうの　しょくじは　いつが　いいですか。

　Ｂ：火よう日が　いいです。

　Ａ：すみません。火よう日は　だめです。ははと　コンサートに　
　　 いきます。

③Ａ：なんじが　いいですか。

　Ｂ：６時は　どうですか。

　Ａ：いいですよ。

Ejemplos


