
せつめい トピック５ せいかつ だい９か

1 じです
-ji  desu

使い方

Ima nan-ji desu ka. Ku-ji desu.
いま　なんじですか。９じです。

基本文

What time is it now? It's nine o'clock.

構造図

じいま

いちじ にじ さんじ よじ ごじ ろくじ

しちじ はちじ くじ じゅうじ じゅういちじ じゅうにじ

です。

なんじいま ですか。

時刻を言うときに使う

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの
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Use

Structure

Basic sentence

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

1 じです
-ji  desu

Ima nan-ji desu ka. Ku-ji desu.
いま　なんじですか。９じです。

What time is it now? It's nine o'clock.

じいま

いちじ にじ さんじ よじ ごじ ろくじ

しちじ はちじ くじ じゅうじ じゅういちじ じゅうにじ

です。

なんじいま ですか。

Used when talking about the time.
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Uso

Estructura

Oración básica

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

1 じです
-ji  desu

Ima nan-ji desu ka. Ku-ji desu.
いま　なんじですか。９じです。

¿Qué hora es ahora? Son las nueve.

じいま

いちじ にじ さんじ よじ ごじ ろくじ

しちじ はちじ くじ じゅうじ じゅういちじ じゅうにじ

です。

なんじいま ですか。

Se usa para hablar sobre la hora.



It's ten o'clock now.

It's seven a.m. in New York.

It's four-thirty/half-past four now.

A: What time is it now?

B: It's two-thirty p.m.

A: What time is it now in India?

B: It's eleven o'clock in the evening.

Ima juu-ji desu.

Nyuuyooku wa asa shichi-ji  desu.

Ima yo-ji sanjuppun/yo-ji-han desu.

A: Ima nan-ji desu ka.

B: Gogo ni-ji-han desu.

A: Indo wa ima nan-ji desu ka.

B: Yoru juu-ichi-ji  desu.

① いま 　 １０時 です。

②ニ ューヨークは 　 あさ 　 ７時 です。

③ いま 　 ４時３０分／４時 半です。

④Ａ：いま 　 な んじです か。

　 Ｂ：ご ご 　 ２時 半です。

⑤Ａ：インドは 　 いま 　 な んじです か。

　 Ｂ：よる 　 １１時 です。

例文

A.「数字 ＋ 時」で時刻を表す。

B. 「○○：30」の言い方は、「○○じさんじゅっぷん」と「○○じはん」

　がある。（③④）

解説

Examples

Commentary

It's ten o'clock now.

It's seven a.m. in New York.

It's four-thirty/half-past four now.

A: What time is it now?

B: It's two-thirty p.m.

A: What time is it now in India?

B: It's eleven o'clock in the evening.

Ima juu-ji desu.

Nyuuyooku wa asa shichi-ji  desu.

Ima yo-ji sanjuppun/yo-ji-han desu.

A: Ima nan-ji desu ka.

B: Gogo ni-ji-han desu.

A: Indo wa ima nan-ji desu ka.

B: Yoru juu-ichi-ji  desu.

① いま 　 １０時 です。

②ニ ューヨークは 　 あさ 　 ７時 です。

③ いま 　 ４時３０分／４時 半です。

④Ａ：いま 　 な んじです か。

　 Ｂ：ご ご 　 ２時 半です。

⑤Ａ：インドは 　 いま 　 な んじです か。

　 Ｂ：よる 　 １１時 です。

A.「Number + 時(じ)」 indicates the time.

B. The ways of reading 「○○:30」 are 「○○じさんじゅっぷん」 and

  「○○じはん」. (34)

Ejemplos

Explicación

Ahora son las diez.

Son las siete de la mañana en Nueva York.

Son las cuatro treinta/las cuatro y media ahora.

A: ¿Qué hora es ahora?

B: Son las dos y media de la tarde.

A: ¿Qué hora es ahora en la India?

B: Son las once de la noche.

Ima juu-ji desu.

Nyuuyooku wa asa shichi-ji  desu.

Ima yo-ji sanjuppun/yo-ji-han desu.

A: Ima nan-ji desu ka.

B: Gogo ni-ji-han desu.

A: Indo wa ima nan-ji desu ka.

B: Yoru juu-ichi-ji  desu.

① いま 　 １０時 です。

②ニ ューヨークは 　 あさ 　 ７時 です。

③ いま 　 ４時３０分／４時 半です。

④Ａ：いま 　 な んじです か。

　 Ｂ：ご ご 　 ２時 半です。

⑤Ａ：インドは 　 いま 　 な んじです か。

　 Ｂ：よる 　 １１時 です。

A.「Número + 時(じ)」 indica la hora.

B.「○○:30」 se lee 「○○じさんじゅっぷん」 y 「○○じはん」. (③④)


