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2

使い方

Gitaa ga dekimasu.
ギターが　できます。

基本文

I can play the guitar.

できるスポーツや楽器、言語などを言うときに使う

構造図

できます。

できません。

が

は
N

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

Watashi wa tenisu ga dekimasu.

Kankokugo ga sukoshi dekimasu.

I can play tennis.

I can speak a little Korean.

①わたしは　テニスが　できます。

②かんこくごが　すこし　できます。

例文

が　できます
ga dekimasu
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Use

Structure

Basic sentence

Examples

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

2

Gitaa ga dekimasu.
ギターが　できます。

I can play the guitar.

Used when talking about the sports/musical instruments one can play,
or the languages one can speak.

できます。

できません。

が

は
N

Watashi wa tenisu ga dekimasu.

Kankokugo ga sukoshi dekimasu.

I can play tennis.

I can speak a little Korean.

①わたしは　テニスが　できます。

②かんこくごが　すこし　できます。

が　できます
ga dekimasu

Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

2

Gitaa ga dekimasu.
ギターが　できます。

Sé tocar la guitarra.

Se usa cuando se habla de los deportes que uno puede practicar, de los
instrumentos musicales que uno puede tocar o de las lenguas que uno
habla.

できます。

できません。

が

は
N

Watashi wa tenisu ga dekimasu.

Kankokugo ga sukoshi dekimasu.

Sé jugar al tenis.

Puedo hablar un poco de coreano.

①わたしは　テニスが　できます。

②かんこくごが　すこし　できます。

が　できます
ga dekimasu
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A: Ari-san wa piano ga dekimasu ka.

B: Hai, dekimasu.

A: Gitaa mo dekimasu ka.

B: Iie, gitaa wa dekimasen.

A: Ari, can you play the piano?

B: Yes, I can.

A: Can you also play the guitar?

B: No, I can't play the guitar.

③Ａ：アリさんは　ピアノが　できますか。

　Ｂ：はい、できます。

　Ａ：ギターも　できますか。

　Ｂ：いいえ、ギターは　できません。

A: Ari-san wa piano ga dekimasu ka.

B: Hai, dekimasu.

A: Gitaa mo dekimasu ka.

B: Iie, gitaa wa dekimasen.

A: Ari, can you play the piano?

B: Yes, I can.

A: Can you also play the guitar?

B: No, I can't play the guitar.

③Ａ：アリさんは　ピアノが　できますか。

　Ｂ：はい、できます。

　Ａ：ギターも　できますか。

　Ｂ：いいえ、ギターは　できません。

A: Ari-san wa piano ga dekimasu ka.

B: Hai, dekimasu.

A: Gitaa mo dekimasu ka.

B: Iie, gitaa wa dekimasen.

A: Ari, ¿sabes tocar el piano?

B: Sí, sé tocar el piano.

A: ¿También sabe tocar la guitarra?

B: No, no sé tocar la guitarra.

③Ａ：アリさんは　ピアノが　できますか。

　Ｂ：はい、できます。

　Ａ：ギターも　できますか。

　Ｂ：いいえ、ギターは　できません。


