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使い方

かったです／　　　　 でした
katta desu　              deshita

基本文

過去の時点でのものの様子や状態、話し手の意見、感想を言うときに使う

構造図

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

N
イA-かった

イA-くなかった
は です。

N どうは でしたか。

N ナAは
でした。

じゃなかったです。

N どうは でしたか。

Kaimono wa tanoshikatta desu.

Depaato wa nigiyaka deshita.

Going shopping was fun.

The department store was crowded.

かいものは　たのしかったです。

デパートは　にぎやかでした。
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Use

Structure

Basic sentence

2

Kaimono wa tanoshikatta desu.

Depaato wa nigiyaka deshita.

かったです／　　　　 でした
katta desu　              deshita

Going shopping was fun.

The department store was crowded.

Used when talking about the condition/state of things in the past, or 
when stating the speaker's opinion or impression about an event or an 
incident in the past.

N
イA-かった

イA-くなかった
は です。

N どうは でしたか。

N ナAは
でした。

じゃなかったです。

N どうは でしたか。

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

かいものは　たのしかったです。

デパートは　にぎやかでした。

Uso

Estructura

Oración básica
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Kaimono wa tanoshikatta desu.

Depaato wa nigiyaka deshita.

かったです／　　　　 でした
katta desu　              deshita

Ir de compras fue divertido.

Los grandes almacenes estaban llenos de gente.

Se usa cuando se habla sobre una condición/estado de las cosas en el
pasado o cuando el hablante expresa su opinión o impresión sobre un
suceso o incidente en el pasado.

N
イA-かった

イA-くなかった
は です。

N どうは でしたか。

N ナAは
でした。

じゃなかったです。

N どうは でしたか。

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

かいものは　たのしかったです。

デパートは　にぎやかでした。
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Machi wa nigiyaka deshita.

Hoteru no heya wa amari shizukajanakatta desu.

Piza wa oishikatta desu.

A: Depaato wa doo deshita ka.

B: Nigiyaka deshita.

A: Senshuu no yasumi wa doo deshita ka.

B: Tanoshikatta desu.

Kinoo no eega wa yokatta desu.

The town was busy.

The hotel room wasn't very quiet.

The pizza was delicious.

A: How was the department store?

B: It was busy.

A: How was your day off last week?

B: It was fun.

Yesterday's movie was good.

①まちは　にぎやかでした。

②ホテルの　へやは　あまり　しずかじゃなかったです。

③ピザは　おいしかったです。

④Ａ：デパートは　どうでしたか。

　Ｂ：にぎやかでした。

⑤Ａ：せんしゅうの　やすみは　どうでしたか。

　Ｂ：たのしかったです。

⑥きのうの　えいがは　よかったです。

例文

A.イ形容詞「いい」は、活用が例外。「よくないです」は否定形、

　「よかったです」は過去の肯定形、「よくなかったです」は過去の否定形。

解説

Examples

Commentary

Machi wa nigiyaka deshita.

Hoteru no heya wa amari shizukajanakatta desu.

Piza wa oishikatta desu.

A: Depaato wa doo deshita ka.

B: Nigiyaka deshita.

A: Senshuu no yasumi wa doo deshita ka.

B: Tanoshikatta desu.

Kinoo no eega wa yokatta desu.

The town was busy.

The hotel room wasn't very quiet.

The pizza was delicious.

A: How was the department store?

B: It was busy.

A: How was your day off last week?

B: It was fun.

Yesterday's movie was good.

①まちは　にぎやかでした。

②ホテルの　へやは　あまり　しずかじゃなかったです。

③ピザは　おいしかったです。

④Ａ：デパートは　どうでしたか。

　Ｂ：にぎやかでした。

⑤Ａ：せんしゅうの　やすみは　どうでしたか。

　Ｂ：たのしかったです。

⑥きのうの　えいがは　よかったです。

A.The conjugation of the I-adjective 「いい」 is exceptional. 

「よくないです」 is negative, 「よかったです」 is past affirmative. 

「よくなかったです」 is past negative.

Ejemplos

Explicación

Machi wa nigiyaka deshita.

Hoteru no heya wa amari shizukajanakatta desu.

Piza wa oishikatta desu.

A: Depaato wa doo deshita ka.

B: Nigiyaka deshita.

A: Senshuu no yasumi wa doo deshita ka.

B: Tanoshikatta desu.

Kinoo no eega wa yokatta desu.

La ciudad estaba llena de gente.

La habitación del hotel no era muy tranquila.

La pizza fue deliciosa.

A: ¿Cómo estaban los grandes almacenes?

B: Estaban llenos de gente.

A: ¿Cómo fue su día libre la semana pasada?

B: Me lo pasé muy bien.

La película de ayer era buena.

①まちは　にぎやかでした。

②ホテルの　へやは　あまり　しずかじゃなかったです。

③ピザは　おいしかったです。

④Ａ：デパートは　どうでしたか。

　Ｂ：にぎやかでした。

⑤Ａ：せんしゅうの　やすみは　どうでしたか。

　Ｂ：たのしかったです。

⑥きのうの　えいがは　よかったです。

A. La conjugación del adjetivo-I 「いい」 es excepcional. 「よくないです」

    es negativo. 「よかったです」 es pasado afirmativo. 「よくなかったです」

    es pasado negativo.


