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使い方

Osushi wa oishikatta desu. Demo, takakatta desu.

Kabuki wa kiree deshita. Soshite, omoshirokatta desu.

おすしは　おいしかったです。でも、たかかったです。

かぶきは　きれいでした。そして、おもしろかったです。

基本文

The sushi was good. But, it was expensive.

The kabuki play was beautiful and interesting.

「でも」は、ある事柄に反することを付け加えて言うときに使う

「そして」は、ある事柄に即したことを付け加えて言うときに使う

構造図

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

Aisu-kuriimu o tabemashita. Oishikatta desu. Demo, chiisakatta desu.
I ate an ice cream. It was delicious, but it was small.

①アイスクリームを　食べました。おいしかったです。
　でも、小さかったです。

例文

です。でも、　　 です。／      です。そして、      です。
desu. Demo、     desu.　         desu. Soshite、      desu.

S1。 S2。でも、

S1。 S2。そして、
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:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)
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Osushi wa oishikatta desu. Demo, takakatta desu.

Kabuki wa kiree deshita. Soshite, omoshirokatta desu.

おすしは　おいしかったです。でも、たかかったです。

かぶきは　きれいでした。そして、おもしろかったです。

The sushi was good. But, it was expensive.

The kabuki play was beautiful and interesting.

「でも」 is used when adding a comment that goes against a particular 
 state of affairs.
「そして」 is used when adding a comment in line with a particular state 
 of affairs. 

Aisu-kuriimu o tabemashita. Oishikatta desu. Demo, chiisakatta desu.
I ate an ice cream. It was delicious, but it was small.

①アイスクリームを　食べました。おいしかったです。
　でも、小さかったです。

です。でも、　　 です。／      です。そして、      です。
desu. Demo、     desu.　         desu. Soshite、      desu.

S1。 S2。でも、

S1。 S2。そして、

Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)
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Osushi wa oishikatta desu. Demo, takakatta desu.

Kabuki wa kiree deshita. Soshite, omoshirokatta desu.

おすしは　おいしかったです。でも、たかかったです。

かぶきは　きれいでした。そして、おもしろかったです。

El sushi estaba bueno, pero fue caro.

La actuación de kabuki fue bonita e interesante.

「でも」 se usa cuando se añade un comentario que va en contra de un
  determinado estado de las cosas.
「そして」 se usa cuando se añade un comentario en consonancia con un
  determinado estado de las cosas.

Aisu-kuriimu o tabemashita. Oishikatta desu. Demo, chiisakatta desu.
Comí helado. Estaba delicioso pero era pequeño.

①アイスクリームを　食べました。おいしかったです。
　でも、小さかったです。

です。でも、　　 です。／      です。そして、      です。
desu. Demo、     desu.　         desu. Soshite、      desu.

S1。 S2。でも、

S1。 S2。そして、
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Tookyoo-Tawaa o mimashita. Demo, Fujisan wa mimasendeshita.

Soba o tabemashita. Taihen deshita. Demo, oishikatta desu.

Kabuki o mimashita. Kiree deshita. Soshite, omoshirokatta desu.

Benkyoo wa muzukashii desu. Soshite, tsumaranai desu.

I saw Tokyo Tower. However, I didn't see Mt. Fuji.

I ate soba noodles. It was hard, but they were tasty.

I watched a kabuki play. It was beautiful and interesting.

Studying is difficult. Also, it's boring.

②とうきょうタワーを　見ました。でも、ふじさんは　
　見ませんでした。

③そばを　食べました。たいへんでした。でも、おいしかったです。

④かぶきを　見ました。きれいでした。そして、おもしろかったです。

⑤べんきょうは　むずかしいです。そして、つまらないです。

A.「でも」は、肯定的な内容に否定的な内容を付け加える（①②）、

　または否定的な内容に肯定的な内容を付け加える（③）ことを表す。

　（　＋　／　＋　）

B.「そして」は、肯定的な内容に肯定的な内容を付け加える（④）、または、

　否定的な内容に否定的な内容を付け加える（⑤）ことを表す。

　（　＋　／　＋　）

解説Commentary

Tookyoo-Tawaa o mimashita. Demo, Fujisan wa mimasendeshita.

Soba o tabemashita. Taihen deshita. Demo, oishikatta desu.

Kabuki o mimashita. Kiree deshita. Soshite, omoshirokatta desu.

Benkyoo wa muzukashii desu. Soshite, tsumaranai desu.

I saw Tokyo Tower. However, I didn't see Mt. Fuji.

I ate soba noodles. It was hard, but they were tasty.

I watched a kabuki play. It was beautiful and interesting.

Studying is difficult. Also, it's boring.

②とうきょうタワーを　見ました。でも、ふじさんは　
　見ませんでした。

③そばを　食べました。たいへんでした。でも、おいしかったです。

④かぶきを　見ました。きれいでした。そして、おもしろかったです。

⑤べんきょうは　むずかしいです。そして、つまらないです。

A.「でも」 shows that the speaker is adding a negative comment to a

　previous positive comment (①②), or vice-versa (③). (　＋　 /　＋　)

B.「そして」 shows that the speaker is adding a positive comment to a

　previous positive comment (④), or a negative comment to a previous

　negative comment (⑤). (　＋　 /　＋　)

Explicación

Tookyoo-Tawaa o mimashita. Demo, Fujisan wa mimasendeshita.

Soba o tabemashita. Taihen deshita. Demo, oishikatta desu.

Kabuki o mimashita. Kiree deshita. Soshite, omoshirokatta desu.

Benkyoo wa muzukashii desu. Soshite, tsumaranai desu.

Vi la Torre de Tokio. Sin embargo no vi el Monte Fuji.

Comí fideos soba. Fue difícil comerlos pero estaban buenos.

Vi una actuación de kabuki. Fue bonita e interesante.

Estudiar es difícil. También es tedioso.

②とうきょうタワーを　見ました。でも、ふじさんは　
　見ませんでした。

③そばを　食べました。たいへんでした。でも、おいしかったです。

④かぶきを　見ました。きれいでした。そして、おもしろかったです。

⑤べんきょうは　むずかしいです。そして、つまらないです。

A.「でも」 indica que el hablante hace un comentario negativo después de

    un comentario positivo previo (①②), o vice-versa (③). (   +    /    +   )

B.「そして」indica que el hablante añade un comentario positivo después de

    un comentario positivo previo (④), o un comentario negativo después

    de un comentario negativo previo (⑤). (   +    /    +   )


