Meguro Language Center BP2-07

「は」と「が」 （ＢＰ２－０７までのまとめ）
(1) 「は」 Topic marker
Key words: topic, explanation, contrast

は

(1) Topic（as for...）, explanation（A＝B）,
①

これは ほんです。

②

このほんは 2900 えんです。

③

きょうは しぶやに いきます。

(2) Contrast（as for...）
① たまに ワインを のみます。 でも、ビールは のみません。
② きょうとには いきましたが、ならには いきませんでした。

(２) 「が」 Subject marker
Key words: selection, specify, unknown subject, new information
が
(1) Selection, unknown subject
①

ＡとＢ、どっちが いいですか。

②

なにが いいですか。
ＦＡＱ （よくある しつもん）
Ｑ： 「なにを のみますか。」はどうして「なにが・・・」ではありませんか。
Ａ： unknown subject ではありませんから、「が」をつかいません。

(2) Selection, specify
① Ａが いいです。
② これが おいしいですよ。
③ わたしが すずきです。

(3) New information
① きのう、ともだちが うちに きました。
② ジョンさんが きましたよ。
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(4) 「～は～が～。」の structure （「は」＝Topic, 「が」=Specify）

が

は

① わたしは あたまが いたいです。········································「～は～が adj.」
② わたしは スペインごが できます。·····································「～は～が potential verb」
③ わたしは なまビールが のみたいです。 ·························「～は～が～たいです」

(5) 「～に～が あります／います。」 “There is/are ....” の structure
① えきの まえに マクドナルドが あります。
② わたしの うちに いぬが います。

(6)「～は～が あります／います。」 “.... have/has ... ” の structure
① わたしは おかねが たくさん あります。
② わたしは こどもが ふたり います。

(7) 「～ほうが～。」の structure （「が」= Selection, specify）
① それは やめたほうが いいです。
② スミスさんより わたしの ほうが べんきょうしています。

(8) Modifying the noun の「が」

（「が」= Specify）

① これは わたしが かった ほん です。
② かのじょが すんでいる ところは どこですか。
③ スピードが はやい パソコンを かいたいです。

(9) “but”
① にほんごは むずかしいですが、おもしろいです。

(10) Preliminary の「が」
① すみませんが、ちょっと いいですか。
② やまもとですが、きむらさん いらっしゃいますか。
③ これを ひろいましたが、 どうしましょうか。
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(３) クイズ
1.

わたし（

） ジョンです。 ···················································Topic, explanation

2.

Ｑ： ジョンさん（
Ａ： わたし（

） どなたですか。
） ジョンです。 ············································Specify

3.

あれ（

） ふじさんです。 ····················································Topic, explanation

4.

あれ（

） ふじさんです。 ····················································New information, specify

5.

かのじょ（

6.

あのレストラン（

7.

びょういんに いったほう（

8.

どうぞ。 これ（

9.

あのひと（

10. Q： だれ（

） め（

） おおきいですね。

） ビーフシチュー（

） おいしいですよ。

） いいですよ。

） わたし（

） つくった ケーキです。

） すんでいるアパート（

） このちかくです。

） きましたか。

A： すずきさん（

） きました。

Q： すずきさん（

） ひとりで きましたか。

11. あっ。 でんしゃ（

） きましたよ。 いきましょう。

12. Ａ： あっ。 みてください。 つき（

） きれいですよ。

Ｂ： ほんとうですね。 きょうの つき（

） とても きれいですね。

13. A: いい、ネクタイですね。
B: ありがとうございます。 ガールフレンド（
14. A： こばやしさん（

） スキー（

） できますか。

B： いいえ、できません。 スノーボード（
15. わたし（

） とうきょうで（

）くれました。

）できますけど。

） よくでんしゃに のります（

のりませんでした。 ニューヨークで（

）、ロスで（

）

） たまに ちかてつを つかいましたけど。
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16. かいしゃに（
17. かれ（

） コンピューター（

） もってきた ワイン（

18. かのじょ（
19. わたし（

） いろ（

） かいた レポート（

）、うちに（

） そこの うえに ありますよ。

） にほんご（

） ともだち（

） しながわにあるホテル

）ぜんぜん わかりませんでした。

） アルバイトを している レストランに いきました（

すごく よかったですよ。 これ（
21. いまの かいしゃ（

） ありません。

） いいですね。

） にほんに きて はじめて とまったホテル（

です。 そのとき（
20. きのう（

） あります（

） しごと（

）、

） そこの パンフレットです。
） おもしろくないですが､ きゅうりょう（

） とて

も いいです。
22. きのう（

） ともだち（

23. Ａ： どれ（

） うちに きたから、しゅくだい（

） いいですか。

Ｂ： これ（

） いいです。 これ（

Ａ： これ（

） ３００えんです。

24. A： きょう（

） げんき（

B： ちょっと あたま（

） いくらですか。

） ありませんね。 どうしましたか。

） いたいです。 ねつ（

）ありませんけど。

25. A: おおさかまで しんかんせんと ひこうきと、どちら（
B: ひこうきのほう（
26. A： ほら、あれ（

） はやいです（

A： いいえ、あれ（

） はやいですか。

）、しんかんせんのほう（

） きょう、わたしたち（

B： ああ、あの まど（

） べんりです。

） とまる ホテルですよ。

） おおきい ホテルですか。
） びょういんですよ。 その、となりですよ。

B： ええっ?? ほんとうですか?? あれ（
27. いしばしさん（

） できませんでした。

）?? びょういんの ほう（

） つかっている パソコン（

） デザイン（

） きれいですね。

） いいですね。
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