
せつめい トピック４ いえ だい７か

1 に 　        が 　 あります
ni 　　　　　　 ga arimasu

使い方

Ie ni eakon ga arimasu.
いえに　エアコンが　あります。

基本文

I have air-conditioning in my house.

N2
(もの)にN1

(ばしょ)

に
N1

(ばしょ)

あります。

ありません。

が

は

構造図

There is a sofa in my room.

There isn't a telephone in Mr. Yoshida's house.

Watashi no heya ni sofa ga arimasu.

Yoshida-san no ie ni denwa wa arimasen.

① わたし の 　 へやに 　 ソファが 　 あります。

②よしださん の 　 いえに 　 でん わは 　 ありません。

例文

なに が ありますか。

ある場所に何があるかたずねたり、説明したりするときに使う

:「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

Examples

1 に 　        が 　 あります
ni 　　　　　　 ga arimasu

Ie ni eakon ga arimasu.
I have air-conditioning in my house.

N2
(Inanimate -

object)
に

に

あります。

ありません。

が

は

There is a sofa in my room.

There isn't a telephone in Mr. Yoshida's house.

Watashi no heya ni sofa ga arimasu.

Yoshida-san no ie ni denwa wa arimasen.

① わたし の 　 へやに 　 ソファが 　 あります。

②よしださん の 　 いえに 　 でん わは 　 ありません。

なに が ありますか。

Used when asking or explaining the location of inanimate things.

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

N
(Place)

N
(Place)

いえに　エアコンが　あります。
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Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

1 に 　        が 　 あります
ni 　　　　　　 ga arimasu

Ie ni eakon ga arimasu.
En mi casa hay aire acondicionado.

N2
(Objeto

inanimado)
に

に

あります。

ありません。

が

は

En mi habitación hay un sofá.

En la casa del Sr. Yoshida no hay teléfono.

Watashi no heya ni sofa ga arimasu.

Yoshida-san no ie ni denwa wa arimasen.

① わたし の 　 へやに 　 ソファが 　 あります。

②よしださん の 　 いえに 　 でん わは 　 ありません。

なに が ありますか。

Se utiliza para preguntar o explicar la localización de cosas inanimadas.

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

N
(Lugar)

N
(Lugar)

いえに　エアコンが　あります。



③Ａ：やまださんの　いえに　テレビが　ありますか。

　Ｂ：いいえ、ありません。

④Ａ：あの　へやに　なにが　ありますか。

　Ｂ：テーブルと　ベッドが　あります。

A: Yamada-san no ie ni terebi ga arimasu ka.

B: Iie, arimasen.

A: Ano heya ni nani ga arimasu ka.

B: Teeburu to beddo ga arimasu.

A: Is there a television in your house, Mr. Yamada?

B: No, there isn't.

A: What is in that room?

B: There is a table and a bed.

A.「あります」はものの存在を表す。

B.「に」は、「あります」などの存在を表す動詞といっしょに使い、N１がＮ２

   の存在する場所であることを示す。

C. N1がどこかわかっている場合は、「N1に」を省略することがある。（③④）

解説Commentary

③Ａ：やまださんの　いえに　テレビが　ありますか。

　Ｂ：いいえ、ありません。

④Ａ：あの　へやに　なにが　ありますか。

　Ｂ：テーブルと　ベッドが　あります。

A: Yamada-san no ie ni terebi ga arimasu ka.

B: Iie, arimasen.

A: Ano heya ni nani ga arimasu ka.

B: Teeburu to beddo ga arimasu.

A: Is there a television in your house, Mr. Yamada?

B: No, there isn't.

A: What is in that room?

B: There is a table and a bed.

A.「あります」 indicates the existence of inanimate things.

B. Used with 「に」 and verbs that express existence such as 「あります」, 

　N1 indicates the place where N2 is located.

C. In cases when it is understood what N1 is, 「Ｎ1に」 is sometimes

　omitted. (③④)

Explicación

③Ａ：やまださんの　いえに　テレビが　ありますか。

　Ｂ：いいえ、ありません。

④Ａ：あの　へやに　なにが　ありますか。

　Ｂ：テーブルと　ベッドが　あります。

A: Yamada-san no ie ni terebi ga arimasu ka.

B: Iie, arimasen.

A: Ano heya ni nani ga arimasu ka.

B: Teeburu to beddo ga arimasu.

A: ¿Tiene televisor en casa, Sr. Yamada?

B: No, no tengo.

A:¿Qué hay en aquel cuarto?

B: Hay una mesa y una cama.

A.「あります」 indica la existencia de cosas inanimadas.

B. Se usa con 「に」 y verbos que expresan existencia como 「あります」,

    entonces, N1 indica el lugar donde N2 está situado.

C. En los casos en los que se sobreentiende dónde es N1 a veces se omite

  「N1に」. (③④)


