
せつめい トピック４ いえ だい７か

2 に　          が　います
ni 　　　　　　ga imasu

構造図

使い方

Ie ni neko ga imasu.
いえに　ねこが　います。

There is a cat at home.

基本文

N1
(ばしょ) に

N1
(ばしょ) に

N2
(いきもの)

が

は

います。

いますせん。

だれ
(ひと) ますか。が

There is a dog in my house.

There isn't a student in that room. 
(There aren't any students in that room.)

Watashi no ie ni inu ga imasu.

Ano heya ni gakusee wa imasen.

①わたしの　いえに　いぬが　います。

②あの　へやに　がくせいは　いません。

例文

ある場所に誰がいるかたずねたり、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

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

2 に　          が　います
ni 　　　　　　ga imasu

Ie ni neko ga imasu.
いえに　ねこが　います。

There is a cat at home.

N1
(Place)

N1
(Place)

に

に

N2
(Living  
creature)

が

は

います。

いますせん。

だれ
(Person) ますか。が

There is a dog in my house.

There isn't a student in that room. 
(There aren't any students in that room.)

Watashi no ie ni inu ga imasu.

Ano heya ni gakusee wa imasen.

①わたしの　いえに　いぬが　います。

②あの　へやに　がくせいは　いません。

Used when asking/explaining who (or what) is in a certain place.
Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

2 に　          が　います
ni 　　　　　　ga imasu

Ie ni neko ga imasu.
いえに　ねこが　います。

Hay un gato en casa.

N1
(Lugar)

N1
(Lugar)

に

に

N2
(Ser vivo)

が

は

います。

いますせん。

だれ
(Persona) ますか。が

Hay un perro en mi casa.

No hay ningún estudiante en aquella sala.

Watashi no ie ni inu ga imasu.

Ano heya ni gakusee wa imasen.

①わたしの　いえに　いぬが　います。

②あの　へやに　がくせいは　いません。

Se usa para preguntar o explicar el lugar donde hay alguien o algo.
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A: Is there a cat in the teacher's house?
(Teacher, do you have a cat at home?)

B: No, there isn't. (No, I don't.)

A: Who is in room 301?

B: There is a male student there.

A: Sensee no uchi ni neko ga imasu ka.

B: Iie, imasen.

A: San-zero-ichi no heya ni dare ga imasu ka.

B: Otoko no gakusee ga imasu.

③Ａ：せんせいの　うちに　ねこが　いますか。

　　Ｂ：いいえ、いません。

④Ａ：３０１の　へやに　だれが　いますか。

　Ｂ：おとこの　がくせいが　います。

A.「います」は生きものの存在を表す。

B.「に」は、「います」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

A: Is there a cat in the teacher's house?
(Teacher, do you have a cat at home?)

B: No, there isn't. (No, I don't.)

A: Who is in room 301?

B: There is a male student there.

A: Sensee no uchi ni neko ga imasu ka.

B: Iie, imasen.

A: San-zero-ichi no heya ni dare ga imasu ka.

B: Otoko no gakusee ga imasu.

③Ａ：せんせいの　うちに　ねこが　いますか。

　　Ｂ：いいえ、いません。

④Ａ：３０１の　へやに　だれが　いますか。

　Ｂ：おとこの　がくせいが　います。

A.「います」 indicates the existence of living creatures.

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

    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

A: Profesor, ¿hay gatos en su casa?
 

B: No, no tengo gatos.

A: ¿Quién hay en la sala 301?

B: Hay un estudiante.

A: Sensee no uchi ni neko ga imasu ka.

B: Iie, imasen.

A: San-zero-ichi no heya ni dare ga imasu ka.

B: Otoko no gakusee ga imasu.

③Ａ：せんせいの　うちに　ねこが　いますか。

　　Ｂ：いいえ、いません。

④Ａ：３０１の　へやに　だれが　いますか。

　Ｂ：おとこの　がくせいが　います。

A.「います」 indica la existencia de seres vivos.

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

    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)


