
せつめい トピック４ いえ だい８か

1 は 　 　 　 　  の          です
wa 　　　　　  no                desu

使い方

Ningyoo wa tana no ue desu.
にんぎょうは　たなの　うえです。

基本文

The doll is on the shelf.

N2はN1

うえ

した

なか

よこ

の です。

構造図

The book is on the shelf.

The toilet is in front of the bath.

Hon wa tana no ue desu.

Toire wa ofuro no mae desu.

①ほ ん は 　 た なの 　 うえです。

②ト イレ は 　 お ふろの 　 まえです。

例文

どこはN1 ですか。

ものの位置を言うときに使う
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Use

Structure

Basic sentence

Examples

1 は 　 　 　 　  の          です
wa 　　　　　  no                desu

Ningyoo wa tana no ue desu.
The doll is on the shelf.

N2はN1

うえ

した

なか

よこ

の です。

The book is on the shelf.

The toilet is in front of the bath.

Hon wa tana no ue desu.

Toire wa ofuro no mae desu.

①ほ ん は 　 た なの 　 うえです。

②ト イレ は 　 お ふろの 　 まえです。

どこはN1 ですか。

Used to indicate the location of something.

にんぎょうは　たなの　うえです。

Explicación gramatical Tema 4 Vivienda Lección 8

Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

1 は 　 　 　 　  の          です
wa 　　　　　  no                desu

Ningyoo wa tana no ue desu.
La muñeca está en el estante.

N2はN1

うえ

した

なか

よこ

の です。

El libro está en el estante.

El servicio está delante de cuarto de baño.

Hon wa tana no ue desu.

Toire wa ofuro no mae desu.

①ほ ん は 　 た なの 　 うえです。

②ト イレ は 　 お ふろの 　 まえです。

どこはN1 ですか。

Se usa para indicar la ubicación de algo.

にんぎょうは　たなの　うえです。



③にほんの　ちゃわんは　はこの　なかです。

④Ａ：いぬは　どこですか。

　Ｂ：ベッドの　したです。

Nihon no chawan wa hako no naka desu.

A: Inu wa doko desu ka.

B: Beddo no shita desu.

The Japanese bowl is in the box.

A: Where is the dog?

B: It's under the bed.

A.「N2の～」でＮ２を基点とした位置を表す。

B. N1が何かわかっている場合は、「N1は」を省略することがある。（④）

解説Commentary

③にほんの　ちゃわんは　はこの　なかです。

④Ａ：いぬは　どこですか。

　Ｂ：ベッドの　したです。

Nihon no chawan wa hako no naka desu.

A: Inu wa doko desu ka.

B: Beddo no shita desu.

The Japanese bowl is in the box.

A: Where is the dog?

B: It's under the bed.

A.「N2の～」 indicates the position of something with N2 as a starting point.

B. In cases when it is understood what N1 is, 「Ｎ1は」 is sometimes 

　omitted. (④)

Explicación

③にほんの　ちゃわんは　はこの　なかです。

④Ａ：いぬは　どこですか。

　Ｂ：ベッドの　したです。

Nihon no chawan wa hako no naka desu.

A: Inu wa doko desu ka.

B: Beddo no shita desu.

El bol japonés está en la caja.

A: ¿Dónde está el perro?

B: Está debajo de la cama.

A.「N2の~」 indica la posición de algo tomando N2 como punto de partida.

B. Cuando se sobreentiende qué es N1, a veces se omite 「N1は」. (④)


