
せつめい トピック５ せいかつ だい９か

2 じに 　 　 　  　 ます
-ji  ni 　　　　　　 masu

使い方

Watashi wa shichi-ji  ni okimasu.
わたしは　７じに　おきます。

基本文

I get up at seven o'clock.

構造図

I get up at six o'clock.

A: What time do you go to bed every day, Mr. Noda?

B: I go to bed at eleven o'clock.

Watashi wa roku-ji ni okimasu.

A: Noda-san wa mainichi nan-ji ni nemasu ka.

B: Juu-ichi-ji  ni nemasu.

① わたしは 　 ６時に 　 おきます。

②Ａ：のださん は 　 まいにち 　 な んじに 　 ね ます か。

　 Ｂ：１１時に 　 ね ます。

例文

じ V ます。
に

ごろ

V ますか。
なんじに

いつ

いつ何をするか言うときに使う

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

2 じに 　 　 　  　 ます
-ji  ni 　　　　　　 masu

Watashi wa shichi-ji  ni okimasu.
わたしは　７じに　おきます。

I get up at seven o'clock.

I get up at six o'clock.

A: What time do you go to bed every day, Mr. Noda?

B: I go to bed at eleven o'clock.

Watashi wa roku-ji ni okimasu.

A: Noda-san wa mainichi nan-ji ni nemasu ka.

B: Juu-ichi-ji  ni nemasu.

① わたしは 　 ６時に 　 おきます。

②Ａ：のださん は 　 まいにち 　 な んじに 　 ね ます か。

　 Ｂ：１１時に 　 ね ます。

じ V ます。
に

ごろ

V ますか。
なんじに

いつ

Used to say when one does something.

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

Use

Structure

Basic sentence

Examples
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2 じに 　 　 　  　 ます
-ji  ni 　　　　　　 masu

Watashi wa shichi-ji  ni okimasu.
わたしは　７じに　おきます。

Me levanto a las siete.

Me levanto a las seis.

A: ¿A qué hora se acuesta usted cada día, Sr. Noda?

B: Me acuesto a las once.

Watashi wa roku-ji ni okimasu.

A: Noda-san wa mainichi nan-ji ni nemasu ka.

B: Juu-ichi-ji  ni nemasu.

① わたしは 　 ６時に 　 おきます。

②Ａ：のださん は 　 まいにち 　 な んじに 　 ね ます か。

　 Ｂ：１１時に 　 ね ます。

じ V ます。
に

ごろ

V ますか。
なんじに

いつ

Se usa para indicar cuándo uno hace algo.

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos
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A.「に」は、Nが動作が起きる時であることを示す。

B. 時刻に「ごろ」がついて、だいたいの時刻を表す。「に」はつかない。

　（③④）

解説

③まいにち 　 １２時 半 ごろ 　 ね ます。

④Ａ：いつ 　 お ふろに 　 はいります か。

　 Ｂ：あさ です。８時ごろ 　 はいります。

Mainichi juu-ni-ji-han goro nemasu.

A: Itsu ofuro ni hairimasu ka.

B: Asa desu. Hachi-ji  goro hairimasu.

I go to bed at around half-past twelve every day.

A: When do you take a bath?

B: In the morning. I have a bath around eight o'clock.

A.「に」 indicates that N is the time at which an action takes place.

B.「ごろ」 indicates an approximate time. In this case, 「に」isn't used.

    (34)

③まいにち 　 １２時 半 ごろ 　 ね ます。

④Ａ：いつ 　 お ふろに 　 はいります か。

　 Ｂ：あさ です。８時ごろ 　 はいります。

Mainichi juu-ni-ji-han goro nemasu.

A: Itsu ofuro ni hairimasu ka.

B: Asa desu. Hachi-ji  goro hairimasu.

I go to bed at around half-past twelve every day.

A: When do you take a bath?

B: In the morning. I have a bath around eight o'clock.

Commentary
A.「に」 indica que N es la hora en la que algo tiene lugar.

B.「ごろ」 indica la hora aproximada. En este caso, no se usa 「に」. (③④)

③まいにち 　 １２時 半 ごろ 　 ね ます。

④Ａ：いつ 　 お ふろに 　 はいります か。

　 Ｂ：あさ です。８時ごろ 　 はいります。

Mainichi juu-ni-ji-han goro nemasu.

A: Itsu ofuro ni hairimasu ka.

B: Asa desu. Hachi-ji  goro hairimasu.

Me acuesto a eso de las doce y media cada día.

A: ¿Cuándo se baña?

B: Por la mañana. Me baño a eso de las ocho.

Explicación


