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使い方
どこで何をするか言うときに使う

Uchi de eega o mimasu.
うちで　えいがを　みます。

I watch movies at home.

基本文

Uchi de hon o yomimasu.

A: Doko de ongaku o kikimasu ka.

B: Heya de ongaku o kikimasu.

I read books at home.

A: Where do you listen to music?

B: I listen to music in my room.

①うちで　ほんを　読みます。

②Ａ：どこで　おんがくを　聞きますか。

　Ｂ：へやで　おんがくを　聞きます。

例文

で 　 　 　 　  ます
de　　　　　　  masu

構造図

で VN(ばしょ) ます。
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Use

Basic sentence

Examples

Structure

3

Used when saying what one does (or will do) and where.

Uchi de eega o mimasu.
うちで　えいがを　みます。

I watch movies at home.

Uchi de hon o yomimasu.

A: Doko de ongaku o kikimasu ka.

B: Heya de ongaku o kikimasu.

I read books at home.

A: Where do you listen to music?

B: I listen to music in my room.

①うちで　ほんを　読みます。

②Ａ：どこで　おんがくを　聞きますか。

　Ｂ：へやで　おんがくを　聞きます。

で 　 　 　 　  ます
de　　　　　　  masu

で VN(Place) ます。

Uso

Oración básica

Ejemplos

Estructura

3

Se usa para contar lo que uno hace (o hará) y dónde.

Uchi de eega o mimasu.
うちで　えいがを　みます。

Miro películas en casa.

Uchi de hon o yomimasu.

A: Doko de ongaku o kikimasu ka.

B: Heya de ongaku o kikimasu.

Leo libros en casa.

A: ¿Dónde escucha música?

B: Escucho música en mi habitación.

①うちで　ほんを　読みます。

②Ａ：どこで　おんがくを　聞きますか。

　Ｂ：へやで　おんがくを　聞きます。

で 　 　 　 　  ます
de　　　　　　  masu

で VN(Lugar) ます。
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A: Doko de shashin o torimasu ka.

B: Kooen de torimasu.

A: Where will you take pictures?

B: I'll take pictures in the park.

③Ａ：どこで　しゃしんを　とりますか。

　Ｂ：こうえんで　とります。

A.「で」は、N が動作が行われる場所であることを示す。
解説

A: Doko de shashin o torimasu ka.

B: Kooen de torimasu.

A: Where will you take pictures?

B: I'll take pictures in the park.

③Ａ：どこで　しゃしんを　とりますか。

　Ｂ：こうえんで　とります。

A.「で」 indicates that N is where the action takes place.
Commentary

A: Doko de shashin o torimasu ka.

B: Kooen de torimasu.

A: ¿Dónde saca fotos?

B: Saco fotos en el parque.

③Ａ：どこで　しゃしんを　とりますか。

　Ｂ：こうえんで　とります。

A.「で」 indica que N es donde la acción tiene lugar.
Explicación


