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使い方
動作を行う頻度を言うときに使う

Tokidoki kaimono o shimasu.
ときどき　かいものを　します。

I sometimes go shopping.

基本文

Tokidoki eega o mimasu.

Hon wa amari yomimasen.

I sometimes watch movies.

I don't read books very often.

①ときどき　えいがを　見ます。

②ほんは　あまり　読みません。

例文

ときどき 　         ます
Tokidoki                    masu

構造図
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4

Used when talking about how frequently one does a particular action.

Tokidoki kaimono o shimasu.
ときどき　かいものを　します。

I sometimes go shopping.

Tokidoki eega o mimasu.

Hon wa amari yomimasen.

I sometimes watch movies.

I don't read books very often.

①ときどき　えいがを　見ます。

②ほんは　あまり　読みません。

ときどき 　         ます
Tokidoki                    masu
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Use

Basic sentence

Examples

Structure

4

Se usa cuando se habla sobre la frecuencia con la que se realiza una acción
determinada.

Tokidoki kaimono o shimasu.
ときどき　かいものを　します。

A veces voy de compras.

Tokidoki eega o mimasu.

Hon wa amari yomimasen.

A veces miro películas.

No leo muy a menudo.

①ときどき　えいがを　見ます。

②ほんは　あまり　読みません。

ときどき 　         ます
Tokidoki                    masu
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Uso

Oración básica

Ejemplos

Estructura

Explicación gramatical Tema 6 Los días libres1 Lección 11



A: Kimura-san, yasumi no hi ni nani o shimasu ka.

B: Soto de yoku shashin o torimasu.

A: Yasumi no hi ni supootsu o shimasu ka.

B: Iie, supootsu wa zenzen shimasen.

A: Mr. Kimura, what do you do on your days off?

B: I often take pictures outside.

A: Do you play sports on your days off?

B: No, I don't play sports at all.

③Ａ：きむらさん、やすみの　日に　なにを　しますか。

　
　Ｂ：そとで　よく　しゃしんを　とります。

④Ａ：やすみの　日に　スポーツを　しますか。

 Ｂ：いいえ、スポーツは　ぜんぜん　しません。

A.「ときどきＶます」で、ある間隔をおいて繰り返し起こるさまを示す。

　「ぜんぜんVません」で、まったく起こらないさまを示す。

B.「よく」「ときどき」の場合は肯定形（Ｖます）、「あまり」「ぜんぜん」

　の場合は否定形（Ｖません）を用いる。

解説

A: Kimura-san, yasumi no hi ni nani o shimasu ka.

B: Soto de yoku shashin o torimasu.

A: Yasumi no hi ni supootsu o shimasu ka.

B: Iie, supootsu wa zenzen shimasen.

A: Mr. Kimura, what do you do on your days off?

B: I often take pictures outside.

A: Do you play sports on your days off?

B: No, I don't play sports at all.

③Ａ：きむらさん、やすみの　日に　なにを　しますか。

　
　Ｂ：そとで　よく　しゃしんを　とります。

④Ａ：やすみの　日に　スポーツを　しますか。

 Ｂ：いいえ、スポーツは　ぜんぜん　しません。

A. The pattern 「ときどきＶます」 indicates that something happens 

   repeatedly at intervals.「ぜんぜんVません」 indicates that something

   never happens at all.

B.「よく」 and 「ときどき」 are used with affirmatives (Ｖます), whereas 

  「あまり」 and 「ぜんぜん」 are used with negatives (Ｖません).

Commentary

A: Kimura-san, yasumi no hi ni nani o shimasu ka.

B: Soto de yoku shashin o torimasu.

A: Yasumi no hi ni supootsu o shimasu ka.

B: Iie, supootsu wa zenzen shimasen.

  A: Sr. Kimura, ¿qué hace en sus días libres?

B: A menudo salgo para sacar fotos.

A: ¿Practica algún deporte en sus días libres?

B: No, nunca hago deporte.

③Ａ：きむらさん、やすみの　日に　なにを　しますか。

　
　Ｂ：そとで　よく　しゃしんを　とります。

④Ａ：やすみの　日に　スポーツを　しますか。

 Ｂ：いいえ、スポーツは　ぜんぜん　しません。

A. La estructura 「ときどきVます」 indica que algo ocurre repetidamente a

    intervalos. 「ぜんぜんVません」 indica que algo nunca ocurre.

B.「よく」 y 「ときどき」 se usan con oraciones afirmativas (Vます),

    mientras que 「あまり」 y 「ぜんぜん」 se usan con oraciones negativas

    (Vません).

Explicación


