
せつめい トピック６ やすみのひ １ だい１２か

1

使い方
いつ何をするかを言うときに使う

Ichi-gatsu ni Sapporo ni ikimasu.
１がつに　さっぽろに　いきます。

I'll go to Sapporo in January.

基本文

に　　　　　ます
ni　　　　　　 masu

構造図

ます。

～がつ

～にち

～ようび

～じ

に V

ます。

きょう

らいしゅう

らいげつ

らいねん

に V

V ますか。いつ

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

Grammar Notes Topic6 Holidays and Days off 1 Lesson 12

Use

Structure

Basic sentence

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

1

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

Ichi-gatsu ni Sapporo ni ikimasu.
I'll go to Sapporo in January.

に　　　　　ます
ni　　　　　　 masu

ます。

～がつ

～にち

～ようび

～じ

に V

ます。

きょう

らいしゅう

らいげつ

らいねん

に V

V ますか。いつ

１がつに　さっぽろに　いきます。

Explicación gramatical Tema 6 Los días libres 1 Lección 12

Uso

Estructura

Oración básica

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

1

Se usa para expresar lo que uno hace (o hará) y cuándo lo hace.

Ichi-gatsu ni Sapporo ni ikimasu.
Iré a Sapporo en enero.

に　　　　　ます
ni　　　　　　 masu

ます。

～がつ

～にち

～ようび

～じ

に V

ます。

きょう

らいしゅう

らいげつ

らいねん

に V

V ますか。いつ

１がつに　さっぽろに　いきます。



Nichiyoobi ni paathii ni ikimasu.

A: Itsu Tookyoo ni ikimasu ka.

B: San-gatsu ni ikimasu.

A: Itsu eega o mimasu ka.

B: Raishuu mimasu.

I'll go to the party on Sunday.

A: When will you go to Tokyo?

B: I'll go there in March.

A: When will you watch the movie?

B: I'll watch the movie next week.

①日よう日に　パーティーに　いきます。

②Ａ：いつ　とうきょうに　いきますか。

　Ｂ：３月に　いきます。

③Ａ：いつ　えいがを　見ますか。

　Ｂ：らいしゅう　見ます。

例文

A.「に」は、Nができごとが起きる時であることを示す。

B.「今」「きのう」「きょう」「あした」などと疑問詞「いつ」の後には、

　「に」をつけられない。（③）

解説

Examples

Commentary

Nichiyoobi ni paathii ni ikimasu.

A: Itsu Tookyoo ni ikimasu ka.

B: San-gatsu ni ikimasu.

A: Itsu eega o mimasu ka.

B: Raishuu mimasu.

I'll go to the party on Sunday.

A: When will you go to Tokyo?

B: I'll go there in March.

A: When will you watch the movie?

B: I'll watch the movie next week.

①日よう日に　パーティーに　いきます。

②Ａ：いつ　とうきょうに　いきますか。

　Ｂ：３月に　いきます。

③Ａ：いつ　えいがを　見ますか。

　Ｂ：らいしゅう　見ます。

A.「に」 indicates that N is the time an event takes place.

B.「に」 cannot be preceded by words like 「今(いま)」「きのう」「きょう」

　「あした」 or the interrogative 「いつ」. (③)

Ejemplos

Explicación

Nichiyoobi ni paathii ni ikimasu.

A: Itsu Tookyoo ni ikimasu ka.

B: San-gatsu ni ikimasu.

A: Itsu eega o mimasu ka.

B: Raishuu mimasu.

Iré a la fiesta el domingo.

A: ¿Cuándo irá a Tokio?

B: Iré en marzo.

A: ¿Cuándo mirará la película?

B: Miraré la película la próxima semana.

①日よう日に　パーティーに　いきます。

②Ａ：いつ　とうきょうに　いきますか。

　Ｂ：３月に　いきます。

③Ａ：いつ　えいがを　見ますか。

　Ｂ：らいしゅう　見ます。

A.「に」 indica que N es el tiempo en el que un suceso tiene lugar.

B.「に」 no puede ir precedido por marcadores temporales como 「今(いま)」

  「きのう」「きょう」「あした」 ni por el interrogativo 「いつ」. (③)


