
せつめい トピック６ やすみのひ １ だい１２か

2

使い方

Doyoobi ni konsaato ga arimasu.
どようびに　コンサートが　あります。

基本文

There is a concert on Saturday.

イベントや出来事がいつ行われるか言うときに使う

構造図

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

に　         が　あります
ni　　　　　　ga arimasu

が あります。N

が あります。

～がつ

～にち

～ようび

～じ

に N

が あります。

きょう

らいしゅう

らいげつ

らいねん

に N

が
いつ

ありますか。
なに

N
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Use

Structure

Basic sentence

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

2

Doyoobi ni konsaato ga arimasu.
どようびに　コンサートが　あります。

There is a concert on Saturday.

Used when saying when an event or happening will take place.

に　         が　あります
ni　　　　　　ga arimasu

が あります。N

が あります。

～がつ

～にち

～ようび

～じ

に N

が あります。

きょう

らいしゅう

らいげつ

らいねん

に N

が
いつ

ありますか。
なに

N

Uso

Estructura

Oración básica

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

2

Doyoobi ni konsaato ga arimasu.
どようびに　コンサートが　あります。

Hay un concierto el sábado.

Se usa para expresar cuándo un suceso o acontecimiento tendrán lugar.

に　         が　あります
ni　　　　　　ga arimasu

が あります。N

が あります。

～がつ

～にち

～ようび

～じ

に N

が あります。

きょう

らいしゅう

らいげつ

らいねん

に N

が
いつ

ありますか。
なに

N
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Hanabi-taikai ga arimasu.

Nichiyoobi ni paathii ga arimasu.

A: Itsu taiko-konsaato ga arimasu ka.

B: Shi-gatsu sanjuu-nichi ni arimasu.

A: Paathii wa itsu arimasu ka.

B: Ashita arimasu.

There is a fireworks display.

There is a party on Sunday.

A: When is the taiko drum concert?

B: It's on April 30th. 

A: When is the party?

B: It's tomorrow.

①はなびたいかいが　あります。

②日よう日に　パーティーが　あります。

③Ａ：いつ　たいこコンサートが　ありますか。

Ｂ：４月３０日に　あります。

④Ａ：パーティーは　いつ　ありますか。

　Ｂ：あした　あります。
　

例文

A.「Nがあります」の形で、できごとや行事があることを表す。

B.「に」は、Nができごとが起きる時であることを示す。

C.「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。（④）

解説

Examples

Hanabi-taikai ga arimasu.

Nichiyoobi ni paathii ga arimasu.

A: Itsu taiko-konsaato ga arimasu ka.

B: Shi-gatsu sanjuu-nichi ni arimasu.

A: Paathii wa itsu arimasu ka.

B: Ashita arimasu.

There is a fireworks display.

There is a party on Sunday.

A: When is the taiko drum concert?

B: It's on April 30th. 

A: When is the party?

B: It's tomorrow.

①はなびたいかいが　あります。

②日よう日に　パーティーが　あります。

③Ａ：いつ　たいこコンサートが　ありますか。

Ｂ：４月３０日に　あります。

④Ａ：パーティーは　いつ　ありますか。

　Ｂ：あした　あります。
　

A.「Nがあります」 indicates that an event or happening will take place.

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

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

　「あした」 or the interrogative 「いつ」. (④)

Commentary

Ejemplos

Hanabi-taikai ga arimasu.

Nichiyoobi ni paathii ga arimasu.

A: Itsu taiko-konsaato ga arimasu ka.

B: Shi-gatsu sanjuu-nichi ni arimasu.

A: Paathii wa itsu arimasu ka.

B: Ashita arimasu.

Hay un espectáculo de fuegos artificiales.

Hay una fiesta el domingo.

A: ¿Cuándo es el concierto de tambores taiko?

B: Es el día 30 de abril.

A: ¿Cuándo es la fiesta?

B: Es mañana.

①はなびたいかいが　あります。

②日よう日に　パーティーが　あります。

③Ａ：いつ　たいこコンサートが　ありますか。

Ｂ：４月３０日に　あります。

④Ａ：パーティーは　いつ　ありますか。

　Ｂ：あした　あります。
　

A.「Nがあります」 indica que un suceso o acontecimiento van a tener lugar.

B.「に」 indica que N es el período de tiempo durante el cual se celebra un

    evento.

C.「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」. (④)

Explicación


