
せつめい トピック６ やすみのひ １ だい１２か
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使い方
イベントや出来事がどこで行われるか言うときに使う

Kokusai-Hooru de eega ga arimasu.
こくさいホールで　えいがが　あります。

There is a movie showing at the Kokusai Hall.

基本文

JF-Supootsu-Sentaa de kendoo ga arimasu.

Minato-Machi de Gooruden-Uiiku ni iroirona ibento ga arimasu.

There's kendo at the JF sports center.

There are various events held in Minato-Machi during Golden Week.

①ＪＦスポーツセンターで　けんどうが　あります。

②みなとまちで　ゴールデンウィークに　いろいろな　
　イベントが　あります。

例文

で 　         が 　 あります
de                 ga arimasu

構造図

で がN1(ばしょ) N2(できごと・
ぎょうじ) あります。

で がどこ N2(できごと・
ぎょうじ) ありますか。

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの
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Use

Basic sentence

Examples

Structure

3

Used when saying where an event or happening takes (will take) place.

Kokusai-Hooru de eega ga arimasu.
こくさいホールで　えいがが　あります。

There is a movie showing at the Kokusai Hall.

JF-Supootsu-Sentaa de kendoo ga arimasu.

Minato-Machi de Gooruden-Uiiku ni iroirona ibento ga arimasu.

There's kendo at the JF sports center.

There are various events held in Minato-Machi during Golden Week.

①ＪＦスポーツセンターで　けんどうが　あります。

②みなとまちで　ゴールデンウィークに　いろいろな　
　イベントが　あります。

で 　         が 　 あります
de                 ga arimasu

で がN1(Place)
N2(Happening/

Event)
あります。

で がどこ N2(Happening/
Event) ありますか。

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

Uso

Oración básica

Ejemplos

Estructura

3

Se usa para expresar dónde tiene (tendrá) lugar un suceso o
acontecimiento.

Kokusai-Hooru de eega ga arimasu.
こくさいホールで　えいがが　あります。

Ponen una película en el Kokusai Hall.

JF-Supootsu-Sentaa de kendoo ga arimasu.

Minato-Machi de Gooruden-Uiiku ni iroirona ibento ga arimasu.

Hacen kendo en el centro deportivo JF.

Se celebrarán diversos eventos en Minato-Machi durante el Golden Week.

①ＪＦスポーツセンターで　けんどうが　あります。

②みなとまちで　ゴールデンウィークに　いろいろな　
　イベントが　あります。

で 　         が 　 あります
de                 ga arimasu

で がN1(Lugar)
N2

(Acontecimiento/
Suceso)

N2
(Acontecimiento/

Suceso)

あります。

で がどこ ありますか。

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)
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A: Doko de taiko-konsaato ga arimasu ka.

B: Kokusai-Hooru de arimasu.

A: Itsu arimasu ka.

B: Shi-gatsu sanjuu-nichi ni arimasu.

A: Go-gatsu yokka ni nani ga arimasu ka.

B: Minato-Paaku de dansu-kontesuto ga arimasu.

A: Where is there a taiko drum concert?

B: There's one at Kokusai Hall.

A: When is it?

B: It's on April 30th. 

A: What's on May 4th?

B: There's a dance contest in Minato Park.

③Ａ：どこで　たいこコンサートが　ありますか。

　Ｂ：こくさいホールで　あります。

　Ａ：いつ　ありますか。

　Ｂ：４月３０日に　あります。

④Ａ：５月４日に　なにが　ありますか。

　Ｂ：みなとパークで　ダンスコンテストが　あります。

A. できごとや行事の場所を示すとき、「に」ではなく「で」が使われる。
解説Commentary

A: Doko de taiko-konsaato ga arimasu ka.

B: Kokusai-Hooru de arimasu.

A: Itsu arimasu ka.

B: Shi-gatsu sanjuu-nichi ni arimasu.

A: Go-gatsu yokka ni nani ga arimasu ka.

B: Minato-Paaku de dansu-kontesuto ga arimasu.

A: Where is there a taiko drum concert?

B: There's one at Kokusai Hall.

A: When is it?

B: It's on April 30th. 

A: What's on May 4th?

B: There's a dance contest in Minato Park.

③Ａ：どこで　たいこコンサートが　ありますか。

　Ｂ：こくさいホールで　あります。

　Ａ：いつ　ありますか。

　Ｂ：４月３０日に　あります。

④Ａ：５月４日に　なにが　ありますか。

　Ｂ：みなとパークで　ダンスコンテストが　あります。

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

　In this case, 「で」 is used to indicate the place the event took place, 

　rather than 「に」.

Explicación

A: Doko de taiko-konsaato ga arimasu ka.

B: Kokusai-Hooru de arimasu.

A: Itsu arimasu ka.

B: Shi-gatsu sanjuu-nichi ni arimasu.

A: Go-gatsu yokka ni nani ga arimasu ka.

B: Minato-Paaku de dansu-kontesuto ga arimasu.

A: ¿Dónde hacen el concierto de tambores taiko?

B: Hacen el concierto en el Kokusai Hall.

A: ¿Cuándo es?

B: Es el 30 de abril.

A: ¿Qué hacen el 4 de mayo?

B: Hay un concurso de baile en Minato Park.

③Ａ：どこで　たいこコンサートが　ありますか。

　Ｂ：こくさいホールで　あります。

　Ａ：いつ　ありますか。

　Ｂ：４月３０日に　あります。

④Ａ：５月４日に　なにが　ありますか。

　Ｂ：みなとパークで　ダンスコンテストが　あります。

A.「Nがあります」 indica que un suceso o acontecimiento tiene lugar. En

    este caso 「で」 en vez de 「に」 indica el lugar donde tiene lugar.


