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使い方
何をしに行くか言うときに使う

Sumoo o mi ni ikimasu.
すもうを　みに　いきます。

I'll go to watch sumo wrestling.

基本文

Watashi wa bonsai-kontesuto o mi ni ikimasu.

Kooen ni shashin o tori ni ikimasu.

A: Raishuu no yasumi ni nani o shimasu ka.

B: Anime no dhiibuidhii o kai ni ikimasu.

I'll go to watch a bonsai contest.

I go to the park to take pictures.

A: What are you going to do on your next day off?

B: I'm going to buy some anime DVDs.

①わたしは　ぼんさいコンテストを　見に　いきます。

②こうえんに　しゃしんを　とりに　いきます。

③Ａ：らいしゅうの　やすみに　なにを　しますか。

　Ｂ：アニメの　ＤＶＤを　かいに　いきます。

例文

構造図

にV いきます。

を 　 　 　 　  に 　 いきます
o       　　　　 ni ikimasu

:「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
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Used when saying what one goes (will go) to do.

Sumoo o mi ni ikimasu.
I'll go to watch sumo wrestling.

Watashi wa bonsai-kontesuto o mi ni ikimasu.

Kooen ni shashin o tori ni ikimasu.

A: Raishuu no yasumi ni nani o shimasu ka.

B: Anime no dhiibuidhii o kai ni ikimasu.

I'll go to watch a bonsai contest.

I go to the park to take pictures.

A: What are you going to do on your next day off?

B: I'm going to buy some anime DVDs.

①わたしは　ぼんさいコンテストを　見に　いきます。

②こうえんに　しゃしんを　とりに　いきます。

③Ａ：らいしゅうの　やすみに　なにを　しますか。

　Ｂ：アニメの　ＤＶＤを　かいに　いきます。

にV いきます。

を 　 　 　 　  に 　 いきます
o       　　　　 ni ikimasu

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

すもうを　みに　いきます。

Uso

Oración básica

Ejemplos

Estructura
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Se usa para decir a qué va (irá) uno.

Sumoo o mi ni ikimasu.
Iré a ver un combate de sumo.

Watashi wa bonsai-kontesuto o mi ni ikimasu.

Kooen ni shashin o tori ni ikimasu.

A: Raishuu no yasumi ni nani o shimasu ka.

B: Anime no dhiibuidhii o kai ni ikimasu.

Iré a ver un concurso de bonsais.

Iré al parque para sacar fotos.

A: ¿Qué va a hacer en su próximo día libre?

B: Iré a comprar algunos DVDs de anime.

①わたしは　ぼんさいコンテストを　見に　いきます。

②こうえんに　しゃしんを　とりに　いきます。

③Ａ：らいしゅうの　やすみに　なにを　しますか。

　Ｂ：アニメの　ＤＶＤを　かいに　いきます。

にV いきます。

を 　 　 　 　  に 　 いきます
o       　　　　 ni ikimasu

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)
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すもうを　みに　いきます。



A. Vは、「行きます → 行き」のように「Vます」から「ます」をとった形。

B.「に」は、Vが移動の目的であることを示す。

解説Commentary
A. V can be made by removing 「ます」 from 「Vます」, as in 

　「行(い)きます → 行(い)き」.

B.「に」 indicates that V is the purpose of the movement one makes.

Explicación
A. Para diferenciar el V1 de la desinencia, hay que sacar 「ます」 de

  「Vます」, como 「行(い)きます → 行(い)き」.

B.「に」 indica que V es el objetivo del movimiento que uno realiza.


