
せつめい トピック７ まち だい１３か

1

使い方
どこからどこまでどうやって行くか言うときに使う

Uchi kara eki made basu de ikimasu.
うちから　えきまで　バスで　いきます。

I take a bus from my home to the station.

基本文

Sakura-eki kara Fuji-eki made chikatetsu de ikimasu.

Gakkoo made jitensha de ikimasu.

I take the subway from Sakura Station to Fuji Station.

I go to school by bicycle.

①さくらえきから　ふじえきまで　ちかてつで　いきます。

②がっこうまで　じてんしゃで　いきます。

例文

から　　　　 まで　         で　          ます
kara 　　　　　 made 　　　　　 de 　　　　　 masu

構造図

いきます。N(ばしょ)
から

まで

いきます。
N(のりもの) で

あるいて

いきますか。どうやって
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Use

Structure

Basic sentence

Examples

1

Used when saying how one gets from somewhere to another place.

Uchi kara eki made basu de ikimasu.
うちから　えきまで　バスで　いきます。

I take a bus from my home to the station.

Sakura-eki kara Fuji-eki made chikatetsu de ikimasu.

Gakkoo made jitensha de ikimasu.

I take the subway from Sakura Station to Fuji Station.

I go to school by bicycle.

①さくらえきから　ふじえきまで　ちかてつで　いきます。

②がっこうまで　じてんしゃで　いきます。

から　　　　 まで　         で　          ます
kara 　　　　　 made 　　　　　 de 　　　　　 masu

いきます。N(Place)
から

まで

いきます。
で

あるいて

いきますか。どうやって

N2(Vehicle)
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Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

1

Se usa para decir cómo se va de un lugar a otro.

Uchi kara eki made basu de ikimasu.
うちから　えきまで　バスで　いきます。

De casa a la estación, voy en autobús.

Sakura-eki kara Fuji-eki made chikatetsu de ikimasu.

Gakkoo made jitensha de ikimasu.

De la estación de Sakura a la estación de Fuji, voy en metro.

Voy a la escuela en bicicleta.

①さくらえきから　ふじえきまで　ちかてつで　いきます。

②がっこうまで　じてんしゃで　いきます。

から　　　　 まで　         で　          ます
kara 　　　　　 made 　　　　　 de 　　　　　 masu

いきます。N(Lugar)
から

まで

いきます。
で

あるいて

いきますか。どうやって

N2
(Medio de locomoción)



A: Fuji-eki kara doo yatte ikimasu ka.

B: Aruite ikimasu.

A: Koko kara Tookyoo-eki made ikura desu ka.

B: Nihyaku-juu-en desu.

Fuji-Hoteru made onegaishimasu.

A: How do you get there from Fuji Station?

B: I walk.

A: How much does it cost to go from here to Tokyo Station?

B: 210 yen.

Take me to Fuji Hotel, please.

③Ａ：ふじえきから　どうやって　いきますか。

　Ｂ：あるいて　いきます。

④Ａ：ここから　とうきょうえきまで　いくらですか。

　Ｂ：210えんです。

⑤ふじホテルまで　おねがいします。

A.「から」は、Nが位置を表すことばの場合、Nが区間、範囲の始まりで

　あることを示す。

B.「まで」は、Nが位置を表すことばの場合、Nが区間、範囲の終わりである

　ことを示す。

C.「で」は、交通の手段を示す。

解説Commentary

A: Fuji-eki kara doo yatte ikimasu ka.

B: Aruite ikimasu.

A: Koko kara Tookyoo-eki made ikura desu ka.

B: Nihyaku-juu-en desu.

Fuji-Hoteru made onegaishimasu.

A: How do you get there from Fuji Station?

B: I walk.

A: How much does it cost to go from here to Tokyo Station?

B: 210 yen.

Take me to Fuji Hotel, please.

③Ａ：ふじえきから　どうやって　いきますか。

　Ｂ：あるいて　いきます。

④Ａ：ここから　とうきょうえきまで　いくらですか。

　Ｂ：210えんです。

⑤ふじホテルまで　おねがいします。

A.「から」 indicates that N is the beginning of the range if N is a word 

　that expresses location.

B.「まで」 indicates that N is the end of the range if N is a word that 

　expresses location.

C.「で」 indicates a form of transport.

Explicación

A: Fuji-eki kara doo yatte ikimasu ka.

B: Aruite ikimasu.

A: Koko kara Tookyoo-eki made ikura desu ka.

B: Nihyaku-juu-en desu.

Fuji-Hoteru made onegaishimasu.

A: ¿Cómo va desde la estación de Fuji?

B: Voy a pie.

A: ¿Cuánto cuesta ir desde aquí hasta la estación de Tokio?

B: 210 yenes.

Lléveme al Hotel Fuji, por favor.

③Ａ：ふじえきから　どうやって　いきますか。

　Ｂ：あるいて　いきます。

④Ａ：ここから　とうきょうえきまで　いくらですか。

　Ｂ：210えんです。

⑤ふじホテルまで　おねがいします。

A.「から」 indica que N es el principio de una serie de lugares si N es una

    palabra que expresa lugar.

B.「まで」 indica que N es el final de una serie de lugares si N es una

    palabra que expresa lugar.

C.「で」 indica un medio de transporte.


