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2

使い方

Eki de densha ni norimasu.
えきで　でんしゃに　のります。

基本文

I get on the train at the station.

どこで乗り物に乗ったり降りたりす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

Watashi wa Midori-eki de chikatetsu ni norimasu.

Koobe de fune o orimasu.

A: Doko de densha ni norimasu ka.

B: Sakura-eki de norimasu.

I get on the subway at Midori Station.

I get off the ship at Kobe.

A: Where do you get on the train?

B: I get on at Sakura Station.

①わたしは　みどりえきで　ちかてつに　のります。

②こうべで　ふねを　おります。

③Ａ：どこで　でんしゃに　のりますか。

　Ｂ：さくらえきで　のります。

例文

で　　　　　に　のります
de 　　　　　  ni norimasu

に

を

のります。

おります。
N1(ばしょ) で N2(のりもの)

Grammar Notes Topic7 Towns Lesson 13

Use

Structure

Basic sentence

Examples

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

2

Eki de densha ni norimasu.
えきで　でんしゃに　のります。

I get on the train at the station.

Used when saying where one gets on or gets off a vehicle/mode of 
transport.

Watashi wa Midori-eki de chikatetsu ni norimasu.

Koobe de fune o orimasu.

A: Doko de densha ni norimasu ka.

B: Sakura-eki de norimasu.

I get on the subway at Midori Station.

I get off the ship at Kobe.

A: Where do you get on the train?

B: I get on at Sakura Station.

①わたしは　みどりえきで　ちかてつに　のります。

②こうべで　ふねを　おります。

③Ａ：どこで　でんしゃに　のりますか。

　Ｂ：さくらえきで　のります。

で　　　　　に　のります
de 　　　　　  ni norimasu

に

を

のります。

おります。
N1(Place) で N2(Vehicle)

Uso

Estructura

Oración básica

Examples

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

2

Eki de densha ni norimasu.
えきで　でんしゃに　のります。

Tomo el tren en la estación.

Se usa cuando uno dice dónde toma o baja de un medio de transporte.

Watashi wa Midori-eki de chikatetsu ni norimasu.

Koobe de fune o orimasu.

A: Doko de densha ni norimasu ka.

B: Sakura-eki de norimasu.

Tomo el metro en la estación de Midori.

Bajo del barco en Kobe.

A: ¿Dónde toma el tren?

B: Lo tomo en la estación de Sakura.

①わたしは　みどりえきで　ちかてつに　のります。

②こうべで　ふねを　おります。

③Ａ：どこで　でんしゃに　のりますか。

　Ｂ：さくらえきで　のります。

で　　　　　に　のります
de 　　　　　  ni norimasu

に

を

のります。

おります。
N1(Lugar) で N2

(Medio de locomoción)
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A: Doko de basu o orimasu ka.

B: Kuukoo-eki de orimasu.

A: Where do you get off the bus?

B: I get off at Kuko Station.

④Ａ：どこで　バスを　おりますか。

　Ｂ：くうこうえきで　おります。

A.「N2に　のります」は、N2が乗る乗り物であることを示す。

B.「N2を　おります」は、N2が降りる乗り物であることを示す。

解説Commentary

A: Doko de basu o orimasu ka.

B: Kuukoo-eki de orimasu.

A: Where do you get off the bus?

B: I get off at Kuko Station.

④Ａ：どこで　バスを　おりますか。

　Ｂ：くうこうえきで　おります。

A. In 「N2に　のります」, N2 indicates the mode of transport one gets on.

B. In 「N2を　おります」, N2 indicates the mode of transport one gets 

　off/alights.

Explicación

A: Doko de basu o orimasu ka.

B: Kuukoo-eki de orimasu.

A: ¿Dónde baja del autobús?

B: Bajo en la estación de Kuko.

④Ａ：どこで　バスを　おりますか。

　Ｂ：くうこうえきで　おります。

A. En 「N2に のります」, N2 indica el medio de transporte que uno toma.

B. En 「N2を おります」, N2 indica el medio de transporte del que uno

    baja.


