
せつめい トピック７ まち だい１４か

4

使い方
どこにあるか、どこにいるかをたずねたり、説明したりするときに使う

Kissaten wa eki no tonari ni arimasu.

Watashi wa kissaten no mae ni imasu.

きっさてんは　えきの　となりに　あります。

わたしは　きっさてんの　まえに　います。

The coffee shop is next to the station.

I'm in front of the coffee shop.

基本文

構造図

はN1 N2

まえ

うしろ

なか

となり

ちかく

の

に

には

あります。

います。

ありません。

いません。

はN1 どこ に
ありますか。
いますか。

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの

は　　　　　の　　　　　に　あります／います
wa 　　　　　 no 　　　　　  ni arimasu／imasu

Grammar Notes Topic7 Towns Lesson 14

Use

Basic sentence

Structure

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

4

Used when explaining or asking about the location of something.

はN1 N2

まえ

うしろ

なか

となり

ちかく

の

に

には

あります。

います。

ありません。

いません。

はN1 どこ に

は　　　　　の　　　　　に　あります／います
wa 　　　　　 no 　　　　　  ni arimasu／imasu

ありますか。
いますか。

Kissaten wa eki no tonari ni arimasu.

Watashi wa kissaten no mae ni imasu.

The coffee shop is next to the station.

I'm in front of the coffee shop.

きっさてんは　えきの　となりに　あります。

わたしは　きっさてんの　まえに　います。

Uso

Oración básica

Estructura

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

4

Se usa cuando se explica o pregunta sobre la localización de algo o alguien.

Kissaten wa eki no tonari ni arimasu.

はN1 N2

まえ

うしろ

なか

となり

ちかく

の

に

には

あります。

います。

ありません。

いません。

はN1 どこ に

は　　　　　の　　　　　に　あります／います
wa 　　　　　 no 　　　　　  ni arimasu／imasu

ありますか。
いますか。

Explicación gramatical Tema 7 La ciudad Lección 14

Kissaten wa eki no tonari ni arimasu.

Watashi wa kissaten no mae ni imasu.

La cafetería está al lado de la estación.

Estoy delante de la cafetería.

きっさてんは　えきの　となりに　あります。

わたしは　きっさてんの　まえに　います。



Ginkoo wa depaato no chikaku ni arimasu.

Watashi wa ginkoo no mae ni imasu.

A: Sobaya wa hoteru no naka ni arimasu ka.

B: Iie, hoteru no naka ni wa arimasen.

A: Ima doko ni imasu ka.

B: Depaato no naka ni imasu.

The bank is near the department store.

I'm in front of the bank.

A: Is there a soba noodle shop in the hotel?

B: No, there isn't one in the hotel.

A: Where are you now?

B: I'm in the department store.

①ぎんこうは　デパートの　ちかくに　あります。

②わたしは　ぎんこうの　まえに　います。

③Ａ：そばやは　ホテルの　なかに　ありますか。

　Ｂ：いいえ、ホテルの　なかには　ありません。

④Ａ：いま　どこに　いますか。

　Ｂ：デパートの　なかに　います。

A. N1が何であるかわかっている場合は、「N1は」を省略することがある。

　（③④）

解説

例文

Ginkoo wa depaato no chikaku ni arimasu.

Watashi wa ginkoo no mae ni imasu.

A: Sobaya wa hoteru no naka ni arimasu ka.

B: Iie, hoteru no naka ni wa arimasen.

A: Ima doko ni imasu ka.

B: Depaato no naka ni imasu.

The bank is near the department store.

I'm in front of the bank.

A: Is there a soba noodle shop in the hotel?

B: No, there isn't one in the hotel.

A: Where are you now?

B: I'm in the department store.

①ぎんこうは　デパートの　ちかくに　あります。

②わたしは　ぎんこうの　まえに　います。

③Ａ：そばやは　ホテルの　なかに　ありますか。

　Ｂ：いいえ、ホテルの　なかには　ありません。

④Ａ：いま　どこに　いますか。

　Ｂ：デパートの　なかに　います。

A. In cases where it is understood what N1 is, 「Ｎ１は」 is sometimes

　omitted. (③④)

Commentary

Examples

Ginkoo wa depaato no chikaku ni arimasu.

Watashi wa ginkoo no mae ni imasu.

A: Sobaya wa hoteru no naka ni arimasu ka.

B: Iie, hoteru no naka ni wa arimasen.

A: Ima doko ni imasu ka.

B: Depaato no naka ni imasu.

El banco está cerca de los grandes almacenes.

Estoy delante del banco.

A: ¿Hay algún restaurante de fideos soba en el hotel?

B: No, no hay ninguno en el hotel.

A: ¿Dónde está ahora?

B: Estoy en los grandes almacenes.

①ぎんこうは　デパートの　ちかくに　あります。

②わたしは　ぎんこうの　まえに　います。

③Ａ：そばやは　ホテルの　なかに　ありますか。

　Ｂ：いいえ、ホテルの　なかには　ありません。

④Ａ：いま　どこに　いますか。

　Ｂ：デパートの　なかに　います。

A. En los casos en los que se sobreentiende de qué se trata N1, 「N1は」

    a veces se omite. (③④)

Explicación

Ejemplos


