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４ けしゴムは いくらですか。 11 いまに おうさんが います。
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Quando é o seu aniversário? Por favor, abra a janela.
６ たんじょうびは いつですか。 13 まどを あけてください。

Aonde você vai?
７ どこへ いきますか。

ねん くみ なまえ



Eu sou a Sayuri
１．わたしは さゆりです。

Sayuri
Eu sou さゆり

１． わたしは japonesa さゆり

にほんじん です。

aluna
せいと

Você é o Alex? たくや

２． あなたは アレックスさんですか？

Sim, sou o Alex.
はい、 アレックスです。 アレックス

Não, não sou o Alex. Sou o Takuya.
いいえ、 アレックスでは ありません。たくやです。

Quem é aquela pessoa?
３． あのひとは だれですか。

(Quem))
（どなた)

Aquela pessoa é a Lin da China.
あの ひとは ちゅうごくの リンさんです。

Apresentação
＜じこしょうかい＞

Felipe Muito prazer
フェリペ はじめまして

Eu sou Felipe do Brasil.
わたしは ブラジルの フェリペです。

Estou no 5º ano da escola primária de Iwakura.
いわくらしょうがっこうの ５ねんせいです。

どうぞ よろしく。

☆「れんしゅう」Exercícios

Muito prazer
はじめまして。

Eu sou do .
わたしは の です。

Aluno(a) do ano da escola primária.
しょうがっこうの ねんせいです。

どうぞ よろしく。



☆「れんしゅう」Exercícios

さゆり アレックス たくや せんせい

Você é estudante?
① あなたは せいとですか？

Sim, eu sou .
はい、 です。

O Alex é professor?
② アレックスさんは せんせいですか？

Não, não é .
いいえ、 ではありません。

O Takuya é professor ou estudante?
③ たくやさんは せんせいですか、 せいとですか。

Ele e .
です。

A Sayuri também é estudante?
④ さゆりさんも せいとですか。

Sim, também é .
はい、 も です。

☆「れんしゅう」Exercícios

Qual é o seu nome?
① あなたの（お） なまえは？

Meu nome e .
です。

Qual o nome do seu professor?
② あなたのせんせいの （お）なまえは？

Meu professor se chama .
せんせいです。



＜れい＞

Filipinas Quem é aquela pessoa?
フィリピン あの ひとは だれですか。

Majyorie
マジョリエさん É a Majyorie das Filipinas.
９ anos フィリピンの マジョリエさんです。
９さい

① ② ③

China India Iraque
ちゅうごく インド イラク

Min Neruu Abdora
ミンさん ネルーさん アブドラさん

１０ anos １８ anos ３０ anos
１０さい １８さい ３０さい

Quem é aquela pessoa?
① あの ひとは だれですか？ ＜１＞

Quem é aquela pessoa?
② あの ひとは だれですか。 ＜２＞

Quem é aquela pessoa?
③ あの ひとは だれですか。 ＜３＞

Quantos anos tem Majyorie? 9 anos.
マジョリエさんは なんさいですか。．．． ＜れい＞ ９さいです。

Quantos anos tem Min?
① ミンさんは なんさいですか。．．． ＜１＞

Quantos anos tem Neruu?
② ネルーさんは なんさいですか。．． ＜２＞

Quantos anos tem Abdora?
③ アブドラさんは なんさいですか。 ＜３＞



números すうじ

０ ．．．． ゼロ、れい zero １１．．じゅういち onze
１（一）．．． いち um １２．．じゅうに doze
２（二）．．．．に dois １３．．じゅうさん treze
３（三）．．．．さん três １４．．じゅうよん、じゅうし quatorze
４（四）．．．．よん、し quatro １５．．じゅうご quinze
５（五）．．．．ご cinco １６．．じゅうろく dezesseis
６（六）．．．．ろく seis １７．．じゅうなな、じゅうしち dezessete
７（七）．．．．なな、しち sete １８．．じゅうはち dezoito
８（八）．．．．はち oito １９．．じゅきゅう、じゅうく dezenove
９（九）．．．．きゅう、く nove ２０．．にじゅう vinte

１０（十）．．．．じゅう dez

números すうじ

０ ．．．． ゼロ zero １１．．じゅういち onze
１（一）．．． ひとつ um １２．．じゅうに doze
２（二）．．．．ふたつ dois １３．．じゅうさん treze
３（三）．．．．みっつ três １４．．じゅうし quatorze
４（四）．．．．よっつ quatro １５．．じゅうご quinze
５（五）．．．．いつつ cinco １６．．じゅうろく dezesseis
６（六）．．．．むっつ seis １７．．じゅうしち dezessete
７（七）．．．．ななつ sete １８．．じゅうはち dezoito
８（八）．．．．やっつ oito １９．．じゅうく dezenove
９（九）．．．．ここのつ nove ２０．．にじゅう vinte

１０（十）．．．．とお dez

IDADE なんさい

１さい．．．．いっさい um ano ７さい．．．．ななさい sete anos
２さい．．．．にさい dois anos ８さい．．．．はっさい oito anos
３さい．．．．さんさい três anos ９さい．．．．きゅうさい nove anos
４さい．．．．よんさい quatro anos 10さい．．．．じゅうさい dez anos
５さい．．．．ごさい cinco anos 11さい．．．．じゅういっさい onze anos
６さい．．．．ろくさい seis anos 12さい．．．．じゅうにさい doze anos



Isto é um livro.
２．これは ほんです。

Isto é um livro.
１．これは ほんです。

O que é isto? É uma borracha.
２．これは なんですか。 けしゴムです。

Isto é um livro?
３．これは ほんですか。

① Sim, é um livro.
① ② はい、ほんです。

② Não, não é um livro. É um caderno.
いいえ、ほんでは ありません。ノートです。

☆「れんしゅう」Exercícios

Isto é uma .
① これは です。

Isto é uma .
② これは です。

O que é isto?
③ これは なんですか。

O que é isto?
④ これは なんですか。

Isto é um lápis?
⑤ これは えんぴつですか。

Sim, é um .
はい、 です。

Isto é um cachorro?
⑥ これは いぬですか。

Não, não é um
いいえ、 ではありません。

É um .
です。



Isso é um sapato. Aquilo é um carro.
１． それは くつです。 ３． あれは くるまです。

O que é isso? O que é aquilo.
２． それは なんですか。 ４． あれは なんですか。

é um estojo. é um relógio.
ふでばこです。 とけいです。

あれ それ

☆「れんしゅう」Exercícios
O que é isso?

① ① それは なんですか。

（ Isto é ）
（これは）

② Isso é um livro ou um lápis?
② それは ほんですか えんぴつですか。

（ Isto é ）
（これは）

③ ③ O que é aquilo?
あれは なんですか。

④ Aquilo é um relógio?
④ あれは とけいですか。

Sim, .
はい、

⑤ Aquilo é uma mala?
あれは かばんですか。

⑤

Não, não é .
いいえ、 ではありません。

です。



Este é meu sapato.
１． これは わたしの くつです。

De quem é este livro?
２． これは だれの ほんですか。

Este livro é da Sayuri?
３． これは さゆりさんの ほんですか。

Sim, é. (É da Sayuri)
はい、 そうです。 （さゆりさんのです。）

Não, não é. É do Alex.
いいえ、 ちがいます。 アレックスさんのです。

☆「れんしゅう」Exercícios （たくや）(Takuya)

Este lápis é do Takuya?
① これは たくやくんの えんぴつですか。

Sim, é .
はい、 です。

De quem é este caderno? （さゆり）(Sayuri)
② これは だれの ノートですか。

É do .
です。

Esta Cadeira é do Alex? （ゆうじ） (Yuuji)
③ これは アレックスさんのいすですか。

Não, .
いいえ、 ます。

É do .
さんのです。

De quem é este sapato? （きよし）(Kyoshi)
④ これは だれの くつですか。

Este sapato é do .
くつです。

Esta é do ?
⑤ これは の ですか。（ゆみ）(Yumi)

のです。



A sala de aula é aqui.
３． きょうしつは ここです。

A sala de aula é aqui.
１．きょうしつは ここです。

A escada é ali.
２．かいだんは そこです。

Onde é o toilet?
３．おてあらい （トイレ） は どこですか。

É ali.
あそこです。

☆「れんしゅう」Exercícios
Onde é o toilet?

① トイレは どこですか。

Onde está a minha mala?
② わたしの かばんは どこですか。

Onde está seu livro?
③ あなたの ほんは どこですか。

ここ そこ あそこ

うえ Em cima Vizinho となり

Direita Esquerda

みぎ ひだり

Frente Atras
まえ うしろ Lado よこ

した Em baixo



Quanto custa a borracha?
４． けしゴムは いくらですか。

Quanto custa a borracha?
けしゴムは いくらですか。

Custa 80 ienes.
８０えんです。

dez cem
１０ じゅう １００ ひゃく

vinte duzentos
２０ にじゅう ２００ にひゃく

trinta trezentos
３０ さんじゅう ３００ さんびゃく

quarenta quatrocentos
４０ よんじゅう ４００ よんひゃく

cincoenta quinhentos
５０ ごじゅう ５００ ごひゃく

sessenta seiscentos
６０ ろくじゅう ６００ ろっぴゃく

setenta setecentos
７０ ななじゅう ７００ ななひゃく

oitenta oitocentos
８０ はちじゅう ８００ はっぴゃく

noventa novecentos
９０ きゅうじゅう ９００ きゅうひゃく

mil
１０００ せん

１７０ ３１５ ４９８

cento e setenta trezentos e quinze quatrocentos e noventa e oito
ひゃくななじゅう さんびゃくじゅうご よんひゃくきゅうじゅうはち

☆「れんしゅう」Exercícios

① ３５９ ② ８０９ ③ １４５０



☆「れんしゅう」Exercícios

Quanto custa o lápis? oitenta ienes
えんぴつは いくらですか。 はちじゅう えんです。

ノート caderno かさ guarda-chuva コンパス compasso

１２０えん １０００えん ２００えん

ふでばこ estojo けしゴム borracha はさみ tesoura

５００えん １００えん ３５０えん

Quanto custa o caderno?
① ノートは いくらですか。

Quanto custa o guarda-chuva?
② かさは いくらですか。

o compasso?
③ コンパスは ですか。

O estojo custa 500 ienes? Sim, .
④ ふでばこは ５００えんですか。 はい、

A borracha custa 100 ienes. A tesoura custa 350 ienes.
⑤ けしゴムは １００えんです。 はさみは ３５０えんです。

Quanto custa tudo?
ぜんぶで いくらですか。



Que horas são agora?
５． いま なんじですか。

Agora são 6 horas.
１． いま ６じです。

Que horas são agora?
２． いま なんじですか。

É meio dia.
１２ じです。

Horas 「時 間」

uma hora duas horas três horas quatro horas
いちじ にじ さんじ よじ

cinco horas seis horas sete horas oito horas
ごじ ろくじ しちじ はちじ

nove horas dez horas onze horas meio dia
くじ じゅうじ じゅういちじ じゅうにじ

sete e meia uma e meia
７じはん １じはん



Vamos ler
＜よみましょう＞

uma hora e cinco minutos
１：０５ いちじ ごふん

e dez minutos
１：１０ じゅっぷん / じっぷん

e quinze minutos
１：１５ じゅうごふん

e vinte minutos
１：２０ にじゅっぷん / にじっぷん

e vinte e cinco minutos
１：２５ にじゅうごふん

e trinta minutos / meia
１：３０ さんじゅっぷん / さんじっぷん / はん

e trinta e cinco minutos
１：３５ さんじゅうごふん

e quarenta minutos
１：４０ よんじゅっぷん / よんじっぷん

e quarenta e cinco minutos
１：４５ よんじゅうごふん

e cincoenta minutos
１：５０ ごじゅっぷん / ごじっぷん

e cincoenta e cinco minutos
１：５５ ごじゅうごふん

☆「れんしゅう」Exercícios

Que horas são agora? Que horas são agora?
いま なんじですか。 いま なんじですか。

6 horas São horas e .

６ じです。 じ です。



☆「れんしゅう」Exercícios

Que horas são agora?
○ いま なんじですか。

São três horas. (Hiragana)
さんじ です。（ひらがな）

São 3 horas. (número)
３じ です。（すうじ）

Que horas são agora? （１） （２）

○ いま なんじですか。

(１)

(２)

Que horas são agora? （１） （２）

○ いま なんじですか。

(１)

(２)

Que são agora?
○ いま ですか。

（１） （２）

horas minutos.
(１) じ ぷんです。

horas .
(２) じ です。

Que são agora?
○ いま ですか。 （１） （２）

(１)

(２)



A que horas começam as aulas?
１．がっこうは なんじからですか。

Às 8 horas e 45 minutos.
８じ４５ふんからです。

A que horas terminam as aulas?
２．がっこうは なんじまでですか。

Às 2 horas e 40 minutos.
２じ４０ぷんまでです。

☆「れんしゅう」Exercícios
O descanso do almoço é da 1hora e 5minutos à 1hora e 25minutos
ひるやすみは １じ５ふんから １じ２５ふんまでです。

月(GUETSU) ～金(KIN) segunda ～ sexta
朝の活動 atividade da manhã 8:25 ～ 8 ： 50
１じかんめ 1ª aula 8 ： 50 ～ 9 ： 35
ほうか intervalo 9 ： 35 ～ 9 ： 45
２じかんめ 2ª aula 9 ： 45 ～ 10 ： 30
ほうか intervalo 10 ： 30 ～ 10 ： 50
３じかんめ 3ª aula 10 ： 50 ～ 11 ： 35
ほうか intervalo 11 ： 35 ～ 11 ： 45
４じかんめ 4ª aula 11 ： 45 ～ 12 ： 30
きゅうしょく merenda 12 ： 30 ～ 13 ： 20
ひるほうか intervalo 13 ： 20 ～ 13 ： 40
そうじ limpeza 13 ： 40 ～ 14 ： 00
５じかんめ 5ª aula 14 ： 00 ～ 14 ： 45
ほうか intervalo 14 ： 45 ～ 14 ： 55
６じかんめ 6ª aula 14 ： 55 ～ 15 ： 40
かえりのかい reunião final 15 ： 50
げこう término das 16 ： 00

atividades escolares

A é das
① は 8 ： 50 ～ 9 ： 35です。

A é das
② は 12 ： 30 ～ 13 ： 20です。

A é das
③ は 13 ： 40 ～ 14 ： 00です。

O é às
④ は 16 ： 00です。



Que dia é o seu aniversário?
６． たんじょうびは いつですか。

É Janeiro dia 20.
１月 ２０日 です。

Qual o mês? ＜なんがつですか＞

Janeiro Fevereiro Março
１月 いちがつ ２月 にがつ ３月 さんがつ

Abril Maio Junho
４月 しがつ ５月 ごがつ ６月 ろくがつ

Julho Agosto Setembro
７月 しちがつ ８月 はちがつ ９月 くがつ

Outubro Novembro Dezembro
１０月 じゅうがつ １１月 じゅういちがつ １２月 じゅうにがつ

Que dia? ＜なんにちですか＞

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
にち げつ か すい もく きん ど

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

um dois três quatro cinco seis
ついたち ふつか みっか よっか いつか むいか

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

sete oito nove dez onze doze treze
なのか ようか ここのか とおか じゅう じゅう じゅう

いちにち ににち さんにち

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte
じゅう じゅう じゅう じゅう じゅう じゅう はつか

よっか ご ろくにち しちにち はちにち くにち

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
vinte e um vinte e dois vinte e três vinte e quatro vinte e cinco vinte e seis vinte e sete

にじゅう にじゅう にじゅう にじゅう にじゅう にじゅう にじゅう

いちにち ににち さんにち よっか ごにち ろくにち しちにち

２８ ２９ ３０ ３１
vinte e oito vinte e nove trinta trinta e um
にじゅう にじゅう さんじゅう さんじゅう

はちにち くにち にち いちにち



☆「れんしゅう」Exercícios
Sayuri Que dia é o seu aniversário?
さゆり： あなたの たんじょうびは いつですか。

É Janeiro dia 20.
アレックス： １ 月 ２０ 日 です。

Aniversário
たんじょうび

Eu
わ た し 月 日

Amigo
と も だ ち 月 日

Professor
せ ん せ い 月 日

Que mês e que dia é hoje?
きょうは なんがつ なんにち ですか？

（何 月 何 日）

Que dia da semana é hoje? É quarta-feira.
きょうは なんようびですか。 すいようびです。

Ontem foi terça-feira
きのうは かようびでした。

日 月 火 水 木 金 土

Domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado
にちようび げつようび かようび すいようび もくようび きんよう どようび

☆「れんしゅう」Exercícios

anteontem ontem hoje amanhã depois de amanhã

おととい きのう きよう あした あさって

dia
なんにち

dia da semana
なんようび



Aonde vai?
７． どこへいきますか。

Aonde vai?
１． どこへ いきますか。

Vou para a escola.
がっこうへ いきます。

Sayuri vai ao parque.
２． さゆりさんは こうえんへ いきます。

A mãe da Sayuri vai ao supermercado.
３． さゆりさんの おかあさんは スーパーへ いきます。

Aonde você foi ontem?
４． きのう どこへ いきましたか。

Fui ao hospital.
びよういんへ いきました。

☆「れんしゅう」Exercícios

Aonde o papai vai?
① おとうさんは どこへ いきますか。

（こうじょう）

Aonde a vovó foi?
② おばあさんは どこへ いきましたか。

（おんせん）

Aonde a Sayuri foi ontem?
③ きのう さゆりさんは どこへ いきましたか。

（ともだちのうち）

Aonde você vai amanhã?
④ あした あなたは どこへ いきますか。

（プール）



Eu vou de trem para Nagoya
１． わたしは でんしゃで なごやへ いきます。

Eu fui para a piscina com meus amigos ontem
２． きのう わたしは ともだちと プールへ いきました。

☆「れんしゅう」Exercícios

Como mamãe vai ao supermercado?
① おかあさんは なんで スーパーへ いきますか。

Vai de .
で いきます。 （バイク）

moto

Como papai vai para a Empresa?
② おとうさんは なんで かいしゃへ いきますか。

Vai de . （くるま）

で いきます。 carro

Ontem a Sayuri foi de à livraria?
③ きのう さゆりさんは で ほんやさんへ いきましたか。

Foi de .
で いきました。 bicicleta

じてんしゃ

O Alex vai para a escola com quem?
④ アレックスさんは だれと がっこうへ いきますか。

Vai com .
と いきます。

たくや



Eu como a comida .
８．わたしは ごはんを たべます。

Eu bebo café.
１．わたしは コーヒを のみます。

Eu não bebo sakê.
２．わたしは おさけを のみません。

Eu como a comida.
３．わたしは ごはんを たべます。

Mamãe bebe sakê?
４. おかあさんは おさけを のみますか。

Não, ela não bebe. Ela bebe café.
いいえ、 のみません。 コーヒーを のみます。

☆「れんしゅう」Exercícios

O que você come?
① あなたは なにを たべますか。

Eu como e .
と を たべます。

O que papai bebe?
② おとうさんは なにを のみますか。

Ele bebe .
を のみます。

Sayuri bebe sakê?
③ さゆりさんは おさけを のみますか。

Não, .
いいえ、 。

Ela bebe .
を のみます。

Alex come?
④ アレックスさんは を たべますか。

Ele come e .
と を たべます。



１． Onde você estuda?
どこで べんきょうしますか。

２． Eu estudo na escola.
がっこうで べんきょうします。

Sayuri come no restaurante.
３． さゆりさんは レストランで ごはんを たべます。

Alex vê televisão na sala.
４． アレックスさんは へやで テレビを みます。

Mamãe trabalha no supermercado.
５． おかあさんは スーパーで はたらきます。

Takuya brinca com a Sayuri no parquinho.
６． たくやさんは こうえんで さゆりさんと あそびます。

☆「れんしゅう」Exercícios
Onde a Sayuri brinca?

① さゆりさんは どこで あそびますか。 ①

Ela brinca no .
で あそびます。

（こうえん）

Onde a Sayuri e o Alex estudam? ②

② さゆりさんと アレックスさんは どこで べんきょうしますか。

（としょかん）

Onde a Sayuri come a merenda escolar? ③

③ さゆりさんは どこで きゅうしょくを たべますか。

（きょうしつ）

Onde o papai trabalha? ④

④ おとうさんは どこで はたらきますか。

（かいしゃ）

Onde o Alex vê televisão? ⑤

⑤ アレックスさんは どこで テレビを みますか。

（へや）



O dia-a-dia de Sayuri
さゆりさんの いちにち

Come a merenda escolar.
Acorda ひるごはん（きゅうしょく）

おきます をたべます。

Lava o rosto.
かおを あらいます。 Brinca.

あそびます。

Toma o café da manhã. Vê televisão.
あさごはんをたべます。 テレビを みます。

Vai para a escola. Janta
がっこうへ いきます。 ばんごはんを たべます。

Estuda Dorme
べんきょうします。 ねます。

☆「れんしゅう」Exercícios
Meu dia a dia
わたしの いちにち

Acordo às .

に おきます。

Vou para a escola às .

に がっこうへ いきます。

Vou dormir às

に ねます。



Eu bebo de canudo
９ ストローで のみます。

Alex come a comida com palitos.
① アレックスさんは はしで ごはんを たべます。

Eu bebo de canudo
② ストローで のみます。

Vovó bebe o suco com canudo.
③ おばあさんは ストローで ジュースを のみます。

Monique come a comida com garfo e faca.
④ モニキさんは フォークと ナイフで ごはんを たべます。

Sayuri come o sorvete com a colher.
⑤ さゆりさんは スプーンで アイスクリームを たべます。

☆「れんしゅう」Exercícios
palito faca e garfo colher canudo
はし ナイフとフォーク スプーン ストロー

Você come a comida com quê?
① あなたは なんで ごはんを たべますか。

Eu como com .
で たべます。

Vovó bebe o suco com quê?
② おばあさんは なんで ジュースを のみますか。

Bebo com .
で のみます。

Monique come a comida com faca e garfo?
③ モニキさんは ナイフと フォークで ごはんを たべますか。

Sim, ela come com e .

はい、 と で たべます。



Corta-se a maçã com a faca.
ナイフで りんごを きります。

Sayuri corta a maçã com a faca.
① さゆりさんは ナイフで りんごを きります。

Alex corta o papel com a tesoura.
② アレックスさんは はさみで かみを きります。

Papai escreve a carta com a caneta.
③ おとうさんは ボールぺんで てがみを かきます。

O professor escreve com giz.
④ せんせいは チョークで かきます。

☆「れんしゅう」Exercícios

Com quê a Sayuri corta a maçã?
① さゆりさんは なんで りんごを きりますか。

Corta com .
で きります。

A mamãe corta o pepino com o quê?
② おかあさんは なんで きゅうりを きりますか。

Alex corta o papel com a faca?
③ アレックスさんは ナイフで かみを きりますか。

Não, ele não corta com a .
いいえ、 で きります。

Com quê você escreve?
④ あなたは なんで かきますか。



A Sayuri dá o caderno para o Alex.
１． さゆりさんは アレックスさんに ノートを あげます。

O Alex ganha o carderno da Sayuri.
２． アレックスさんは さゆりさんに ノートを もらいます。

☆「れんしゅう」Exercícios

O que o Alex deu para o pai?
① アレックスさんは おとうさんに なにを あげましたか。

Ele deu .
を あげました。

（ネクタイ）

De quem a Sayuri ganhou o livro?
② さゆりさんは だれに ほんを もらいましたか。

Ganhou do .
に もらいました。 （たくや）

Papai flores para à mamãe.
③ おとうさんは おかあさん はなを 。

Mamãe flores do papai.
④ おかあさんは おとうさん はなを 。



Adjetivos
１０． けいようし

[i] adjetivos
い けいようし

grande pequeno alto baixo
① おおきい ちいさい ⑥ たかい ひくい

calor frio difícil fácil
② あつい さむい ⑦ むずかしい やさしい

caro barato comprido curto
③ たかい やすい ⑧ ながい みじかい

novo velho gostoso ruim
④ あたらしい ふるい ⑨ おいしい まずい

quente gelado bom mau
⑤ あつい つめたい ⑩ いい（よい） わるい

Isto é grande.
１． これは おおきいです。

Aquilo não é grande.
２． あれは おおきくないです。

A maçã é grande.
① りんごは おおきいです。

O morango é pequeno.
いちごは ちいさいです。

Esta banana é gostosa.
② この バナナは おいしいです。

Esta laranja não é gostosa.
この みかんは おいしくないです。

③ あついですか。 Está calor?
はい、あついです。 Sim, está calor.

あついですか。 Está calor?
いいえ、あつくないです。 Não, não está calor.



☆「れんしゅう」Exercícios

O cabelo da Sayuri é comprido?
さゆりさんの かみは ながいですか。

Sim, é comprido.
はい、 ながいです。

O cabelo do Alex é comprido?
① アレックスさんの かみは ながいですか。

Não, .
いいえ、

Esta bola é grande?
② この ボールは おおきいですか。

Este Sapato é novo?
③ この くつは あたらしいですか。

Esta árvore é alta?
④ この きは たかいですか。

O Edifício é alto ou baixo?
⑤ ビルは たかいですか、ひくいですか。

O cabelo da Sayuri é comprido?
さゆりさんの かみは ながいですか。

Sim, é comprido.
はい、 ながいです。

A prova foi difícil?
テストは むずかしかったですか。

Não, não foi difícil.
いいえ、むずかしくなかったです。

Ontem comprei uma camiseta no supermercado.
きのう スーパーで シャツを かいました。

Não foi caro. Foi barato.
たかくなかったです。 やすかったです。



É grande Era grande Não era grande
おおきいです おおきかったです おおきくなかったです

Está quente Estava quente Não estava quente
あついです あつかったです あつくなかったです

É caro Era caro Não era caro
たかいです たかかったです たかくなかったです

É novo Era novo Não era novo
あたらしいです あたらしかったです あたらしくなかったです

É gostoso Era gostoso Não era gostoso
おいしいです おいしかったです おいしくなかったです

É bom Era bom Não era bom
いいです よかったです よくなかったです

☆「れんしゅう」Exercícios

A merenda escolar de ontem estava gostosa?
きのうの きゅうしょくは おいしかったですか。

Sim,
はい、

Não,
いいえ、

[na] Adjetivos
な けいようし

bonito / limpo gentil saudável / bem
きれい（な） しんせつ（な） げんき （な）

famoso silencioso animado
ゆうめい（な） しずか（な） にぎやか（な）

aprecio detestável hábil
すき（な） きらい （な） じょうず（な）

inábil belo
へた（な） ハンサム （な）



A Sayuri está bem.
１． さゆりさんは げんきです。

O Alex não está bem.
２． アレックスさんは げんきでは（じゃ） ありません。

Está silencioso? Sim está silencioso.
① しずかですか。 はい、 しずかです。

Está silencioso? Não, não está silencioso.
② しずかですか。 いいえ、しずかでは（じゃ）ありません。

A mão da Sayuri está limpa?
③ さゆりさんの ては きれいですか。

Não, não está limpa.
いいえ、 きれいでは（じゃ） ありません。

☆「れんしゅう」Exercícios

O Alex é gentil?
① アレックスさんは しんせつですか。

Sim,
はい、

O Takuya está bem?
② たくやさんは げんきですか。

Não,
いいえ、

O Professor desenha bem?
③ せんせいは えが じょうずですか。

Sim,
はい、

Mamãe gosta de música?
④ おかあさんは うたが すきですか。



Isto é uma câmera. (boa) Isto é uma câmera boa.
１ これは カメラです。（いい） これは いい カメラです。

Isto é uma flor. (bonita) Esta é uma flor bonita.
２ これは はなです。（きれいな） これは きれいな はなです。

Que esporte você gosta? Gosto de futebol.
３ どんな スポーツが すきですか。 サッカーが すきです。

☆「れんしゅう」Exercícios

Isto é um leite. (gelado)
① これは ミルクです。（つめたい）

Isto é um hamburger. (gostoso)
② これは ハンバーガーです。（おいしい）

O senhor Tanaka é um professor. (gentil)
③ たなかさんは せんせいです。（しんせつな）

Aqui é o quarto. (silencioso)
④ ここは へやです。（しずかな）

Que fruta você gosta?
⑤ どんな くだものが すきですか。

Que flor você gosta?
⑥ どんな はなが すきですか。



Nomes das partes do corpo
からだの なまえ

cabelo olho
かみ orelha め

みみ

rosto
かお

cabeça dente
あたま は

nariz
はな língua

garganta した

のど

pescoço boca barriga
くび くち おなか

mão
て unha dedo

つめ ゆび

costas
せなか braço pés, pernas

うで あし

joelho
ombro umbigo ひざ

かた へそ



O que aconteceu? Está doendo.
どう しましたか。 いたいんです。

A cabeça está doendo. Tenho tosse.
あたまが いたいんです。 せきが でます。

A barriga está doendo. Tenho febre.
おなかが いたいんです。 ねつが あります。

O dente está doendo. Estou com gripe.
はが いたいんです。 かぜを ひきました。

Me sinto mal. Me machuquei.
きもちが わるいんです。 けがを しました。

けっせき はちにさされる つかれる やけど

(faltar à aula) (picada de abelha) (cansar) (queimadura)

めまい こっせつ にゅういん かゆい

(tontura) (fratura) (internado) (coceira)



A bicicleta está no quintal.
１１ にわに じてんしゃが あります。

Papai está na sala.
１ いまに おとうさんが います。

A bicicleta está no quintal.
２ にわに じてんしゃが あります。

Onde está o sofá?
３ ソファーは どこに ありますか。

☆「れんしゅう」Exercícios

Quem está no quintal?
① にわに だれが いますか。

está no quintal.
が います。

Quem está na cozinha?
② だいどころに だれが いますか。

está na cozinha.
が います。

Onde está o sofá?
③ ソファーは どこに ありますか。

O sofá está na .
に あります。 （いま）

O cachorro está no quintal?
④ にわに いぬが いますか。

Não,
いいえ、 。

Ele está no .
に います。

O que está no quarto da Sayuri?
⑤ さゆりさんの へやに なにが いますか。

e .
が 。



Têm quantas maçãs?
りんごが いくつ ありますか。

Têm três.
３つ（みっつ） あります。

Têm quantos ovos? Têm seis.
① たまごが いくつ ありますか。 ６つ （むっつ） あります。

Têm quantas mesas? Têm duas.
② つくえが いくつ ありますか。 ２つ （ふたつ） あります。

Têm quantas borrachas? Têm quatro.
③ けしゴムが なんこ ありますか。 ４こ （よん） あります。

Têm quantos selos? Têm sete.
④ きってが なんまい ありますか。 ７まい（なな） あります。

Há quantas crianças? Há cinco.
⑤ こどもが なんにん いますか。 ５にい（ご） います。

Têm quantos gatos? Têm cinco.
⑥ ねこが なんびき いますか。 ５ひき（ご） います。

Vamos contar ＜かぞえましょう＞

① １つ ２つ ３つ ４つ ５つ

６つ ７つ ８つ ９つ １０

② １こ ２こ ３こ ４こ ５こ

６こ ７こ ８こ ９こ １０こ

③ １まい ２まい ３まい ４まい ５まい

６まい ７まい ８まい ９まい １０まい

④ ひとり ふたり ３にん ４にん ５にん

６にん ７にん ８にん ９にん １０にん

⑤ １ぽん ２ほん ３ぼん ４ほん ５ほん

６ぽん ７ほん ８ほん ９ほん １０ぽん



Eu quero um carro.
１２ わたしは くるまが ほしいです。

Eu quero um relógio.
１ わたしは とけいが ほしいです。

Eu não quero uma bicicleta.
２ わたしは じてんしゃが ほしくないです。

Eu quero uma câmera. câmera pequena
① わたしは カメラが ほしいです。 ちいさい カメラ

Eu quero um relógio relógio barato
② わたしは とけいが ほしいです。 やすい とけい

Eu quero um carro. carro grande
③ わたしは くるまが ほしいです。 おおきい くるま

☆「れんしゅう」Exercícios

O que você quer agora?
① あなたは いま なにが ほしいですか。

Você quer uma bicicleta?
② あなたは じてんしゃが ほしいですか。

Sim,
はい、 。

Não,
いいえ、 。

Que tipo de câmera você quer?
③ あなたは どんな カメラが ほしいですか。

(pequena, grande, nova, velha, barata, cara, boa)
（ちいさい、おおきい、あたらしい、ふるい、やすい、たかい、いい）



Eu quero beber um suco.
１ わたしは ジュースを（が） のみたいです。

Eu não quero estudar.
２ わたしは べんきょうしたくないです。

Eu quero comer bolo.
① わたしは ケーキを たべたいです。

Eu quero beber cerveja.
② わたしは ビールを のみたいです。

Eu quero ir para a América.
③ わたしは アメリカへ いきたいです。

Eu quero fazer compras no Shopping.
④ デパートで かいものしたいです。

☆「れんしゅう」Exercícios

Onde você quer ir?
① どこへ いきたいですか。

Quer voltar ao seu país?
② くにへ かえりたいですか。

Sim, .
はい、

Não, .
いいえ、

O que você quer comer?
③ なにを たべたいですか。

(Melão, maçã, banana, chocolate, bala)
（メロン、りんご、 バナナ、 チョコレート、あめ）



Por favor , abra a janela.
１３．まどを あけて ください。

Por favor, levante-se.
１ たって ください。

Por favor, sente-se.
２ すわって ください。

Por favor, varra com a vassoura.
３ ほうきで はいて ください。

Por favor, limpe a mesa com o pano.
４ つくえを ぞうきんで ふいて ください。

☆「れんしゅう」Exercícios

Falo Escrevo
いいます かきます

Espero Nado
まちます およぎます

chove Varro
ふります はきます

『って』 『いて』

Leio Converso
よみます はなします

Morro 『して』
しにます

Venho Venha
Brinco きます

あそびます

Faço Faça

『んで』 します

Como Faço os deveres.
たべます べんきょうします

Coloco Faço compras
おきます かいものします



☆「れんしゅう」Exercícios

Por favor, fale em japonês.
にほんごで はなして ください。

converso
（はなします）

os dentes todos os dias.

① まいにち はを 。

escovo
（みがきます）

em casa amanhã às nove.

② あした ９じに いえへ 。

venho
（きます）

com lápis.

③ えんぴつで 。

escrevo
（かきます）

no quarto.

④ へやで 。

estudo
（べんきょうします）

no parque.
⑤ こうえんで 。

brinco
（あそびます）



Onde você mora?
あなたは どこに すんで いますか。

Moro em Iwakura.
いわくらに すんで います。

O Nelson mora em Iwakura.
① ネルソンさんは いわくらに すんで います。

O avô de Nelson mora em São Paulo, no Brasil.
② ネルソンさんの おじいさんは ブラジルの サンパウロに すんで います。

A avó de Lin mora em Dairen, na China.
③ リンさんの おばあさんは ちゅうごくの だいれんに すんで います。

O amigo de Paulo mora em Lima, no Peru.
④ パウロさんの ともだちは ペルの リマに すんで います。

☆「れんしゅう」Exercícios

O que a Sayuri está fazendo?
さゆりさんは なにを して いますか。

Está assistindo televisão.
テレビを みて います。

O que Nelson está fazendo?
① ネルソンは なにをして いますか。

O que papai está fazendo?
② おとうさんは なにを して いますか。

O Takuya está dormindo?
④ たくやさんは ねて いますか。

O Irmão mais velho está brincando?
⑤ おにいさんは あそんで いますか。


