
★☆☆：Entendi um pouco

★★☆：Entendi mais ou menos

★★★：Entendi muito bem

Tópico Cap. Frases básicas Gramática e sentença padrão Nº Avaliação Comentários

1
ひらがなを　よみます。／かきます。
 Hiragana o yomimasu. / kakimasu.

 Ler / escrever hiragana.

1° ☆☆☆

2
カタカナを　よみます。／かきます。
 Katakana o yomimasu. / kakimasu.

 Ler / escrever katakana.

2° ☆☆☆

わたしは　カーラです。 　　　　　        が  　   　　　　　   です。 3° ☆☆☆

わたしは　にほんごが　できます。 　　　　　        が できます。(L11)* 4° ☆☆☆

わたしも　エンジニアです。 　　　　　        も　　　　　　 5° ☆☆☆

かぞくは　ちちと　ははと　わたしです。 　　　　　         と　　　　　　 6° ☆☆☆

あねは　おおさかに　すんで　います。 　　　　　         に　すんで　います。　 7° ☆☆☆

あにの　こどもは　4さいです。 　　　　　         の　　　　　　 8° ☆☆☆

にくが　すきです。 9° ☆☆☆

やさいは　すきじゃないです。 10° ☆☆☆

あさごはんを　たべます。 　　　　　          を　　　　　　           ます。 11° ☆☆☆

コーヒーを　よく　のみます。  よく　　    　　　　          ます。(L11)* 12° ☆☆☆

すきな　りょうりは　カレーです。  すきな　　　　　　        は 　　　　　　         です。 13° ☆☆☆

ラーメンやさんで　ラーメンを　たべます。 　　　　　        で　  　　　　 　          ます。(L11)* 14° ☆☆☆

あの　みせは　おいしいです。 　　　　　        は   　　 　　           い  です。(L7)* 15° ☆☆☆

いえに　エアコンが　あります。 　　　　　         に      　  　 　　 　         が　あります。(L14)* 16° ☆☆☆

いえに　ねこが　います。 　　　　　        に　    　　　　 　         が　います。 17° ☆☆☆

ベッドが　２つ　あります。 　　　　　         が  　　　　　 　         あります。 18° ☆☆☆

わたしの　いえは　せまいです。 　　　　　       は   　　  　　         い      です。(L6)* 19° ☆☆☆

8 にんぎょうは　たなの　うえです。  　　　　　         は　  　　  　　　     の       　　　　　です。(L14)* 20° ☆☆☆

いま　なんじですか。９じです。 　　     　　じ  です。 21° ☆☆☆

わたしは　７じに　おきます。 　　　　　   じ  に  　      　　　　　  ます。 22° ☆☆☆

かいしゃは　９じから　５じまでです。 　　　　　       から     　 　　　　   までです。 23° ☆☆☆

７じかん　しごとを　します。 　　　 じかん               　 　　　　  ます。 24° ☆☆☆

きんようびが　いいです。 　　　　　        が　いいです。(L13)* 25° ☆☆☆
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どくしょが　すきです。 　　　　　        が　すきです。(L5)* 26° ☆☆☆

ギターが　できます。 　　　　　        が　できます。(L3)* 27° ☆☆☆

うちで　えいがを　みます。 　　　　　        で　  　　　　　        ます。(L6)* 28° ☆☆☆

ときどき　かいものを　します。  ときどき   　　　　　　　     ます。(L5)* 29° ☆☆☆

どようびに　コンサートが　あります。 　　　　　          に　 　　　　　       が　あります。 30° ☆☆☆

こくさいホールで　えいがが　あります。 　　　　　         で　 　　　　　        が　あります。 31° ☆☆☆

すもうを　みに　いきます。 　　　　　         を　 　　　　　        に　いきます。 32° ☆☆☆

いっしょに　こうえんに　いきませんか。 　　　　　        に　いきませんか。 33° ☆☆☆

いきましょう。 　　　　　      ましょう。 34° ☆☆☆

うちから　えきまで　バスで　いきます。 　　　    から    　　　まで      　    で    　  　　ます。(L10)*35° ☆☆☆

えきで　でんしゃに　のります。 　　　　　       で  　　　　　　          に　のります。 36° ☆☆☆

くうこうは　でんしゃが　いいです。 　　　　　        は    　　　　　　        が　いいです。(L10)* 37° ☆☆☆

はやいですから。 　　　　　       です　から。 38° ☆☆☆

ふるい　じんじゃ、にぎやかな　まち 　　　　    い　　　  　  　　    、　　  　     な 39° ☆☆☆

さいたまに　ふるい　じんじゃが　あります。 　　　　　        に 　　　　　　        が　あります。(L7)* 40° ☆☆☆

えきの　となり、きっさてんの　まえ 　　　　　        の　　　　　　         (L8)* 41° ☆☆☆

きっさてんは　えきの　となりに　あります。 　　　　　        は  　　　　　　        に　あります。 42° ☆☆☆

わたしは　きっさてんの　まえに　います。 　　　　　        は  　　　　　　        に　います。 43° ☆☆☆

わたしは　アクセサリーが　ほしいです。 　　　　　        が　ほしいです。 44° ☆☆☆

わたしは　カーラさんに　はなを　あげます。 　　　　　        に   　　　　　　        を　あげます。 45° ☆☆☆

カーラさんは　ホセさんに　チョコレートを　もらいました。 　　　　　        に  　　　　　　        を　もらいます。 46° ☆☆☆

きょねん　にほんで　とけいを　かいました。 　　　　　        ました。(L17)* 47° ☆☆☆

これは　いくらですか。 　　　　　        は　いくらですか。 48° ☆☆☆

この　Ｔシャツを　ください。 　　　　　        を　ください。 49° ☆☆☆

きのう　デパートに　いきました。 　　　　　         ました。(L15)* 50° ☆☆☆

かいものは　たのしかったです。 　　　かった　です。 51° ☆☆☆

デパートは　にぎやかでした。 　　　　　       でした。 52° ☆☆☆

わたしは　どこにも　いきませんでした。  どこにも　いきませんでした。 53° ☆☆☆

おてらを　みました。それから、おみやげを　かいました。 　________1_________。それから、________2_________。 54° ☆☆☆

おすしは　おいしかったです。でも、たかかったです。 　________1_________。でも、________2_________。 55° ☆☆☆

かぶきは　きれいでした。そして、おもしろかったで
す。

　________1_________。そして、________2_________。 56° ☆☆☆

きょうとに　いきたいです。 　　　　  たい　です。 57° ☆☆☆
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