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私は　東京に　すんでいます。
私は　でんしゃの　かいしゃで　はたらいています。

V-て　います① 1° ☆☆☆

東京に　すんでいます。 Partícula de LUGAR: Nに 2° ☆☆☆

でんしゃの　かいしゃで　はたらいています。 Partícula de LUGAR: Nで 3° ☆☆☆

かいしゃまで　でんしゃで　行きます。 Partícula de MEIO (recurso): Nで 4° ☆☆☆

しゅみは　クラシックを　聞くことです。 Vる-こと 5° ☆☆☆

こどもの　とき、　よく　日本の　アニメを　見ました。
わかい　とき、　よく　りょこうしました。
ひまな　とき、　りょうりを　つくります。

Ｎの とき、　　　　　。
イＡ-い とき、　　　　　。
ナＡ-な とき、　　　　　。

6° ☆☆☆

３月ごろ、春に　なります。
３月ごろ、だんだん　あたたかく　なります。
こうえんが　きれいに　なります。

Ｎに なります
イＡ-く なります
ナＡ-に なります

7° ☆☆☆

私は　夏が　好きです。
私は　あついのは　好きじゃないです。

N／イA-いの／ナA-なのが　すきです
N／イA-いの／ナA-なのは　すきじゃないです

8° ☆☆☆

夏休みが　ありますから、夏が　いちばん　好きです。 Ｓ１から、Ｓ２ 9° ☆☆☆

きのうは　すごい　雨でしたね。
きのうは　さむかったです。
今日は　いい天気に　なりましたね。

Ｎ です／でした
イＡ です／いかったです
ナＡ です／でした
Ｖます／Ｖました

10° ☆☆☆

今、雪が　ふっています。 V-て　います② 11° ☆☆☆

この　店は　安くて、べんりです。
この　あたりは　にぎやかで、おもしろいです。
この　あたりは　新しい　町で、　店が　たくさん　あります。

 イＡ-くて、 イA／ナA／　　　　　。
 ナＡ-で、 イA／ナA／　　　　　。
 Ｎで、イA／ナA／　　　　　。

12° ☆☆☆

この　ゆうえんちは　たのしいけど、　とおいです。
この　町は　ちょっと　ふべんだけど、　たのしいです。
ここは　ゆうえんちだけど、　おとなも　多いです。

イＡ-いけど、 イA／ナA／　　　　　。
ナＡ-だけど、イA／ナA／　　　　　。
Ｎだけど、 イA／ナA／　　　　　。

13° ☆☆☆

この　あたりに　高い　ビルや　ホテルが　あります。 Ｎ１やＮ２（など） 14° ☆☆☆

まっすぐ　行って　ください。 Ｖて　ください 15° ☆☆☆

まっすぐ　行って、　しんごうを　右に　まがって　ください。 Ｖ１-て、Ｖ２ 16° ☆☆☆

あの　大きくて　白い　ビルです。
日本てきで　おもしろい　たてものです。

イＡ-くて／ナＡ-で　イＡ-い／ ナＡ-な　N 17° ☆☆☆

左じゃなくて、右です。 Ｎ１じゃなくて、Ｎ２ 18° ☆☆☆

１０時でも　いいですか。 Ｎでも　いいですか 19° ☆☆☆

じゅうたいで、おくれます。
道に　まよって、おくれます。

Ｎで、　　　　　。
Ｖ-て、　　　　　　。 20° ☆☆☆

もう　びじゅつかんに　行きましたか。 もう　Ｖ-ました 21° ☆☆☆

いいえ、まだです。 まだです 22° ☆☆☆

買いものに　行きます。 23° ☆☆☆

さくらを　見に　行きます。 24° ☆☆☆

朝ごはんの　前に、さんぽを　します。 Ｎの　まえに、　　　　　　。 25° ☆☆☆

朝ごはんの　後で、仕事を　します。 Ｎの　あとで、　　　　　　。 26° ☆☆☆

Ｖに　いきます／きます

MARUGOTO Nihongo Check (Básico 1 (A1) RIKAI)
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スペイン語は　たんごが　かんたんです。 N１は　Ｎ２が　イＡ／ナＡです 27° ☆☆☆

中国語は　話すのが　おもしろいです。 Ｎは　Ｖ-るのが　イＡ／ナＡです 28° ☆☆☆

この　ことばの　いみを　おしえて　くださいませんか。 Ｖ-て　くださいませんか 29° ☆☆☆

この　かんじの　読みかたが　わかりません。 Ｖ-かた 30° ☆☆☆

ほんやくの　仕事を　したいです。
Ｖたいです
Ｖたくない　です 31° ☆☆☆

週に　１回　フラメンコを　ならっています。 週／月／年に　～回（ぐらい） 32° ☆☆☆

日本人と　日本語で　話してみます。 Ｖ-て　みます 33° ☆☆☆

いっしょに　駅に　行きましょうか。 Ｖ-ましょうか 34° ☆☆☆

私は　おすしを　作っていきます。
私は　おすしを　作って行きました。

Ｖ-て　いきます／きます 35° ☆☆☆

くだものは　何でも　好きです。 なん／いつ／どこ／いくつ　で　　　　　　。 36° ☆☆☆

飲み物は　お茶と　ジュースと　どちらが　いいですか。
…私は　お茶が　いいです。

Ｎ１と　Ｎ２（と）　どちらが　いいですか
Ｎ１が　いいです 37° ☆☆☆

その　おすし、　おいしそうですね。 イＡ／ナＡ-そうです 38° ☆☆☆

それ、　べんりそうでな　ナイフですね。 イＡ／ナＡ-そうな　Ｎ 39° ☆☆☆
あたたかくて、おいしいです。
／からくなくて、おいしいです。
しんせんで、おいしいです。
／にがてじゃなくて、よかったです。

イＡ-くて／イＡ-くなくて、　　　　　　。
ナＡ-で／ナＡ-じゃなくて、　　　　　　。 40° ☆☆☆

外国に　行ったことが　あります。 Ｖ-た　ことが　あります 41° ☆☆☆

この　へやは　さむすぎます。
この　へやは　しずかすぎます。
きのうの　夜　飲みすぎました。

イＡ　すぎます
ナＡ　すぎます
Ｖ　すぎます

42° ☆☆☆

この　ホテルは　古いですが、きれいです。 Ｓ１が、Ｓ２ 43° ☆☆☆

この　会社に　入って　１０年に　なります。 Ｖ-て　～年／～か月に　なります 44° ☆☆☆

ペンを　借りても　いいですか。 Ｖ-ても　いいですか 45° ☆☆☆

ねる　前に、　おふろに　入ります。 Ｖ１-る　まえに、Ｖ２ 46° ☆☆☆

ねる　前に、　おふろに　入りると　いいですよ。 Ｖ-ると　いいです（よ） 47° ☆☆☆

きゅうに　くびを　まわさないで　ください。 Ｖ-ないでください 48° ☆☆☆
けんこうの　ために　ヨガを　したり、　走ったり　していま
す。

Ｖ１-たり、Ｖ２-たり　しています 49° ☆☆☆

朝ごはんを　食べる　人は　２０人です。
朝ごはんを　食べない　人は　３０人です。

Qualificação de um substantivo①
Ｖ(forma simples) ＋ 人 50° ☆☆☆

この　かばんは　あねに　もらったんです。 Ｓ(forma simples) んです 51° ☆☆☆

ジョイさんは　さとうさんに　花を　あげます。 Ａは　Ｂに　Ｃを　あげます 52° ☆☆☆

さとうさんは　ジョイさんに／から　花を　もらいます。 Ｂは　Ａに／から　Ｃを　もらいます 53° ☆☆☆

赤ちゃんが　着る　もの
Qualificação de um substantivo②
Ｖ(forma simples) ＋ N 54° ☆☆☆

お祝いは　パーティーが　いいと　思います。 S(forma simples)と　思います 55° ☆☆☆

たなかさんは　楽しかったと　言っていました。 S(forma simples)と 言っていました 56° ☆☆☆
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