
ブラジル派遣予定の皆さまへ 

 

(1)  語学事前学習について 

語学訓練は入所前の事前学習を行ってきたことを前提として行われ、授業は早い進度で進

みます。事前学習を怠ると訓練序盤につまずき、訓練修了に影響を及ぼすことになりますの

で、しっかりと準備して入所していただくことが必要です。各自本教材を使用して学習を進

めてください。合格時から学習は可能です。ただし、早期に学習を開始して入所時に忘れて

いることが無いよう計画的に学習していだきますようお願い致します。 

 

(2) 入所後の学習教材について 

訓練では教材として主に、①教科書、②単語集、③辞書(ポルトガル語⇔日本語)を使用し

ます。このうち主教材である教科書は訓練開始時に配布します。それ以外の副教材について

は、配布はありませんので下記を参考に各自で必要に応じて準備してください。 

 

① 教科書 

・ブラジル人による生きたブラジルポルトガル語 初級【CD付】(同学社) 

(ISBN：978-4-8102-0333-2) 

・ブラジル人による生きたブラジルポルトガル語 中級【CD付】(同学社) 

(ISBN：978-4-8102-0066-9) 

 

上記 2冊を使用します。入所後に配布予定です。 

 

② 単語集 

・今すぐ話せる いちばんはじめのブラジルポルトガル語単語(東進ブック

ス) 

(ISBN：978-4-89085-721-0) 

教科書だけで語彙力を伸ばすことは難しいため、単語集の併用は欠かせません。収録語

彙数や例文等を考慮し、上記単語集を薦めております。授業中に使用するクラスもあるた

め、訓練期間中は貸出しますが配布は致しません。訓練修了後に返却していただきます。 



 

③ 辞書 

訓練中は貸出用辞書の用意がありますので、ご自身に適した辞書や電子辞書の購入に迷

う方は入所後に語学講師等より助言を受けたうえで購入しても遅くありません。しかし、

使い慣れた辞書は学習の助けとなりますので、なるべく早い時期にご自身で購入すること

をお勧めします。 

 

 

ご不明な点があれば下記にご連絡ください。 

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 語学担当 

TEL：0265-82-6151／E-mail： jicakjv-language@jica.go.jp 

 

以上 

mailto:jicakjv-language@jica.go.jp


1 
 

 
事前学習教材 

ブラジルポルトガル語 

  
 この教材は、派遣前訓練にてブラジルポルトガル語を学習するにあたり、最

低限必要不可欠な語彙や文法内容で構成されています。訓練所に入所する前に

学習し、語学学習をスムーズに始められるように準備を進めてください。 

 なお、派遣前訓練で実施される語学訓練は、 JICA 海外協力隊として生活・

活動を進めるために必要な会話スキルを身に付けることを主な目的としてい

ます。そのため、準備を進めるにあたり、ポルトガル語についての言語学的知

識を身に付けるのではなく、聞いて内容を理解し、話して相手に理解してもら

うことを意識してください。音声データを活用し、何度も聞いて、実際に発音

して練習する習慣を身に付けることが、実践的な会話スキルを身に付けるため

には最も重要です。 
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ブラジルポルトガル語（Português do Brasil, Português brasileiro）は、現在ブラジルの公

用語であり、主にブラジルで話されているポルトガル語の一派です。ブラジルの人口がポル

トガル語圏で一番多く、話者数は 2 億人と言われ、ポルトガル語の方言の中で一番多く話さ

れています。ポルトガルで話されるイベリアポルトガル語とは文法や発音などに大きな違い

があります。さらにブラジルと他のポルトガル語を話す国、地域とも、文法や語法などに違

いがありますが、ここではブラジルポルトガル語のみを表記しています。 

１． Alfabeto アルファベット  

*ポルトガル語の発音に関して：人により若干の違いがあります。録音の音声も話者により

若干の発音の違いがありますが、どちらが正しいということはありません。 

 

音声を聞いて、読み方を練習してください。音声を聞かずに a から z まで発音できるまで繰

り返し声を出して練習しましょう。 

 

A B C D E F G H I J K L M N 
a b c d e f g h i j k l m n 
              

O P Q R S T U V W X Y Z   
o p q r s t u v w x y z   

＊K,W,Y の 3 文字は外来語の表記の際に用いられます。 
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2.  Acentuação gráfica  綴文字記号  

記号の意味を理解し、発音、アクセントを練習しましょう。単語例の音声を聞いて少なくと

も 3 回は声を出して繰り返しましょう。 

Acento grave （アセント・グラーヴェ） 

a のみにつく”`” [à]。方向を表す前置詞 a と女性名詞につく定冠詞 a が結合した形。発音

を示すものではない。 

例：à escola（ア エスコーラ／学校へ）    

Acento agudo （アセント・アグード） 

⺟音の上につく”´” [á í ú é ó]。アクセントの位置を示す。 

例：água（アーグア／水） 

Acento circunflexo （アセント・シルクンフレクソ） 

閉口音（口をあまり開けずに発音する音）の a, e, o につく”^” [â ê ô]。アクセント

の位置を示す。 

例：cerimônia（セリモーニア／儀式） 

Til （ティル） 

a, o の上に付く記号”~” [ã õ]。⿐⺟音を示す。（⿐にかかる音） 

例：irmão（イルマォン／弟） 
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Cedilha  （セジーリャ） 

c の下につく記号 [ç]。サ行の発音を示す。 

例：canção（カンサォン／歌）  

 

3.  PRONÚNCIA 発音  

音声を聞いて、音と綴りの関係を確認しながら、文字を見ずに同じように発音できるまで練

習しましょう。ここからはカタカナで発音を示しません。必ず録音を真似て発音しましょう。 

 

⺟音 

口⺟音は口からのみ息が出る⺟音、⿐⺟音は息が口と⿐を同時に通って発音される⺟音です。

⿐⺟音は日本語の“ん”に近い発音です。 

開口音は口を大きく開けて発音しましょう。 

A  

a, á, à 口⺟音、開口音 água, casa, àquela, 

â, a 口⺟音、閉口音 câmera, pane, cama 

ã, am, an ⿐⺟音 irmã, bambu 
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E  

é, e 口⺟音、開口音 égua, esta 

ê, e 口⺟音、閉口音 efêmero, elefante 

en, em, ém ⿐⺟音 encontrar, jovem, também 

 

I 

í 口⺟音 Bolívia 

i 弱く発音 Itália 

in, im, ím ⿐⺟音 inteligente, limpar, ímpar 

 

O 

ó 口⺟音、開口音 óculos, avó 

o, ô 口⺟音、閉口音 ovo, ônibus 

on, om, õ ⿐⺟音 ontem, ombro, aviões 

 

U 

ú 口⺟音 último 

u 弱く発音 uva 

un, um, ⿐⺟音 mundo, cumprimento 
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⼆重口⺟音（口からのみ息が出る⼆重⺟音）の例 

ai pai, caixa ia glória, história 

au aula, aumentar ie série 

ei lei, leigo io fio, navio 

éi papéis, anéis oa mágoa, Páscoa 

eu seu, meu ua nua, água 

éu véu, céu, chapéu ue tênue, bilíngue 

eo conterrâneo, óleo ui ruim 

iu viu, sumiu uo árduo, vácuo 

 

⼆重⿐⺟音の例 

ãe, ãi mãe, cãibra 

ão, am pão, moram 

em, en homem, hífen 

õe limões, corações 

ui muito 

 



7 
 

子音 

ba/be/bi/bo/bu [b] cabana, belo, bicho, bolo, buzina 

ca/que/qui/co/cu [k] casa, queijo, aqui, comida, culpa 

ça/ce/ci/ço/çu [s] cachaça, cedo, cidade, aço, açúcar 

cha/che/chi/cho/chu [∫] chave, cheiro, chicote, chocolate, chulé 

da/de/di/do/du [d] dado, dedo, dia, doente, duelo 

fa/fe/fi/fo/fu [f] fato, feto, fila, fofoca, fugir（上の⻭を下唇に近
づけて/軽く当てて息を出して発音） 

ga/gue/gui/go/gu [g] gato, gueto, guitarra, gota, gula 

ja/ge/gi/jo/ju [ʒ] janela, gelo, gilete, jogador, julho 

ha/he/hi/ho/hu [-] hábil, Helena, higiene, hotel, humano（h の音
は発音しない） 

ja/je/ji/jo/ju [ʒ] já, jejum, jiló, José, junho 

la/le/li/lo/lu [l] laranja, leite, limão, loteria, lua（⾆を上の⻭茎
の裏に付けて発音） 

語尾の_l/  [u] mal, mel, mil, sol, sul 

lha/lhe/lhi/lho/lhu [ʎ] falha, colher, colhi, olho, orelhudo（⾆を上の⻭
茎の裏に付けて発音） 

ma/me/mi/mo/mu [m] maçã, mesa, missa, molho, mulher 

na/ne/ni/no/nu [n] nada, neve, aniversário, novo, nuvem 

nha/nhe/nhi/nho/nhu  [Ɲ] galinha, conhecer, companhia, ninho, nenhum 

pa/pe/pi/po/pu [p] pai, peixe, pipoca, popular, pulso 
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qua/qui /quo/ [kw] quando, tranquilo, quociente 

ra/re/ri/ro/ru [x] rato, relógio, rio, roda, rua（軽い巻き⾆） 

rra/rre/rri/rro/rru [x] amarrar, carregar, carrinho, carro, arrumar 

_ra_/_re_/_ri_/_ro_/_ru_ [r] madeira, merecer, colírio, caro, urubu 

sa_/se_/si_/so_/su_ [s] sapato, selo, similar, sopa, suco 

_ssa_/_sse_/_ssi_/_sso_/_

ssu_ 

[s] massa, passeio, possível, osso, assustar 

⺟音+/sa/se/si/so/su [z] asa, mesa, asilo, isolar  

ta/te/ti/to/tu [t] tatu, teto, tio, todo, tudo 

va/ve/vi/vo/vu [v] vaca, vela, vida, vovó, vulnerável（上の⻭を下
唇に近づけて/軽く当てて息を出して発音） 

xa/xe/xi/xo/xu [∫] xarope, xerife, xixi, xodó, xucro 

ex+子音 [s] explicar, excelente 

⺟音の間 [ks] fixar, táxi, sexo 

ex-単語 [s] ex-marido, ex-namorada 

exa/exe/exi/exo/exu [z] exato, exemplo, êxito, êxodo, exumação 

za/ze/zi/zo/zu [z] azar, azedo, ziguezague, zoológico, azul 

_az/_ez/_iz/_oz/_uz [s] capaz, talvez, giz, veloz, avestruz 
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4.  CUMPRIMENTOS 挨拶  

音声を聞きながら、文字を見なくても言えるようになるまで、練習しましょう。 

Bom dia! /Boa tarde! / 
Boa noite! 

Tudo bem? /Como vai? 

Como vai o senhor? / Como vai a senhora? 

Qual é o seu nome? (= Como é o seu nome?) 

O meu nome é Kento. 

Muito prazer. 

O prazer é meu. 

Muito obrigado! /Muito obrigada! 

De nada. 

Desculpe! / Desculpa! 

Não tem problema. 

Não foi nada.  

Até logo!        

Até amanhã. 

Até a próxima. 

Tchau! 

こんにちは（朝）/こんにちは（昼）/
こんばんは。（夜） 

元気？ 

お元気ですか+男性/既婚女性敬称。 

あなたの名前は? 

私の名前はケントです。 

はじめまして。 

こちらこそ。 

どうもありがとう（男性/女性話者）！ 

どういたしまして。 

ごめんなさい！ 

大丈夫です。 

大丈夫です。 

またね。 

また明日。 

また今度。 

またね。 
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＜聞き取り・反復練習＞  

まずは挨拶表現を聞き、真似して声に出して繰り返し練習してみましょう。 

次に、文字を見なくても音声を聞いただけで反復できるようになるまで練習してください。 

 

Exemplo 1.  Maria: —Bom dia, como vai? Qual é o seu nome? 

           Paulo: —Bom dia. O meu nome é Paulo. Muito prazer! 

  Maria: —O prazer é meu. 

 

Exemplo 2.  Maria: —Paulo, muito obrigada! 

        Paulo: —De nada, Maria! 

 

Exemplo 3. Maria: —Desculpa! 

        Paulo: —Não tem problema. Não foi nada. 

 

Exemplo 4. Maria: —Até logo...tchau! 

        Paulo: — Até amanhã...tchau! 
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5. Expressões frequentemente usadas na sala de aula 教室でよく使う表現  

音声を聞いてスムーズに言えるまで繰り返し声を出して練習してください。日本語だけを
見てポルトガル語を言えるようになりましょう。 

Vocês entenderam? 

Entendi. 

Eu não entendi. 

Você conhece esta palavra? 

Eu conheço. 

Eu não conheço. 

Alguma pergunta? 

Eu tenho uma pergunta. 

Eu não tenho pergunta. 

Posso apagar? 

Sim, pode. 

Não. 

Espere, por favor. 

Abra o livro, por favor. 

Abra o livro na página 25, por favor.  

Fale, por favor. 

Responda, por favor. 

Escute, por favor. 

Escreva, por favor. 

（皆）分かりましたか。 

分かりました。 

（私は）分かりませんでした。 

この単語、知っていますか。 

知っています。 

知りません。 

質問がありますか。 

質問があります。 

質問はありません。 

消してもいいですか。 

はい、いいですよ。 

いいえ。 

待ってください。 

本を開いて下さい。 

25 ページを開いて下さい。 

話して下さい。 

答えて下さい。 

聞いて下さい。 

書いて下さい。 
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Veja, por favor. 

Leia, por favor. 

Levante-se, por favor. 

Sente-se, por favor. 

Repita, por favor. 

Converse em dupla / grupo. 

Mais uma vez, por favor. 

O que significa 〇〇? 

Significa ●●. 

Como se fala○○ em português? 

Em português é ●●. 

Terminou? 

Sim./ Não, ainda não. 

Está certo? 

Sim, está certo. / Não, está errado. 

Vamos começar.  

Vamos continuar. 

見て下さい。 

読んで下さい。 

立ってください。 

座ってください。 

繰り返してください。 

ペア/グループで話してください。 

もう一度お願いします。 

〇〇はどういう意味ですか。 

●●という意味です。 

ポルトガル語で○○は何と言いますか。 

●●と言います。 

終わりましたか。 

はい／いいえ、まだです。 

これは正解ですか。 

正解です。/不正解です。 

始めましょう。 

続けましょう。 

 

  



13 
 

＜練習＞ 文を聞いて、声を出して返事をした後で書きましょう。  

１． Você conhece esta palavra?  

Sim,      Não, 

２． Você entendeu? あなた（単数）はわかりましたか。 

Sim,      Não, 

３．O que significa “problema”? 

４．Como a gente fala “mizu” em português? 

５．Terminou?  

Sim,      Não, 

* terminei（終わりました。） 

６．Está certo? 

 Sim,      Não, 

７．Posso apagar? 

 Sim,      Não, 

８．Alguma pergunta? 

 Sim,      Não, 
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答え： 

1. Sim, eu conheço. / Não, eu não conheço. 

2. Sim, eu entendi. / Não, eu não entendi. 

3. Significa”問題です”. 

4. A gente fala “água”. 

5. Sim, terminei. / Não, não terminei.または Não, ainda não. 

6. Sim, está certo. / Não, não está certo.または Não, está errado. 

7. Sim, pode. / Não, não pode. 

8. Sim, eu tenho. / Não, eu não tenho.  

または 

Sim, eu tenho uma pergunta. / Não, eu não tenho pergunta. 

 

一秒以内に返事ができるようになるまで、繰り返しましょう。 
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6. NUMERAIS, DATAS, DIAS DA SEMANA, MESES DO ANO 数字と日付  

NUMERAIS CARDINAIS 基数 音声を聞いて繰り返してください。 

数字だけ見てポルトガル語で言えるようになるまで練習しましょう。 

1* 

2* 

3 

4 

5 

6** 

7 

8 

9 

10 

um/uma 

dois/duas 

três 

quatro 

cinco 

seis / (meia) 

sete 

oito 

nove 

dez 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

onze 

doze 

treze 

quatorze/catorze 

quinze 

dezesseis 

dezessete 

dezoito 

dezenove 

vinte 

21* 

22* 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

vinte e um/uma 

vinte e dois/duas 

trinta 

quarenta 

cinquenta 

sessenta 

setenta 

oitenta 

noventa 

cem 

*男性名詞と女性名詞の違い。例：um homem (男)、uma mulher（女） 
**電話番号などの並んでいる数字を言う時は、seis(6)を半分という意味の“meia”と言うことが多い。 
(“meia-dúzia”=半ダース) 

Exemplo:080–6776-67-66 (zero-oito-zero-meia-sete-sete-meia-meia-sete-meia-meia) 
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101* 

102* 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

cento e um/uma 

cento e dois/duas 

duzentos 

trezentos 

quatrocentos 

quinhentos 

seiscentos 

setecentos 

oitocentos 

novecentos 

0 

1,000 

10,000 

100,000 

1,000,000 

10,000,000 

100,000,000 

1,000,000,000 

10,000,000,000 

 

zero 

mil 

dez mil 

cem mil 

um milhão 

dez milhões 

cem milhões 

um bilhão 

dez bilhões 

 

 

 

使い方の例 繰り返し言ってみましょう。  

・um livro 一冊の本（livro は男性名詞）  （一冊の）本  

・uma casa (casa は女性名詞)   （一軒の）家  

・Repita cinco vezes, por favor.     5 回繰り返してください。 

・Uma mala de 20 quilos.      20 キロのスーツケース 

・Velocidade de 100 quilômetros por hora.    時速 100 キロ  

・Um milhão de pessoas.      100 万人の人 
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・R$ 100,00         Cem reais（100 レアル） 

・R$ 125,00         Cento e vinte e cinco reais 

・É uma hora da manhã.      01:00 時 

・É uma hora da tarde. (São treze horas.)    13:00 時 

・São duas horas da manhã.      02:00 時 

・São duas horas da tarde. (São quatorze horas.) 14:00 時  

 

＜聞き取り練習＞ 聞いて書き取りましょう。  

１） 

２） 

３） 

４） 

５） 

６） 

７） 

８） 

９） 

10） 
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答え： 

１）dois   

２）dez   

３）quinze   

４）vinte e sete   

５）sessenta e seis  

６）oitenta e um  

７）cento e trinta 

８）quinhentos e cinquenta e cinco 

９）mil duzentos e quarenta 

10）doze mil 

 

  



19 
 

NUMERAIS ORDINAIS 序数詞  

聞いて、文字を見ずに同じスピードで繰り返せるようになるまで、反復練習してください。 

 

第 1 

第 2 

第 3 

第 4 

第 5 

第 6 

第 7 

第 8 

第 9 

第 10 

primeiro(a) 

segundo(a) 

terceiro(a) 

quarto(a) 

quinto(a) 

sexto(a) 

sétimo(a) 

oitavo(a) 

nono(a) 

décimo(a) 

第 11 

第 12 

第 13 

第 20 

第 100 

décimo(a) primeiro (a) 

décimo(a) segundo(a) 

décimo(a) terceiro(a) 

vigésimo (a) 

centésimo (a) 

   Exemplo: 1o (primeiro)/ 2a (segunda)  

   ＊第 14 から 19 まで、また第 21 から 99 までは、日常生活であまり使われないため省い

てあります。 
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＜使い方の例＞ 

Primeira Copa do Mundo    第 1 回ワールドカップ 

Segunda prova     2 回目の試験 

Aniversário de trinta anos.    30 歳の誕生日 

O senhor Suzuki mora no sexto andar.  鈴木さんは 6 階に住んでいます。 

＊ブラジルの建物の階数は 2 階から数える。例えば 1 階は térreo といい、2 階 

が primeiro andar となります。 

 

＜聞き取り練習＞ 聞いて、書きとってください。  

１）     ６）  

２）     ７）  

３）     ８） 

４）     ９） 

５）     10） 

 

聞いて、同じスピードで繰り返せるようになるまで、反復練習してください。 
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答え： 

１）primeiro    ６）décimo primeiro 

２）quinto    ７）sexto 

３）nono    ８）quarto 

４）décimo          ９）centésimo 

５）vigésimo    10）oitavo 

 

DATAS 日付  

OS DIAS DA SEMANA OS MESES DO ANO 

(a) segunda-feira 

(a) terça-feira 

(a) quarta-feira 

(a) quinta-feira 

(a) sexta-feira 

(o) sábado  

(o) domingo 

月曜日 

火曜日 

水曜日 

木曜日 

金曜日 

土曜日 

日曜日 

1 月 

2 月 

3 月 

4 月 

5 月 

6 月 

janeiro 

fevereiro 

março 

abril 

maio 

junho 

7 月 

8 月 

9 月 

10 月 

11 月 

12 月 

julho  

agosto 

setembro 

outubro 

novembro 

dezembro 

(a) は女性名詞 (o)は男性名詞 
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昨日、今日などの表現 

 

 

 

 

 

☆ 「一日」は序数の primeiro(1o )を使う 

1o de fevereiro(「1/2」と表記する)2 月 1 日 

seis de maio ( 6/5)     5 月 6 日 

 

＜使い方の例＞ 

 Hoje é dia 20 de janeiro de 2019.  今日は 2019 年 1 月 20 日です。 

 Amanhã é domingo.    明日は日曜日です。 

 Hoje não é meu aniversário.   今日は私の誕生日ではありません。* 

Meu aniversário é no dia 25 de julho. 私の誕生日は 7 月 25 日です。 

 O Natal é no dia 25 de dezembro.  クリスマスは 12 月 25 日です。 

 Que dia é hoje?    今日は何日ですか。  

 Que dia da semana é hoje?   今日は何曜日ですか。 

＊否定文を作るときは、動詞の前に “não” を付けます。 

一昨日 

昨日 

今日 

明日 

明後日 

anteontem 

ontem 

hoje 

amanhã 

depois de amanhã 
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練習問題  聞き取った文章を書いて下さい。何度聞いても構いません。  

１） 

２） 

３） 

４） 

５） 

６） 

７） 

８） 

９） 

10） 
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答え： 

 １）Hoje é dia primeiro de abril.６）Que dia é hoje? 

 ２）Hoje é segunda-feira?    ７）Que dia da semana é hoje? 

 ３）Hoje é sábado?     ８）O Natal é no dia 25 de dezembro. 

 ４）Meu aniversário é hoje.    ９）Que dia é o Carnaval? 

 ５）Amanhã é sábado?    10）Que dia da semana é o dia 2 de julho? 
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7. 名詞の性と数、冠詞（この課は音声はありません。次の音声は 32 ページです。） 

 ポルトガル語の名詞には女性名詞と男性名詞があります。名詞につける定冠詞、不定冠詞

も性によって形が変わります。男性名詞に付ける定冠詞は o、女性名詞は a となります。例

外もありますが、一般的には-o で終わる名詞は男性名詞、-a, -de/dade, -ção で終わる名詞

は女性名詞に分けられます。 

      

男性名詞 女性名詞 

定冠詞 

o 

 

 

homem 男 

pai   父 

amigo （男）友達 

gato  （雄）猫 

livro  本 

carro  車 

dia      日 

定冠詞 

a 

caneta   ペン 

casa   家 

amiga  （女）友達 

tarde   昼 

universidade 大学 

estação  駅 

canção  歌 

 

 複数形には以下のルールがあります。例外がたくさんありますがここでは代表的なルール

を覚えます。なお、定冠詞の複数形は os または as となります。 

A)  ⺟音で終わる語 → 語末に-s を付ける。 

（単）o amigo   （複） os amigos 

a casa    as casas 
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B) -r、-s、-x、-z で終わる語 → 語末に-es を付ける。 

o professor  os professores 

a atriz   as atrizes 

o japonês  os japoneses 

＊-s の前の⺟音にアクセントがある場合のみ-es を付けます。アクセントがない場

合は変化しません。例：lápis は単数形と複数形が同じ。 

C) -al, -el, -ol, -ul で終わる語では-l を-is にする。（-el, -ol の e と o にアクセントがある時

は-éis, -óis に変化する。） 

o animal  os animais 

o álcool   os álcoois 

o lençol   os lençóis 

D) -m で終わる語 → -m は-ns に変化する。 

o homem  os homens 

a viagem  as viagens 

E) -ão で終わる語① → -ães に変化する。 

     o alemão  os alemães 

       o pão                os pães 
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F) -ão で終わる語② → -ões に変化する。 

o limão   os limões 

a televisão  as televisões 

G) -ão で終わる語③ → -ãos に変化する。 

o irmão         os irmãos 

a mão         as mãos 

*-ão で終わる語の複数形はルールが無い**ので一つ一つ覚える必要があります。 

** -ção で終わる語は常に-ções に変化します。 

練習問題１．次の名詞に定冠詞を付けましょう。 

１）   casas  ６）   japoneses 

２）   livro  ７）   brasileiro 

３）   tarde  ８）   computadores 

４）   estação  ９）   televisão 

５） __ documento        10）   dia 
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答え： 

1. as / 2. o /3. a / 4. a / 5. o / 6. os / 7. o / 8. os / 9. a / 10. o 

 

練習問題２. 次の名詞を複数形にしましょう。 

１）o anel → 

２）a estação → 

３）o homem → 

４）a mulher → 

５）o lençol → 

６）a alemã  → 

７）o coração → 

８）a mãe   → 

９）a mão  → 

10）o limão → 
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答え： 

1. os anéis / 2. as estações /3. os homens / 4. as mulheres / 5. os lençóis / 6. as alemãs/  

7. os corações / 8. as mães / 9. as mãos / 10. os limões 

8. SER 動詞の活用と使い方 

SER は不規則動詞で、直接法現在の活用は以下のようになります。 

主語         SER 動詞活用 

eu（私） sou 

você（あなた） 

ele（彼） 

ela（彼女） 

o senhor, a senhora (あなたの丁寧語) 

a gente （私達（話し言葉）） 

 

 

é 

nós（私たち） somos 

vocês（あなたたち） 

eles（彼ら） 

elas（彼女たち） 

os senhores, as senhoras（あなたたちの丁

寧語） 

 

 

são 
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SER 動詞は英語の BE 動詞の一部の機能を果たし、日本語では「〜である」という意味に

あたります。一般的に変化しない性質を表すときに用いられます。 

 

1）物事の本質・永続性を表す。 

例：O gato é um animal.    猫は動物です。 

  Você é muito gentil.    あなたはとても優しい。 

 

2）主語と国籍・職業。身分等を表す名詞をつなぐ。 

例：Ele é americano e ela é japonesa.  彼はアメリカ人で彼女は日本人です。 

    Eu sou casada, mas ele é solteiro.  私は結婚していますが彼は独身です。 

    Ele é professor de inglês.   彼は英語の先生です。 

 

3）永続的な場所・位置を示す。 

例：Onde é a estação de metrô?   地下鉄の駅はどこですか。 

＊（Onde fica a estação de metrô? の方が一般的な使い方) 

  Minha casa é ali.    私の家はあそこです。 

 

 

  



31 
 

4）時刻を表す 

例：Que horas são?    何時ですか。 

  São seis horas da manhã.   朝 6 時です。 

*ポルトガル語では、動詞の主語を省くことが多くあります。日時や天候などを表す場合も

主語を省くことが多いです。 

 

5）Ser 動詞＋前置詞 de（do、da）の用法: 出身・材料・所有を表す。 

例：Eu sou de São Paulo 私はサンパウロ出身です。 

  Este copo é de plástico.  このコップはプラスチックでできている。 

    Isto é dele (de+ele). これは彼のものです。 

 

6）助動詞的用法：受け身（ser 動詞＋過去分詞） 

例：O toufu é feito de soja.   豆腐は大豆で作られている。 

 *feito は fazer（作る）の過去分詞 

  Ele é respeitado por todos.  彼は皆から尊敬されている。 

 * respeitado は respeitar（尊敬する）の過去分詞 
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練習問題１. 音声を聞いて、どういう意味か下から選びましょう。  

１）  ６）   

２）  ７）   

３）  ８）   

４）  ９）   

５）  10）   

 

＜意味＞ 

a) あなたは日本人ですか。          f) トイレ（banheiro）はどこですか。 

b) 午後 1 時です。                 g) 彼は私の父です。 

c) 私たちは友達です。       h) 彼は結婚しています。 

d) このコップはプラスチック製です。i) 午後 3 時です。 

e) このバーは高い（caro）ですよ。 j) 私の車は⻘（azul）です。 
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答え： 1) j  2) d  3) g  4) b  5) i  6) f  7) e  8) a  9) c  10) h 

練習問題 2. １の音声を書きとってみましょう。  

１） 

２） 

３） 

４） 

５） 

６） 

７） 

８） 

９） 

１０） 
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答え： 

１）Meu carro é azul.  ６）Onde é o banheiro? 

２）Este copo é de plástico.  ７）Este bar é caro. 

３）Ele é o meu pai.   ８）Você é japonês? 

４）É uma hora da tarde.  ９）Nós somos amigos. 

５）São três horas da tarde.  10）Ele é casado. 
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9. ESTAR 動詞の使い方 

ESTAR は不規則動詞で、直接法現在の活用は以下のようになります。 

主語         ESTAR 動詞活用 

eu（私） estou 

você  

ele（彼） 

ela（彼女） 

o senhor, a senhora（あなたの丁寧語） 

a gente （私達（話し言葉）） 

 

 

está 

nós（私たち） estamos 

vocês 

eles（彼ら） 

elas（彼女たち） 

os senhores, as senhoras（あなたたちの

丁寧語） 

 

 

estão 
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恒常的な性質を示す場合に使われる SER 動詞に対して、ESTAR 動詞は、一時的な状態や

場所を表すときに使われます。 

1）一時的な状態を表す 

例： Eu estou doente.   私は病気です。 

   A gente está cansado.   私たちは疲れています。 

2）場所・位置を示す 

例： Meu pai está no Brasil.   父はブラジルにいます。 

   Onde você está?   あなたはどこにいるのですか。 

3）肉体的・神経的状態を表す：estar 動詞＋前置詞 com 

例： Eu estou com fome.   私はお腹が空いています。 

   Minha filha está com febre.  娘は熱があります。 

4）助動詞的用法①：estar 動詞＋進行形 （現在進行形） 

例： Eu estou estudando português.  私はポルトガル語を勉強している。 

*estudando は estudar（勉強する）の進行形 

   O que você está comendo?  あなたは何を食べているの。 

*comendo は comer（食べる）の進行形 

5）助動詞的用法②：estar 動詞＋過去分詞 （動作の結果） 

例： A porta está aberta.   ドアは開いている。（abrir：開く） 

   O telefone está ocupado.  電話は話中です。（ocupar：占める） 
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練習問題１．音声を聞いて、どういう意味か下から選びましょう。  

１）  ２)  ３） ４） ５） ６） ７） ８） ９） １０） 

＜意味＞ 

a) あなたは何を食べていますか。 

b) 私はポルトガル語を勉強しています。 

c) 彼は家にいます。 

d) 私はブラジルにいます。 

e) ドアが開いています。 

f) 電話は話し中です。 

g) あなたはどこにいますか。 

h) あなたは熱がありますか。 

i) 私は腹が空いています。 

j) 私は忙しいです。 
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答え： 1) i  2) h  3) e  4) j  5) g  6) c  7) b  8) a  9) d  10) f  

 

練習問題 2. 練習１の音声を書きとってみましょう。  

１） 

２） 

３） 

４） 

５） 

６） 

７） 

８） 

９） 

10） 
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答え： 

１）Eu estou com fome.  ６) Ele está em casa. 

２）Você está com febre?  ７) Eu estou estudando português. 

３）A porta está aberta.  ８）O que você está comendo? 

４）Eu estou ocupado.  ９）Eu estou no Brasil. 

５）Onde você está?   10）O telefone está ocupado. 

 

下の文章のカッコ内に SER か ESTAR を活用させて埋めてください。 

１）Eu ____________ japonês. 

２）Eu ____________ no Brasil. 

３）Ele ____________ casado? 

４）Meu carro ____________ vermelho. 

５）Isto____________ meu. 

６）O telefone ____________ ocupado. 

７）Meu número de telefone ____________ 070-9867-87-66. 

８）Onde você ____________ 

９）Onde ____________ a estação de trem? 

10）O que você ____________ fazendo? 
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答え： 

1. sou / 2. estou /3. é / 4. é / 5. é / 6. está/ 7. é / 8. está / 9. é / 10. está 

 

10. TER 動詞の使い方 

TER は不規則動詞で、直接法現在の活用は以下のようになります。 

主語       TER 動詞活用 

eu（私） tenho 

você （あなた） 

ele（彼） 

ela（彼女） 

o senhor, a senhora（あなたの丁寧語） 

a gente （私達（話し言葉）） 

 

 

tem 

nós（私たち） temos 

vocês（あなたたち） 

eles（彼ら） 

elas（彼女たち） 

os senhores, as senhoras（あなたたちの

丁寧語） 

 

 

têm 
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TER 動詞は英語の HAVE 動詞に相当しますが、「〜を持っている／がある」といった意味

のほかにもさまざまな使い方があります。 

 

１． 所有 

Onde tem um hotel barato?  安いホテルはどこにありますか。 

Aqui tem um restaurante bom? ここに美味しいレストランはありますか。 

２． TER+抽象名詞 

Eu tenho medo de avião.  飛行機が怖いのです。 

Ela tem saudade do Japão.  彼女は（日本の）ホームシックになっています。 

３． 非人称構文で「○○がある」 

Tem um hotel por aqui?  このあたりにホテルはありますか。 

Tem muitos estrangeiros no Brasil. ブラジルには外国人がたくさんいます。 

*非人称構文は、主語は表記しません。動詞の活用は 3 人称単数形となります。非人称構文

とは英語の”It rains.”の”It”のように物理的な主語がない構文です。 

TER QUE +動詞の不定詞 「〜しなければならない，〜にちがいない」という必要や義

務，断定の表現に用いられます。 

Eu tenho que ir para o Brasil.  ブラジルに行かなくてはなりません。 

Ela tem que estudar hoje.  彼は今日勉強しなければなりません。 
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練習問題１．音声を聞いて、どういう意味か下から選びましょう。  

１） ２） ３） ４） ５） 6) 7) 8) 9) 10) 

＜意味＞ 

a) 彼女は 20 歳です。 

b) 私達は大きい（grande）家を持っている。 

c) 何台（Quantas）の自転車（bicicletas）を持

っていますか。 

d) 私は日本が懐かしい（saudade）なと思って

いる。 

e) 私は兄弟（irmãos）が⼆人います。 

f) 彼らは 4 人の子供（filhos）がいます。 

g) 彼女は子供がいますか。 

h) 私はアレルギー（alergia）があります。 

i) 私はゴキブリ（barata）が怖いです。 

j) おいくつですか。 
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答え： 1) e  2) h  3) g  4) j  5) c  6) b  7) f  8) a  9) d  10)i  

 

練習問題 2. 練習１の音声を書きとってみましょう。  

１） 

２） 

３） 

４） 

５） 

６） 

７） 

８） 

９） 

10） 
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答え： 

１）Eu tenho dois irmãos.       ６) Nós temos uma casa grande. 

２）Eu tenho alergia.        ７) Eles têm quatro filhos. 

３）Ela tem filhos?        ８）Ela tem 20 anos. 

４）Quantos anos você tem?       ９）Você tem saudade do Japão? 

５）Quantas bicicletas você tem?     10）Eu tenho medo de barata. 

 

反復練習 練習問題１の音声を聞きながら声に出して反復しましょう。同じ速度で言えるよ

うになるまで繰り返しましょう。  
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11. IR 動詞の使い方 

IR は不規則動詞で、直接法現在の活用は以下のようになります。 

主語           IR 動詞活用 

eu（私） vou 

você （あなた） 

ele（彼） 

ela（彼女） 

o senhor, a senhora（あなたの丁寧語） 

a gente （私達（話し言葉）） 

 

 

vai 

nós（私たち） vamos 

Vocês（あなたたち） 

eles（彼ら） 

elas（彼女たち） 

os senhores, as senhoras（あなたたちの丁

寧語） 

 

 

vão 

 

IR 動詞は英語の GO 動詞に相当しますが、「行く」という意味を示すほか、他の語彙との組

み合わせによってさまざまな意味を表します。 
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1. IR+状態を表す副詞「（ある状態に）ある」 

Como vai sua família? あなたのご家族はいかが（お過ごし）ですか。 

Como você vai?  お元気ですか。 

Eu vou muito bem!  私はとても元気です！ 

2. IR+ PARA/A〜「〜へ（に）行く」 

Eu vou para o Brasil. (..ao Brasil)  私はブラジルに行きます。（ブラジルへ） 

Você vai para o banco hoje? (..ao banco hoje?)  今日は銀行に行きますか。（銀行へ） 

Você vai comigo ao hospital? (...para o hospital?)  あなたは私と一緒に病院に行くつも

りですか。 （〜病院へ） 

Eu vou ao banheiro.  私はトイレに行きます。 

*短時間の滞在予定では前置詞に a を使い、しばらく滞在する場合は para を使います。 

3. IR+動詞の不定詞（元になる形、〜すること）：近接未来を表す「〜する予定である」 

Você vai estudar amanhã?  あなたは明日勉強するつもりですか。 

Eu vou beber com meus amigos.  私は友達と飲むつもりです。 

A gente vai para o Brasil.  私たちはブラジルに行きます。 

4. VAMOS+動詞の不定詞「〜をしましょう。」 

Vamos almoçar?  昼食を食べましょうか。 

Vamos beber um café?  コーヒーを飲みましょうか。 
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5. IR+de (交通機関) 

Eu vou de carro, mas ela vai de bicicleta. 私は車で行きますが、彼女は自転車で行きます。 

Você vai de ônibus ou de táxi? あなたはバスかタクシーで行きますか。 

 

練習問題１．音声を聞いて、どういう意味か下から選びましょう。  

１） ２） ３） ４） ５） 6) 7) 8) 9) 10) 

＜意味＞ 

a) 行きましょうか。 

b) どこへ行きますか。 

c) 今日何をしますか。 

d) 明日私は東京へ行きます。 

e) 何を買いに行きますか。 

f) 彼は車で行きますか。 

g) 彼らは毎日学校に通っています。 

h) 私達は遅くまで勉強するつもりです。 

i) 誰があなたと一緒に行きますか。 

j) 今日何もしません。 
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答え： 1) g  2) e  3) f  4) b  5) h  6)ｄ  7) i  8) c  9) j  10) a  

 

練習問題 2. 練習問題１の音声を書いてみましょう。  

１） 

２） 

３） 

４） 

５） 

６） 

７） 

８） 

９） 

10） 
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答え： 

１）Eles vão à escola todos os dias. ６) Eu vou para Tóquio amanhã. 

２）O que você vai comprar?  ７) Quem vai com você? 

３）Ele vai de carro?   ８）O que você vai fazer hoje? 

４）Aonde você vai?   ９）Eu não vou fazer nada hoje. 

５）A gente vai estudar até tarde. 10）Vamos? 

 

反復練習 練習問題１の音声を聞きながら声に出して反復しましょう。同じ速度で言えるよ

うになるまで繰り返しましょう。 
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12. 練習問題（動詞まとめ） 

下の文章のカッコ内に SER,ESTAR, TER,IR を活用させて埋めてください。 

1) Eu ___________ japonês, mas ela __________ brasileira. 

2) Que dia ________hoje? 

3) Onde ________o ponto de ônibus? 

4) Onde ________um restaurante japonês? 

5) Hoje ________muito quente! 

6) Você _______ de carro? 

7) Você ________com fome? Eu ________com muita fome! 

8) Por favor, o senhor Mário ____________? 

9) Você _________uma caneta? 

10)  Eu ___________em São Paulo. E você? Onde você ________? 

11)  Nós __________voluntários da JICA. 

12)  Eles __________no hotel Continental? 

13)  Hoje nós ___________uma reunião importante. (reunião = 会議) 

14)  Você _______ trabalhar amanhã? 

15)  Ele ________30 anos. E você? Quantos anos você _______? 

16)  De onde ele _______? 

17)  Eu não __________casado (a). (casado=結婚している) 
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18)  Eu _______ comprar um café. （comprar＝買う） 

19)  Vocês ___________compromisso hoje? (compromisso= 用事) 

20)  Eu ___________com dor de cabeça. (頭が痛い) 

21)  (Ao telefone) Maria:  _ Alô? Aqui é o Mário. O Paulo __________? 

22)  José: Não. O Paulo ______________na empresa.（empresa＝会社） 

23)  Eu não __________filhos. E você? Você ______________? 

24)  Quando você __________ao Brasil? 

25)  Qual __________seu nome? Você ______um telefone para contato? 

26)  Bom dia.  O Paulo __________em casa? 

27)  Naquele restaurante ___________ uma comida deliciosa! 

28)  Aqui __________sua água. 〔はい、どうぞ〕 

29)  Quem _________ele? 

30)  Quem _________ao cinema na sexta-feira？ 
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答え： 

1. sou / é / 2. é /3. é / 4. tem / 5. está  

6. vai / 7. está/ estou / 8. está / 9. tem / 10. estou / está  

11. somos / 12. estão / 13. temos / 14. vai / 15. tem/ tem  

16. é / 17. sou / 18. vou / 19. têm / 20. estou  

21. está / 22. está / 23. tenho/ tem / 24. vai / 25. é / tem  

26. está / 27. tem / 28. está / 29. é / 30. vai 

 

 


