
数量・関数領域（五十音順）
用語 よみかた ポルトガル語 用語 よみかた ポルトガル語

1 値 あたい valor 58
くり上がり（くり上げ
る）

くりあがり（くりあげる） arredondar para cima

2 余り（余る） あまり（あまる） resto 59 計算 けいさん cálculo

3 暗算 あんざん cálculo mental 60 係数 けいすう coeficiente

4 以下 いか abaixo de 61 結合法則 けつごうほうそく regras de combinação

5 移項 いこう transposição 62 検算 けんざん verificação de contas

6 以上 いじょう acima de 63 原点 げんてん ponto de partida

7 １次 いちじ primeiro grau 64 減法 げんぽう método de subtração

8 １次関数 いちじかんすう
função de primeiro grau (funçã
o linear)

65 項 こう termo

9 １次式 いちじしき fórmula de primeiro grau 66 交換法則 こうかんほうそく Regras de conversão

10 １次の項 いちじのこう valor de primeiro grau 67 合計 ごうけい total

11 １次方程式 いちじほうていしき equação de primeiro grau 68 公式 こうしき fórmula

12 一の位 いちのくらい casa da unidade 69 公倍数 こうばいすう múltimplo comum

13 一万の位 いちまんのくらい  casa dos dez mil 70 公約数 こうやくすう denominador comum

14 因数 いんすう fator 71 午後 ごご tarde

15 因数分解 いんすうぶんかい decomposição de fatores 72 誤差 ごさ margem de erro

16 右辺 うへん segundo membro da equação 73 午前 ごぜん manhã

17 x座標 えっくすざひょう coordenada dos x 74 言葉の式 ことばのしき fórmula em palavras

18 x軸 えっくすじく eixo dos x 75 根号 こんごう radical

19 xについて解く えっくすについてとく calcular o x 76 差 さ diferença

20 円グラフ えんぐらふ gráfico em círculo 77 最小 さいしょう mínimo

21 帯グラフ おびぐらふ gráfico em barras 78 最小公倍数 さいしょうこうばいすう
mínimo múltiplo comum
(MMC)

22 重さ おもさ peso 79 最小値 さいしょうち valor mínimo

23 およその数 およそのかず valor aproximado 80 最大 さいだい máximo

24 折れ線グラフ おれせんぐらふ gráfico linear 81 最大公約数 さいだいこうやくすう
máximo divisor comum
(MDC)

25 解 かい solução (resposta) 82 最大値 さいだいち valor máximo

26 階級 かいきゅう classe 83 最頻値（モード） さいひんち（もうど）
número de maior freqüência
(moda)

27 階級値 かいきゅうち
valor médio da classe (tendê
ncia central)

84 座標 ざひょう coordenadas

28 階級の幅 かいきゅうのはば intervalo de classe 85 座標軸 ざひょうじく eixo das coordenadas

29 外項 がいこう
valores externos (limite das
classes)

86 座標平面 ざひょうへいめん superfície das coordenadas

30 概数 がいすう
número aproximado (valor
arredondado).

87 左辺 さへん lado esquerdo

31 確率 かくりつ probabilidade 88 ３乗 さんじょう ao cubo

32 かけ算 かけざん multiplicação 89 ２／３（３分の２） さんぶんのに dois terços

33 かけられる数 かけられるかず multiplicando 90 時 じ hora

34 かける数 かけるかず multiplicador 91 時間 じかん tempo

35 加減法 かげんほう método de soma e subtração 92 式 しき equação

36 傾き かたむき inclinação 93 式の値 しきのあたい valor da equação

37 （　） かっこ parenteses 94 式を展開する しきをてんかいする desenvolver a equação

38 仮分数 かぶんすう fração imprópria 95 時刻 じこく horário

39 加法 かほう adição 96 四捨五入 ししゃごにゅう arredondamento

40 仮平均 かりへいきん média temporária 97 指数 しすう índice

41 関数 かんすう função 98 次数 じすう grau

42 奇数 きすう número ímpar 99 自然数 しぜんすう número natural

43 逆算 ぎゃくさん cálculo inverso 100 四則 しそく as quatro operações

44 逆数 ぎゃくすう número inverso 101 時速 じそく velocidade (horária )

45 既約分数 きやくぶんすう fração irredutível 102 集合 しゅうごう reunião

46 共通因数 きょうつういんすう fator comum 103 十の位 じゅうのくらい casa das dezenas

47 切り上げ きりあげ arredondar para cima 104 1/10の位
じゅうぶんのいちのくら
い

primeira casa  decimal

48 切り捨て きりすて arredondar para baixo 105 樹形図 じゅけいず gráfico em forma de árvore

49 近似 きんじ aproximar 106 十進法 じゅっしんほう sistema decimal

50 近似値 きんじち valor aproximado 107 循環小数 じゅんかんしょうすう dízima periódica

51 偶数 ぐうすう número ímpar 108 順列 じゅんれつ permutação

52 九九 くく taboada 109 商 しょう quociente

53 組合わせ くみあわせ combinação 110 消去する しょうきょする eliminar

54 位 くらい grau 111 小数 しょうすう fração decimal

55 位取り くらいどり
determinação da posição de um
algarismo

112 小数第一位 しょうすうだいいちい primeira casa  decimal

56 グラフ ぐらふ gráfico 113 小数第三位 しょうすうだいさんい terceira casa  decimal

57
くり下がり（くり下が
る）

くりさがり（くりさがる） emprestar 114 小数第二位 しょうすうだいにい segunda casa  decimal
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用語 よみかた ポルトガル語 用語 よみかた ポルトガル語

115 小数点 しょうすうてん ponto decimal 172 度数分布多角形
どすうぶんぷたかくけ
い

polígono de FREQUÊNCIAS

116 乗法 じょうほう multiplicação 173 度数分布表 どすうぶんぷひょう
tabela de distribuição de
FREQUÊNCIAS

117 除法 じょほう divisão 174 内項 ないこう valor interno

118 人口密度 じんこうみつど densidade demográfica 175 何時 なんじ quantas horas?

119 真分数 しんぶんすう fração própria 176 何時半 なんじはん quantas meias-horas?

120 数 すう número 177 ２元１次方程式
にげんいちじほうていし
き

equação de primeiro grau
COM DUAS VARIÁVEIS

121 数直線 すうちょくせん linha reta com escala 178 ２次関数 にじかんすう função de segundo grau

122 数量 すうりょう quantidade 179 ２次式 にじしき fórmula de segundo grau

123 整数 せいすう número inteiro 180 ２次方程式 にじほうていしき equação de segundo grau

124 正の項 せいのこう termo positivo 181 ２乗 にじょう ao quadrado

125 正の数 せいのすう número positivo 182 ２乗に比例 にじょうにひれい proporção quadrática

126 正の符号 せいのふごう sinal positivo 183 二進法 にしんほう sistema binário

127 正の向き せいのむき direção positiva 184 二等分 にとうぶん bissetriz

128 積 せき produto 185 場合の数 ばあいのかず
número de probabilidades de
ocorrência

129 絶対値 ぜったいち valor absoluto 186 倍 ばい dobro

130 切片 せっぺん interseção 187 倍数 ばいすう número múltiplo

131 全数調査 ぜんすうちょうさ pesquisa de todos os números 188 はかり はかり balança

132 千の位 せんのくらい  casa dos mil 189 速さ はやさ velocidade

133 1/1000の位
せんぶんのいちのくら
い

 casa dos milésimos 190 範囲 はんい faixa

134 素因数 そいんすう número de fatores 191 反比例 はんぴれい proporção inversa

135 素因数分解 そいんすうぶんかい desmembrar os fatores 192 比 ひ comparado a

136 相関 そうかん correlação 193 ひき算 ひきざん subtração

137 相関図 そうかんず gráfico de correlação 194 ひく数 ひくかず subtraendo

138 相関表 そうかんひょう tabela de correlação 195 筆算 ひっさん contas no papel

139 双曲線 そうきょくせん hipérbole 196 等しい ひとしい similar

140 相対度数 そうたいどすう percentual de freqüência 197 比の値 ひのあたい valor comparativo

141 相対度数分布表
そうたいどすうぶんぷ
ひょう

tabela de distribuição do
percentual de freqüência

198 比は等しい ひはひとしい a comparação é igual

142 測定 そくてい mensuração 199 百の位 ひゃくのくらい CASA DAS CENTENAS

143 測定値 そくていち valor medido 200 1/100の位
ひゃくぶんのいちのくら
い

CASA DOS CENTÉSIMOS

144 素数 そすう número primo 201 百分率 ひゃくぶんりつ percentual

145 そろばん そろばん ábaco 202 表 ひょう tabela

146 代入する だいにゅうする substituição 203 秒 びょう segundo

147 代入法 だいにゅうほう método de substituição 204 秒速 びょうそく velocidade por segundo

148 代表値 だいひょうち valor representativo 205 標本 ひょうほん amostra

149 帯分数 たいぶんすう fração mista 206 標本調査 ひょうほんちょうさ pesquisa amostral

150 対応する たいおうする corresponder 207 比例 ひれい proporção

151 多項式 たこうしき polinômio 208 比例定数 ひれいていすう número fixo proporcional

152 たし算 たしざん adição 209 比を簡単にする ひをかんたんにする facilitar a comparação

153 単位 たんい unidade 210 分（割合） ぶ（わりあい） parcela  (percentual)

154
単位量あたりの大
きさ

たんいりょうあたりのお
おきさ

valor da unidade de referência 211 歩合 ぶあい percentual

155 単項式 たんこうしき expressão monomial 212 符号 ふごう sinal

156 中央値（メジアン） ちゅうおうち（めじあん） valor central (mediana) 213 不等号 ふとうごう sinal de DESIGUALDADE

157
柱状グラフ（ヒスト
グラム）

ちゅうじょうぐらふ（ひす
とぐらむ）

histograma 214 不等号の向き ふとうごうのむき
direção dO sinal de
DESIGUALDADE

158 直線の式 ちょくせんのしき fórmula linear 215 不等式 ふとうしき fórmula de DESIGUALDADE

159 通分 つうぶん
redução de fração a um
denominador comum

216 負の項 ふのこう termo negativo

160 定数 ていすう número fixo 217 負の数 ふのすう número negativo

161 定数項 ていすうこう termo constante 218 負の符号 ふのふごう sinal negativo

162 （式を）展開する （しきを）てんかいする desenvolver a fórmula 219 負の向き ふのむき direção negativa

163 電卓 でんたく calculadora 220 ＋ ぷらす mais

164 等号 とうごう sinal de igual 221 分（時間） ふん（じかん） minuto (tempo)

165 等式 とうしき igualdade 222 分子 ぶんし numerador

166 等分 とうぶん partes iguais 223 分数 ぶんすう fração

167 同様に確からしい どうようにたしからしい tem a mesma probabilidade 224 分速 ふんそく velocidade por minuto

168 同類項 どうるいこう termo semelhante 225 分配法則 ぶんぱいほうそく lei da distribuição

169 解く とく resolver 226 分母 ぶんぼ denominador

170 時計 とけい relógio 227 平均 へいきん média

171 度数 どすう grau 228 平方 へいほう quadrado
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用語 よみかた ポルトガル語

229
平方根（aの平方
根）

へいほうこん（えいの
へいほうこん）

raiz quadrada  (raiz quadrada
de a)

230 変域 へんいき domínio

231 変化の割合 へんかのわりあい percentual de variação

232 変数 へんすう variável

233 方眼紙 ほうがんし papel quadriculado

234 棒グラフ ぼうぐらふ gráfico de barras

235 方程式 ほうていしき equação

236 放物線 ほうぶつせん parábola

237 母集団 ぼしゅうだん população

238 － まいなす menos

239 巻尺 まきじゃく fita métrica

240 ます目（ます） ますめ（ます） quadrícula

241 道のり みちのり distância

242 見積り みつもり estimativa

243 未満 みまん inferior a

244 無作為 むさくい aleatoriedade

245 無理数 むりすう número irracional

246 目盛り めもり escala

247 文字 もじ
incógnita  (representada por
uma letra)

248 文字の値 もじのあたい valor da incógnita

249 文字の式 もじのしき
equação com uso de incógnitas
(letras)

250 ものさし ものさし régua

251 約 やく cerca de , aproximadamente

252 約数 やくすう divisor

253 約分 やくぶん redução de fração

254 有効数字 ゆうこうすうじ número significativo

255 有理化 ゆうりか racionalizar

256 有理数 ゆうりすう número racional

257 乱数さい らんすうさい dado de números aleatórios

258 乱数表 らんすうひょう tabela de números aleatórios

259 立方 りっぽう cúbico

260 量 りょう volume

261 両辺 りょうへん ambos os lados

262 厘（割合） りん（わりあい） unidade milesimal

263 累乗 るいじょう
elevar um número à potência
(potenciação)

264 累積度数 るいせきどすう frequência cumulativa

265 累積度数分布表
るいせきどすうぶんぷ
ひょう

tabela de distribuição de frequê
ncia acumulada

266 連立方程式 れんりつほうていしき equação de primeiro grau

267 六十進法 ろくじゅっしんほう sistema sexagemal

268 和 わ soma

269 y座標 わいざひょう coordenadas de y

270 y軸 わいじく eixo de y

271
yはχの関数であ
る

わいはえっくすのかん
すうである

y é funçaõ de x

272 わられる数 わられるかず dividendo

273 割（割合） わり（わりあい） percentua l(razão)

274 割合 わりあい percentual

275 割りきれない わりきれない indivisível

276 割りきれる わりきれる divisível

277 わり算 わりざん divisão

278 わる数 わるかず divisor
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図形領域（五十音順）
用語 よみかた ポルトガル語 用語 よみかた ポルトガル語

1 位置 いち posição 49 五角形 ごかくけい pentágono

2 内のり うちのり medida interna 50 五角すい ごかくすい pentágono triangular

3 鋭角 えいかく ângulo agudo 51 五角柱 ごかくちゅう prisma pentaedro

4 鋭角三角形 えいかくさんかくけい triângulo acutângulo 52 五面体 ごめんたい pentaedro

5
χ軸について対
称

えっくすじくについてた
いしょう

simetria com o eixo x 53 コンパス こんぱす compasso

6 円 えん círculo 54 作図 さくず
construção (de figura geomé
trica)

7 円周 えんしゅう circunferência 55 錯角 さっかく ilusão

8 円周角 えんしゅうかく ângulo central 56 三角形 さんかくけい triangular

9 円周率 えんしゅうりつ

constante de
proporcionalidade da relação
entre a circunferência e seu
diâmetro

57 三角定規 さんかくじょうぎ esquadro

10 円すい えんすい cone 58 三角すい さんかくすい pirâmide triangular

11 円柱 えんちゅう cilindro 59 三角柱 さんかくちゅう prisma triangular

12 延長線 えんちょうせん prolongamento da linha 60 三平方の定理 さんへいほうのていり teorema de Pitágoras

13 おうぎ形 おうぎがた setor da circunferência 61 四角形 しかくけい quadrado

14 外角 がいかく ângulo externo 62 四角すい しかくすい pirâmide geométrica

15 外角の和 がいかくのわ Soma do ângulo externo 63 四角柱 しかくちゅう prisma geométrico

16 外心 がいしん circuncêntrico 64 軸 じく eixo

17 外接円 がいせつえん círculo circunscrito 65 実測 じっそく medição

18 外接四角形 がいせつしかくけい quadrado circunscrito 66 四面体 しめんたい tetraedro

19 外接する がいせつする circunscrever 67 斜辺 しゃへん hipotenusa

20 回転 かいてん rotação 68 周 しゅう volta

21 回転移動 かいてんいどう movimento rotatório 69 重心 じゅうしん centro de gravidade

22 回転体 かいてんたい corpo rotatório 70 縮小 しゅくしょう redução

23 回転の軸 かいてんのじく eixo de rotação 71 縮図 しゅくず desenho reduzido

24 回転の中心 かいてんのちゅうしん centro de rotação 72 定規 じょうぎ régua

25 角 かく ângulo 73 条件 じょうけん condição

26 角すい かくすい pirâmide 74 （台形の）上底
（だいけいの）じょうて
い

base superior (do trapézio)

27 拡大 かくだい ampliação 75 証明 しょうめい prova

28 拡大図 かくだいず figura ampliada 76 垂心 すいしん ortocentro

29 角柱 かくちゅう prisma 77 垂線 すいせん linha perpendicular

30 角度 かくど ângulo 78 垂直 すいちょく perpendicular

31 角の大きさ かくのおおきさ tamanho do ângulo 79 垂直二等分線
すいちょくにとうぶんせ
ん

bissetriz perpendicular

32 かさ かさ volume 80 水平 すいへい horizontal

33 形 かたち forma 81 図形 ずけい figura

34 （台形の）下底 （だいけいの）かてい base (do trapézio) 82 正三角形 せいさんかくけい triângulo equilátero

35 仮定 かてい hipótese 83 正三角柱 せいさんかくちゅう prisma equilátero

36 逆 ぎゃく oposto 84 正四角柱 せいしかくちゅう prisma quadrático

37 球 きゅう esfera 85 正四面体 せいしめんたい tetraedro regular

38 共通接線 きょうつうせっせん tangente comum 86 正十二面体 せいじゅうにめんたい dodecaedro regular

39 曲線 きょくせん curva 87 正多角形 せいたかくけい poligono regular

40 曲面 きょくめん superfície curva 88 正多面体 せいためんたい poliedro regular

41 距離 きょり distância 89 正二十面体 せいにじゅうめんたい icosaedro regular

42 空間図形 くうかんずけい desenho espacial 90 正八面体 せいはちめんたい octaedro regular

43 結論 けつろん conclusão 91 正方形 せいほうけい quadrado

44 弦 げん corda 92 正六面体 せいろくめんたい hexaedro regular

45 弧 こ arco 93 接する せっする aproximar-se

46 交点 こうてん ponto de interseção 94 接線 せっせん tangente

47 合同 ごうどう combinação 95 接点 せってん
ponto de intersecção de duas
linhas

48 合同条件 ごうどうじょうけん condição de combinação 96 線対称 せんたいしょう simetria linear

97 線対称な図形
せんたいしょうなずけ
い

figura de simetria linear

98 線分 せんぶん segmento de linha
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用語 よみかた ポルトガル語 用語 よみかた ポルトガル語
99 相似 そうじ semelhança 149 度 ど grau

100 相似条件 そうじじょうけん condição de semelhança 150 同位角 どういかく ângulo correspondente

101 相似の位置 そうじのいち ser semelhante 151 投影図 とうえいず projeção

102 相似の中心 そうじのちゅうしん foco 152 同側内角 どうそくないかく ângulo interno do mesmo lado

103 相似比 そうじひ razão de semelhança 153 鈍角 どんかく ângulo obtuso

104 側面 そくめん lateral 154 鈍角三角形 どんかくさんかくけい triângulo obtuso

105 側面図 そくめんず perfil 155 内角 ないかく ângulo interno

106 側面積 そくめんせき volume lateral 156 内角の和 ないかくのわ soma dos ângulos internos

107 対応する角 たいおうするかく ângulo correspondente 157 内心 ないしん
centro do círculo inscrito em
um polígono , incentro

108 対応する頂点 たいおうするちょうてん vértice correspondente 158 内接円 ないせつえん círculo inscrito

109 対応する点 たいおうするてん ponto correspondente 159 内接四角形 ないせつしかくけい quadrado inscrito

110 対応する辺 たいおうするへん lado correspondente 160 内接する ないせつする circunscrever

111 対角 たいかく ângulo oposto 161 長さ ながさ comprimento

112 対角線 たいかくせん diagonal 162 二等分線 にとうぶんせん bissetriz

113 台形 だいけい trapézio 163 二等辺三角形 にとうへんさんかくけい triângulo isósceles

114 対称 たいしょう simetria 164 ねじれの位置 ねじれのいち posição de torção

115 対称移動 たいしょういどう deslocamento simétrico 165 π（パイ） ぱい pi

116 対称軸 たいしょうじく eixo simétrico 166 半径 はんけい raio

117 対称の中心 たいしょうのちゅうしん centro da simetria 167 半直線 はんちょくせん semi-reta

118 体積 たいせき volume 168 ひし形 ひしがた losango

119 対頂角 たいちょうかく
ângulos verticalmente
opostos

169 表面積 ひょうめんせき área da superfície

120 対辺 たいへん lado oposto 170 分度器 ぶんどき transferidor

121 多角形 たかくけい multiangular 171 平面図 へいめんず planta, plano

122 高さ たかさ altura 172 平行 へいこう paralela

123 縦 たて vertical, altura 173 平行移動 へいこういどう deslocamento paralelo

124 多面体 ためんたい poliedro 174 平行四辺形 へいこうしへんけい paralelograma

125 中心 ちゅうしん centro 175 平行線 へいこうせん linhas paralelas

126 中心角 ちゅうしんかく centro 176 平面 へいめん plano

127 中線 ちゅうせん linha central 177 辺 へん lado (de um polígono)

128 中点 ちゅうてん ponto central da linha 178 傍心 ぼうしん excentro

129 中点連結定理
ちゅうてんれんけつて
いり

teorema do segmento médio
do triângulo

179 傍接円 ぼうせつえん circunferência exinscrita

130 頂角 ちょうかく ângulo do vértice 180 母線 ぼせん geratriz

131 頂点 ちょうてん vértice 181 交わる まじわる interceptar

132 長方形 ちょうほうけい retangular 182 見取図 みとりず esboço

133 直線 ちょくせん linha reta 183 面 めん lado

134 直方体 ちょくほうたい paralelepípedo 184 面積 めんせき área

135 直角 ちょっかく ângulo reto 185 面対称 めんたいしょう simetria plana

136 直角三角形 ちょっかくさんかくけい triângulo retângulo 186 容積 ようせき volume

137
直角二等辺三角
形

ちょっかくにとうへんさ
んかくけい

triângulo isósceles com um â
ngulo reto

187 横 よこ lateral

138 直径 ちょっけい diâmetro 188 立体 りったい corpo sólido tridimensional

139 つくる角（なす角） つくるかく（なすかく） ângulo 189 立方体 りっぽうたい cubo

140 底角 ていかく ângulo da base 190 立面図 りつめんず maquete

141 定義 ていぎ definição 191 六角形 ろくかくけい hexágono

142 底辺 ていへん base (do triângulo) 192 ｙ軸について対称
わいじくについてたい
しょう

simetria com o eixo y

143 底面 ていめん base

144 底面積 ていめんせき área da base

145 定理 ていり teorema

146 展開図 てんかいず gráfico de expansão

147 点対称 てんたいしょう simetria pontual

148 点対称な図形
てんたいしょうなずけ
い

figura de simetria pontual
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教科書・授業の表現
（１）説明で使う論理表現など（５０音順）

表現 よみかた ポルトガル語

1 ある数 あるすう dado um número

2 いずれかの いずれかの um deles

3 一部分を いちぶぶんを uma parte

4 一緒にする いっしょにする juntar

5 一致する いっちする estar de acordo

6 一定な（一定の） いっていな（いっていの） determinado (fixo)

7 いつでも いつでも sempre 

8 いろいろな いろいろな vários

9 AならばB えいならばびい Se A for verdadeiro, B também o será

10 AはBの特別なものである えいはびいのとくべつなものである A é algo especial de B. 

11 χの値が２のとき〜 えっくすのあたいが　に　のとき quando o valor de x for 2....

12 置きかえる おきかえる substituir

13 同じになる おなじになる tornar igual

14 （垂直に）下ろす （すいちょくに）おろす baixar verticalmente

15 限りなく近づく かぎりなくちがづく aproximar-se ao infinito. 

16 影をつけた部分 かげをつけたぶぶん parte sombreada

17 重ねる かさねる sobrepor

18 括弧をはずす かっこをはずす tirar os parênteses

19 必ず かならず sem falta, obrigatoriamente

20 カルタ カルタ carta

21 同士 どうし entre os mesmos

22 くくりだす くくりだす fatorar

23 項にふくまれる文字 こうにふくまれるもじ letras incluídas no termo

24 小刻みに点をとる こきざみにてんをとる traçar pontos próximos uns aos outros

25 異なる ことなる ser diferente

26 除法を乗法になおす じょほうをじょうほうになおす transformar divisão em multiplicação

27 少なくても すくなくても pelo menos, no mínimo

28 〜ずつ増える 〜ずつふえる aumenta pouco a pouco

29 〜ずつ減る 〜ずつへる diminui pouco a pouco

30 ０に近づく ぜろにちかづく aproxima-se de zero

31 全部で（合わせると） ぜんぶで（あわせると） no total

32 それぞれ それぞれ cada um

33 〜だけ 〜だけ somente.....

34 正しい ただしい correto 

35 足りない（不足する） たりない（ふそくする） insuficiente (falta)

36 違う ちがう estar errado 

37 ちょうど ちょうど exato

38 直線上の点 ちょくせんじょうのてん ponto sobre uma reta

39 適切な てきせつな adequado

40 適当な てきとうな apropriado

41 点Ａを通る てん　えい　をとおる passar pelo ponto A

42 点線 てんせん pontos e linhas

43 点を通る てんをとおる pasar pelo ponto 

44 点をとる てんをとる tirar o ponto 

45 〜とは限らない 〜とはかぎらない não se limitando a.......

46 〜とみなす（〜とみる） 〜とみなす（〜とみる） considerar......

47 どれも どれも qualquer um....

48 どんな（点でも） どんな（てんでも） qualquer (ponto)

49 波線 なみせん linha ondulada

50 成り立つ なりたつ compor-se de...

51 １組の ひとくみの um par, um conjunto

52 間違い まちがい erro 

53 文字をふくむ項 もじをふくむこう termo que inlclui letras 

54 よみとる よみとる ler

55 例のように れいのように como no exemplo 

56 連続する整数 れんぞくするせいすう número natural consecutivo

57 分ける わける dividir

58 〜を使って 〜をつかって use.......
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（２）金銭に関する表現
表現 よみかた ポルトガル語

1 金額 きんがく valor, quantia

2 代金 だいきん valor  

3 原価 げんか custo

4 定価 ていか preço estabelecido pelo fabricante

5 料金 りょうきん taxa

6 値段（価格、売値） ねだん（かかく、うりね） preço (valor, preço de venda) 

7 利益（儲け） りえき（もうけ） lucro 

8 損失（損） そんしつ（そん） prejuízo 

9 値上げ ねあげ aumento de preço

10 値下げ ねさげ diminuição de preço

11 ３割引 さん　わりびき desconto de 30% 

12 ２割り増し に　わりまし aumento de 20% 

13 半額 はんがく metade do preço 

14 収入 しゅうにゅう receita

15 支出 ししゅつ despesa

16 運賃 うんちん preço da passagem

17 何円ですか なんえんですか Quantos ienes? 

18 （値段は）いくらですか （ねだんは）いくらですか Quanto custa?

19 支払う しはらう pagar

20 （お金を）もらう （おかねを）もらう receber (o dinheiro)

21 （ものを）売る （ものを）うる vender (algo)

22 （ものを）買う （ものを）かう comprar (algo)

（３）大小関係に関する表現
表現 よみかた ポルトガル語

1 ３より２大きい さん　より　に　おおきい 2 acima de 3

2 ５より６小さい ご　より　ろく　ちいさい 6 abaixo de 5

3 １００より大きい ひゃく　よりおおきい maior do que cem

4 ０より小さい ぜろ　よりちいさい menor do que zero

5 １０以上 じゅう　いじょう mais de dez

6 １０００以下 せん　いか menos de mil 

7 ４未満 よん　みまん inferior a 4

8 最大の数は３６ さいだいのすうは　さんじゅうろく o número máximo é 36

9 最小の数は１ さいしょうのすうは　いち o número mínimo é 1

10 範囲内 はんいない dentro do limite

11 範囲外 はんいがい fora do limite
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記号・数
記号 よみかた ポルトガル語

1 ＋ たす somar

2 ＝ は（いこおる） igual

3 ー ひく diminuir, subtrair

4 × かける multiplicar

5 ÷ わる dividir

6 % ぱあせんと percentagem

7 ２：３（２対３） に　たい　さん 2 por 3

8 1（一） いち um

9 2（二） にい dois

10 3（三） さん três

11 4（四） し quatro

12 5（五） ご cinco

13 6（六） ろく seis

14 7（七） なな（しち） sete

15 8（八） はち oito

16 9（九） きゅう nove

17 10（十） じゅう dez

18 11(十一） じゅういち onze

19 12（十二） じゅうに doze

20 13（十三） じゅうさん treze

21 14（十四） じゅうし quatorze

22 15（十五） じゅうご quinze

23 16（十六） じゅうろく dezesseis

24 17（十七） じゅうしち dezessete 

25 18（十八） じゅうはち dezoito

26 19（十九） じゅうく dezenove

27 20（二十） にじゅう vinte

28 50（五十） ごじゅう cinqüenta

29 100（百） ひゃく cem 

30 1000（千） せん mil

31 10000（一万） いちまん dez mil

32 100000（十万） じゅうまん cem mil

33 100000000（一億） いちおく cem milhões

34 1000000000000（一兆） いっちょう um trilhão 

35 -1 まいなすいち menos um ou um negativo

36 ３０° さんじゅうど trinta graus

37 ４５° よんじゅうごど quarenta e cinco graus

38 ６０° ろくじゅうど sessenta graus

39 ９０° きゅうじゅうど noventa graus

40 １８０° ひゃくはちじゅうど cento e oitenta graus

41 ３６０° さんびゃくろくじゅうど trezentos e sessenta graus

42 １＜３ いち　しょうなり　さん um menor que três 

43 ２>−１ に　だいなり　まいなすいち dois maior que menos um

44 χ≦２ えっくす　しょうなりいこおる　に x menor ou igual a 2

45 ｙ≧５ わい　だいなりいこおる　ご y maior ou igual a 5 

46 ⌒AB（弧AB） こ　えいびぃ arco AB

47 AB//CD（平行） えいびい　へいこう　しぃでい AB é paralelo a CD (paralelo)

48 ∠A（角） かく　えい ângulo A

49 AB⊥CD（垂直） えいびい　すいちょく　しぃでい AB é perpendicular a CD

50 △ABC（三角形） さんかくけい　えいびぃしい triângulo ABC 

51 △ABC≡△DEF（合同）

さんかくけいえいびいしい ごうどう
さんかくけいでぃいいえふ o triângulo ABC é igual ao triângulo DEF

52 □ABCD（平行四辺形） へいこうしへんけい　えいびぃしいでい paralelogramo ABCD

53 √２ るうと２ raiz quadrada de 2 

54 △ABC∽△DEF（相似）

さんかくけいえいびいしい そうじ さ
んかくけいでぃいいえふ o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF (semelhança)
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各単元における「よく使われる単語・表現」
単語・表現 よみかた ポルトガル語 単語・表現 よみかた ポルトガル語

1 気温 きおん temperatura 57 回転数 かいてんすう número de giros

2 最低気温 さいていきおん temperatura mínima 58 おもり おもり chumbo

3 最高気温 さいこうきおん temperatura máxima 59 出発 しゅっぱつ partida

4 温度計 おんどけい termômetro 60 到着 とうちゃく chegada

5 基準 きじゅん padrão 61 短い みじかい curto

6 水深 すいしん profundidade da água 62 長い ながい longo

7 水位 すいい nível de água 63 のばす のばす
expandir, esticar,
prolongar

8 海面 かいめん nível do mar 64 両端 りょうたん extremos

9 標高 ひょうこう altitude 65 結ぶ むすぶ ligar, apertar, dar nó

10 東 ひがし leste, este 66 なぞる なぞる decalcar

11 西 にし oeste 67 位置関係 いちかんけい relação de posição

12 北 きた norte 68 折り紙 おりがみ
origami, dobradura de
papel

13 南 みなみ sul 69 折り目 おりめ vinco, dobra, prega

14 時差 じさ fuso horário 70 折る おる dobrar

15 性質 せいしつ caráter, natureza 71 ひろげる ひろげる estender

16 移動 いどう deslocamento 72 重なる点 かさなるてん pontos sobrepostos

17 反対 はんたい contrário 73 ぴったり重なる ぴったりかさなる
que se sobrepõe
perfeitamente

18 反対向き はんたいむき direção contrária 74 裏返す うらがえす virar do avesso

19 道路 どうろ rua, caminho 75 回す まわす girar

20 カード かーど carta 76 切る きる cortar

21 同士 どうし ｅｎｔｒｅ　～ 77 最短の さいたんの mais curto

22 ３分前 さんふんまえ três minutos atrás 78 建物 たてもの prédio, construção

23 ５分後 ごふんご daqui a cinco minutos 79 工作用紙 こうさくようし cartolina

24 得点 とくてん nota, pontos 80 囲まれている かこまれている está envolvido

25 おはじき おはじき botão (jogo de botões) 81 三脚 さんきゃく tripé

26 マッチ棒 まっちぼう palito de fósforo 82 転がす ころがす cair

27 並べる ならべる alinhar 83 動かした跡 うごかしたあと
vestígio de
deslocamento, de
movimentação

28 全体の個数 ぜんたいのこすう quantidade geral 84 積み重ねる つみかさねる empilhar

29 けしごむ けしごむ borracha 85 容器 ようき utensílio

30 花壇 かだん canteiro de flores 86 ３杯 さんばい Três xícaras (copos)

31 針金 はりがね arame 87 一杯になる いっぱいになる ficar cheio

32 歩く あるく caminhar 88 表面 ひょうめん superfície

33 走る はしる correr

34 音の速さ おとのはやさ velocidade do som

35 省く はぶく omitir, suprimir

36 関係 かんけい relação, relacionamento

37 同じ数 おなじかず mesma quantidade

38 同じ式 おなじしき mesma fórmula

39 てんびん てんびん balança

40 変形 へんけい alteração na forma

41 枚数 まいすう número de páginas

42 年齢 ねんれい idade

43 行き いき ida

44 帰り かえり volta

45 ともなって変わる ともなってかわる mudança subseqüente

46 水槽 すいそう tanque de água

47 座席 ざせき assento

48 番号 ばんごう número

49 右上がり みぎあがり elevação à direita

50 右下がり みぎさがり queda à direita

51 増加する ぞうかする aumentar

52 減少する げんしょうする diminuir

53 対応する たいおうする corresponder

54 限りなくのびる かぎりなくのびる estender sem limites

55 自転車 じてんしゃ bicicleta

56 自動車 じどうしゃ carro, automóvel

平
面
の
図
形

空
間
図
形

文
字
の
式

方
程
式

比
例

正
負
の
数

比
例
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単語・表現 よみかた ポルトガル語 単語・表現 よみかた ポルトガル語

1 数あて（ゲーム） かずあて（げいむ）
Jogo de adivinhação de
números

道 みち rua, caminho

2 カレンダー かれんだあ calendário 並びかえる ならびかえる mudar a ordem

3 両方とも成り立たつ りょうほうともなりたつ ser composto de ambos
平方
根

（エラトステネスの）
篩

（えらとすてねすの）ふる
い

Crivo de Eratóstenes

4 人数 にんずう número de pessoas ひも ひも cordão, barbante

5 本数 ほんすう quantidade 箱 はこ caixa

6 個数 こすう quantidade 樋 とい calha

7 適当な方法で てきとうなほうほうで pelo método adequado 斜面 しゃめん declive

8 変化 へんか mudança ボール ぼうる bola

9 変化の様子 へんかのようす dimensão da mudança 通過する つうかする passar

10
χが１ずつ増加す
ると

えっくすがいちずつぞう
かすると

quando x aumenta um
por um

列車 れっしゃ trem, comboio

11 増加量 ぞうかりょう volume aumentado ブレーキ ぶれいき freio

12 平行に移動 へいうこうにいどう
movimentar-se
paralelamente

制動距離 せいどうきょり distância de freagem

13 勾配 こうばい inclinação 落下 らっか queda

14 追いつく おいつく alcançar 振り子 ふりこ pêndulo

15 出会う であう encontrar 風速 ふうそく velocidade do vento

16 実験 じっけん experimento 写真 しゃしん fotografia, foto

17
しきつめる（しきつ
め）

しきつめる（しきつめ） cobrir 測量 そくりょう pêndulo

18 補助線 ほじょせん linha auxiliar 地図 ちず mapa

19 星形（星の形）
ほしがた（ほしのかた
ち）

formato de estrela 鏡 かがみ espelho

20 紙に写す かみにうつす copiar （ノートの）罫線 （のうとの）けいせん
pautado (caderno
pautado)

21 ずらす ずらす deslocar, mover

22 順番にかく じゅんばんにかく
escrever
ordenadamente

23 よりどころ よりどころ suporte, apoio

24 すじ道をたてる すじみちをたてる estabelecer um método

25 長さの等しい辺 ながさのひとしいへん
lado de mesmo
comprimento

26 同様にして どうようにして da mesma forma

27 土地 とち terra, terreno

28 境界線 きょうかいせん linha fronteiriça

29 さいころ さいころ dado

30 画鋲 がびょう percevejo

31 出生数 しゅっせいすう número de nascimentos

32 とらんぷ とらんぷ baralho

33 絵札 えふだ
cartas de baralho com
figuras

34 王冠 おうかん coroa

35 くじびき くじびき loteria

36 袋 ふくろ saco

37 じゃんけん じゃんけん
pedra, tesoura, papel
(jankenpon)

38 表 おもて frente

39 裏 うら verso

40 起こり得る場合 おこりうるばあい caso ocorra

41 ６通り ろくとおり 6 resultados possíveis

42 当たりやすい あたりやすい fácil de acertar

43 選び方 えらびかた seleção

44 並べ方 なべかた alinhamento

確
率

式 と
計算

一
次
関
数

平
行と
合
同

連
立
方
程
式

２   次
方程
式

関
数ｙ
＝ａ
χ２

相
似

三角
形   ・
四角
形

多項
式
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数量・関数領域（五十音順）
用語 よみかた 中国語 用語 よみかた 中国語

1
値 あたい 值 58

くり上がり（くり上
げる）

くりあがり（くりあげ
る） 进位

2 余り（余る） あまり（あまる） 剩余 59 計算 けいさん 计算

3 暗算 あんざん 默算  心算 60 係数 けいすう 系数

4 以下 いか 以下 61 結合法則 けつごうほうそく 结合率  结合律

5 移項 いこう 移项 62 検算 けんざん 验算

6 以上 いじょう 以上 63 原点 げんてん 原点

7 １次 いちじ 1次 64 減法 げんぽう 减法

8 １次関数 いちじかんすう 1次函数 65 項 こう 项

9 １次式 いちじしき 1次式 66 交換法則 こうかんほうそく 交换率  交换律

10 １次の項 いちじのこう 1次项 67 合計 ごうけい 合计

11 １次方程式 いちじほうていしき 1次方程式 68 公式 こうしき 公式

12 一の位 いちのくらい 个位 69 公倍数 こうばいすう 公倍数

13 一万の位 いちまんのくらい 万位 70 公約数 こうやくすう 公约数

14 因数 いんすう 因数 71 午後 ごご 下午

15 因数分解 いんすうぶんかい 因数分解 72 誤差 ごさ 误差

16 右辺 うへん 右边 73 午前 ごぜん 上午

17 x座標 えっくすざひょう x坐标 74 言葉の式 ことばのしき 语言形式

18 x軸 えっくすじく x轴 75 根号 こんごう 根号

19 xについて解く えっくすについてとく 求解x 76 差 さ 差

20 円グラフ えんぐらふ 圆形图 77 最小 さいしょう 最小

21
帯グラフ おびぐらふ 棒形图 78 最小公倍数

さいしょうこうばいす
う 最小公倍数

22 重さ おもさ 重量 79 最小値 さいしょうち 最小值

23 およその数 およそのかず 近似数 80 最大 さいだい 最大

24 折れ線グラフ おれせんぐらふ 折线图表 81 最大公約数 さいだいこうやくすう 最大公约数

25 解 かい 解 82 最大値 さいだいち 最大值

26 階級 かいきゅう 等级 83 最頻値（モード） さいひんち（もうど） 最大频率值（Mode）

27 階級値 かいきゅうち 等级值 84 座標 ざひょう 坐标

28 階級の幅 かいきゅうのはば 等级范围 85 座標軸 ざひょうじく 坐标轴

29 外項 がいこう 外项 86 座標平面 ざひょうへいめん 坐标平面

30 概数 がいすう 概数 87 左辺 さへん 左边

31 確率 かくりつ 概率 88 ３乗 さんじょう 3次方  立方

32 かけ算 かけざん 乘法 89 ２／３（３分の２） さんぶんのに 3分之2

33 かけられる数 かけられるかず 被加数  被乘数 90 時 じ 点

34 かける数 かけるかず 加数  乘数 91 時間 じかん 时间

35 加減法 かげんほう 加减法 92 式 しき 等式

36 傾き かたむき 倾斜 93 式の値 しきのあたい 等式的值

37 （　） かっこ 括号 94 式を展開する しきをてんかいする 把等式展开  分解等
式

38 仮分数 かぶんすう 假分数 95 時刻 じこく 时刻

39 加法 かほう 加法 96 四捨五入 ししゃごにゅう 四舍五入

40 仮平均 かりへいきん 假定平均数 97 指数 しすう 指数

41 関数 かんすう 函数 98 次数 じすう 次数

42 奇数 きすう 奇数 99 自然数 しぜんすう 自然数

43 逆算 ぎゃくさん 逆算  倒算  倒数 100 四則 しそく 四则  四则运算

44 逆数 ぎゃくすう 倒数 101 時速 じそく 时速

45 既約分数 きやくぶんすう 既约分数  最简分数 102 集合 しゅうごう 集合

46 共通因数 きょうつういんすう 共通因数 103 十の位 じゅうのくらい 十位数

47 切り上げ きりあげ 入 104 1/10の位
じゅうぶんのいちのく
らい 分位数

48 切り捨て きりすて 舍 105 樹形図 じゅけいず 树形图表

49 近似 きんじ 近似 106 十進法 じゅっしんほう 十进制  十进位制

50 近似値 きんじち 近似值 107 循環小数 じゅんかんしょうすう 循环小数

51 偶数 ぐうすう 偶数 108 順列 じゅんれつ 顺序

52 九九 くく 九九  乘法口诀 109 商 しょう 商

53 組合わせ くみあわせ 组合 110 消去する しょうきょする 删除  去掉

54 位 くらい 位数 111 小数 しょうすう 小数

55 位取り くらいどり 定位 112 小数第一位 しょうすうだいいちい 小数点后第一位

56 グラフ ぐらふ 图表 113 小数第三位 しょうすうだいさんい 小数点后第三位

57
くり下がり（くり下
がる）

くりさがり（くりさがる） 借位 114 小数第二位 しょうすうだいにい 小数点后第二位

－ 193 －



用語 よみかた 中国語 用語 よみかた 中国語

115 小数点 しょうすうてん 小数点 172 度数分布多角形
どすうぶんぷたかく
けい

度数分布多角形  不
规则多角形

116 乗法 じょうほう 乘法 173 度数分布表 どすうぶんぷひょう 度数分布表

117 除法 じょほう 除法 174 内項 ないこう 内项

118 人口密度 じんこうみつど 人口密度 175 何時 なんじ

119 真分数 しんぶんすう 真分数 176 何時半 なんじはん 几点半

120 数 すう 数 177 ２元１次方程式
にげんいちじほうて
いしき 2元1次方程

121 数直線 すうちょくせん 数直线 178 ２次関数 にじかんすう 2次函数

122 数量 すうりょう 数量 179 ２次式 にじしき 2次式

123 整数 せいすう 整数 180 ２次方程式 にじほうていしき 2次方程式

124 正の項 せいのこう 正项 181 ２乗 にじょう 2次方（平方）

125 正の数 せいのすう 正数 182 ２乗に比例 にじょうにひれい 和2次方成比例

126 正の符号 せいのふごう 正号 183 二進法 にしんほう 二进制

127 正の向き せいのむき 正方向 184 二等分 にとうぶん 二等分

128 積 せき 积 185 場合の数 ばあいのかず 概率数

129 絶対値 ぜったいち 绝对值 186 倍 ばい 倍

130 切片 せっぺん 截距 187 倍数 ばいすう 倍数

131 全数調査 ぜんすうちょうさ 全数调查 188 はかり はかり 称 秤

132 千の位 せんのくらい 千位 189 速さ はやさ 速度

133 1/1000の位
せんぶんのいちのく
らい 千分之一位 190 範囲 はんい 范围

134 素因数 そいんすう 素因数 191 反比例 はんぴれい 反比例

135 素因数分解 そいんすうぶんかい 素因数分解 192 比 ひ 比

136 相関 そうかん 相关 193 ひき算 ひきざん 减法运算

137 相関図 そうかんず 相关图 194 ひく数 ひくかず 减数

138 相関表 そうかんひょう 相关表 195 筆算 ひっさん 笔算

139 双曲線 そうきょくせん 双曲线 196 等しい ひとしい 相等

140 相対度数 そうたいどすう 相对度数 197 比の値 ひのあたい 比值

141 相対度数分布表
そうたいどすうぶん
ぷひょう 相对度数分布表 198 比は等しい ひはひとしい 比相等

142 測定 そくてい 测定 199 百の位 ひゃくのくらい 百位

143 測定値 そくていち 测定值 200 1/100の位
ひゃくぶんのいちのく
らい 百分之一位

144 素数 そすう 素数 201 百分率 ひゃくぶんりつ 百分率

145 そろばん そろばん 珠算 202 表 ひょう 表

146 代入する だいにゅうする 代入 203 秒 びょう 秒

147 代入法 だいにゅうほう 代入法 204 秒速 びょうそく 秒速

148 代表値 だいひょうち 代表值 205 標本 ひょうほん 标本

149 帯分数 たいぶんすう 带分数 206 標本調査 ひょうほんちょうさ 标本调查

150 対応する たいおうする 对应 207 比例 ひれい 比例

151 多項式 たこうしき 多项式 208 比例定数 ひれいていすう 比例定数

152 たし算 たしざん 加法运算 209 比を簡単にする ひをかんたんにする 把比简化

153 単位 たんい 单位 210 分（割合） ぶ（わりあい） 分（比例）

154
単位量あたりの
大きさ

たんいりょうあたりの
おおきさ

一个单位量的大小 211 歩合 ぶあい 比率

155 単項式 たんこうしき 单项式 212 符号 ふごう 符号

156
中央値（メジア
ン）

ちゅうおうち（めじあ
ん） 中位数（中数）

213
不等号 ふとうごう 不等号

157
柱状グラフ（ヒス
トグラム）

ちゅうじょうぐらふ（ひ
すとぐらむ） 柱形图 214 不等号の向き ふとうごうのむき 不等号的方向

158 直線の式 ちょくせんのしき 直线方程式 215 不等式 ふとうしき 不等式

159 通分 つうぶん 通分 216 負の項 ふのこう 负项

160 定数 ていすう 常数 217 負の数 ふのすう 负数

161 定数項 ていすうこう 常数项 218 負の符号 ふのふごう 负号

162 （式を）展開する
（しきを）てんかいす
る

（把等式）展开  分解
等式

219 負の向き ふのむき 负方向

163 電卓 でんたく 计算器 220 ＋ ぷらす 加

164 等号 とうごう 等号 221 分（時間） ふん（じかん） 分（时间）

165 等式 とうしき 等式 222 分子 ぶんし 分子

166 等分 とうぶん 等分 223 分数 ぶんすう 分数

167
同様に確からし
い

どうようにたしからし
い

相互独立事件同时发
生的概率

224 分速 ふんそく 分速

168 同類項 どうるいこう 同类项 225 分配法則 ぶんぱいほうそく 分配法则  分配律

169 解く とく  求解  分解  解答 226 分母 ぶんぼ 分母

170 時計 とけい 钟 227 平均 へいきん 平均

171 度数 どすう 度数 228 平方 へいほう 平方
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229
平方根（aの平方
根）

へいほうこん（えいの
へいほうこん） 平方根

230 変域 へんいき 变域

231 変化の割合 へんかのわりあい 变化的比例

232 変数 へんすう 变数

233 方眼紙 ほうがんし 方格纸

234 棒グラフ ぼうぐらふ 棒形图

235 方程式 ほうていしき 方程式

236 放物線 ほうぶつせん 抛物线

237 母集団 ぼしゅうだん 母集  总体

238 － まいなす 减号

239 巻尺 まきじゃく 卷尺

240 ます目（ます） ますめ（ます） 方格（方格图）

241 道のり みちのり 路程

242 見積り みつもり 估算

243 未満 みまん 以下

244 無作為 むさくい 非人为

245 無理数 むりすう 无理数

246 目盛り めもり 刻度

247 文字 もじ 文字

248 文字の値 もじのあたい 文字值

249 文字の式 もじのしき 文字式

250 ものさし ものさし 量尺

251 約 やく 约

252 約数 やくすう 约数

253 約分 やくぶん 约分

254 有効数字 ゆうこうすうじ 有效数字

255 有理化 ゆうりか 有理化

256 有理数 ゆうりすう 有理数

257 乱数さい らんすうさい 随机数

258 乱数表 らんすうひょう 随机数表

259 立方 りっぽう 立方

260 量 りょう 量

261 両辺 りょうへん 两边

262 厘（割合） りん（わりあい） 厘（比例）

263 累乗 るいじょう 累乘  乘方

264 累積度数 るいせきどすう 累积度数

265 累積度数分布表
るいせきどすうぶん
ぷひょう 累积度数分布表

266 連立方程式 れんりつほうていしき连立方程式  联立方
程式

267 六十進法 ろくじゅっしんほう 六十进制  六十进位
制

268 和 わ 和

269 y座標 わいざひょう y坐标

270 y軸 わいじく y轴

271
yはχの関数で
ある

わいはえっくすのか
んすうである y是x的函数

272 わられる数 わられるかず 被除数

273 割（割合） わり（わりあい） 除（比例）

274 割合 わりあい 比例

275 割りきれない わりきれない 不能除尽

276 割りきれる わりきれる 能除尽

277 わり算 わりざん 除法运算

278 わる数 わるかず 除数
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1 位置 いち 位置 59 三角柱 さんかくちゅう 三角柱

2 内のり うちのり 内侧尺寸 60 三平方の定理 さんへいほうのていり 三角定理

3 鋭角 えいかく 锐角 61 四角形 しかくけい 四角形

4 鋭角三角形 えいかくさんかくけい 锐角三角形 62 四角すい しかくすい 四角锥

5

χ軸について対
称

えっくすじくについてた
いしょう 与x轴对称 63 四角柱 しかくちゅう 四角柱

6 円 えん 圆 64 軸 じく 轴

7 円周 えんしゅう 圆周 65 実測 じっそく 实测

8 円周角 えんしゅうかく 圆周角 66 四面体 しめんたい 四面体

9 円周率 えんしゅうりつ 圆周率 67 斜辺 しゃへん 斜边

10 円すい えんすい 圆锥 68 周 しゅう 周

11 円柱 えんちゅう 圆柱 69 重心 じゅうしん 重心

12 延長線 えんちょうせん 延长线 70 縮小 しゅくしょう 缩小

13 おうぎ形 おうぎがた 扇形 71 縮図 しゅくず 缩小图

14 外角 がいかく 外角 72 定規 じょうぎ 尺

15 外角の和 がいかくのわ 外角和 73 条件 じょうけん 条件

16
外心 がいしん 外心 74 （台形の）上底

（だいけいの）じょうて
い （梯形的）上底

17 外接円 がいせつえん 外接圆 75 証明 しょうめい 证明

18 外接四角形 がいせつしかくけい 外接四角形 76 垂心 すいしん 垂心

19 外接する がいせつする 外接 77 垂線 すいせん 垂线

20 回転 かいてん 回转 78 垂直 すいちょく 垂直

21
回転移動 かいてんいどう 回转移动 79 垂直二等分線

すいちょくにとうぶんせ
ん 垂直平分线

22 回転体 かいてんたい 回转体 80 水平 すいへい 水平

23 回転の軸 かいてんのじく 回转轴 81 図形 ずけい 图形

24 回転の中心 かいてんのちゅうしん 回转中心 82 正三角形 せいさんかくけい 正三角形

25 角 かく 角 83 正三角柱 せいさんかくちゅう 正三角柱

26 角すい かくすい 角锥 84 正四角柱 せいしかくちゅう 正四角柱

27 拡大 かくだい 扩大 85 正四面体 せいしめんたい 正四面体

28 拡大図 かくだいず 扩大图 86 正十二面体 せいじゅうにめんたい 正十二面体

29 角柱 かくちゅう 角柱 87 正多角形 せいたかくけい 正多角形

30 角度 かくど 角度 88 正多面体 せいためんたい 正多面体

31 角の大きさ かくのおおきさ 角的大小 89 正二十面体 せいにじゅうめんたい 正二十面体

32 かさ かさ 容积 90 正八面体 せいはちめんたい 正八面体

33 形 かたち 形状 91 正方形 せいほうけい 正方形

34 （台形の）下底 （だいけいの）かてい （梯形的）下底 92 正六面体 せいろくめんたい 正六面体

35 仮定 かてい 假定 93 接する せっする 相切

36 逆 ぎゃく 逆 94 接線 せっせん 切线

37 球 きゅう 球 95 接点 せってん 切点

38 共通接線 きょうつうせっせん 共切线 96 線対称 せんたいしょう 线对称

39
曲線 きょくせん 曲线 97 線対称な図形

せんたいしょうなずけ
い 线对称图形

40 曲面 きょくめん 曲面 98 線分 せんぶん 线段

41 距離 きょり 距离 99 相似 そうじ 相似

42 空間図形 くうかんずけい 空间图形 100 相似条件 そうじじょうけん 相似条件

43 結論 けつろん 结论 101 相似の位置 そうじのいち 相似位置

44 弦 げん 弦 102 相似の中心 そうじのちゅうしん 相似中心

45 弧 こ 弧 103 相似比 そうじひ 相似比

46 交点 こうてん 交点 104 側面 そくめん 侧面

47 合同 ごうどう 全等（重合） 105 側面図 そくめんず 侧面图

48 合同条件 ごうどうじょうけん 全等条件 106 側面積 そくめんせき 侧面积

49 五角形 ごかくけい 五角形 107 対応する角 たいおうするかく 对应角

50 五角すい ごかくすい 五角锥 108 対応する頂点 たいおうするちょうてん 对应顶点

51 五角柱 ごかくちゅう 五角柱 109 対応する点 たいおうするてん 对应点

52 五面体 ごめんたい 五面体 110 対応する辺 たいおうするへん 对应边

53 コンパス こんぱす 圆规 111 対角 たいかく 对角

54 作図 さくず 作图 112 対角線 たいかくせん 对角线

55 錯角 さっかく 内错角 113 台形 だいけい 梯形

56 三角形 さんかくけい 三角形 114 対称 たいしょう 对称

57 三角定規 さんかくじょうぎ 三角尺 115 対称移動 たいしょういどう 对称移动

58 三角すい さんかくすい 三角锥 116 対称軸 たいしょうじく 对称轴

－ 196 －



用語 よみかた 中国語 用語 よみかた 中国語

117 対称の中心 たいしょうのちゅうしん 对称中心 171 平面図 へいめんず 平面图

118 体積 たいせき 体积 172 平行 へいこう 平行

119 対頂角 たいちょうかく 对顶角 173 平行移動 へいこういどう 平行移动

120 対辺 たいへん 对边 174 平行四辺形 へいこうしへんけい 平行四边型

121 多角形 たかくけい 多角形 175 平行線 へいこうせん 平行线

122 高さ たかさ 高度 176 平面 へいめん 平面

123 縦 たて 纵向 177 辺 へん 边

124 多面体 ためんたい 多面体 178 傍心 ぼうしん 旁心

125 中心 ちゅうしん 中心 179 傍接円 ぼうせつえん 旁接圆

126 中心角 ちゅうしんかく 中心角 180 母線 ぼせん 母线

127 中線 ちゅうせん 中线 181 交わる まじわる 相交

128 中点 ちゅうてん 中点 182 見取図 みとりず 示意图

129
中点連結定理

ちゅうてんれんけつて
いり （三角形）中位线定理 183 面 めん 面

130 頂角 ちょうかく 顶角 184 面積 めんせき 面积

131 頂点 ちょうてん 顶点 185 面対称 めんたいしょう 面对称

132 長方形 ちょうほうけい 长方形 186 容積 ようせき 容积

133 直線 ちょくせん 直线 187 横 よこ 横向

134 直方体 ちょくほうたい 正方体 188 立体 りったい 立体

135 直角 ちょっかく 直角 189 立方体 りっぽうたい 立方体

136 直角三角形 ちょっかくさんかくけい 直角三角形 190 立面図 りつめんず 立面图

137

直角二等辺三角
形

ちょっかくにとうへんさ
んかくけい 直角等腰三角形 191 六角形 ろくかくけい 六角形

138
直径 ちょっけい 直径 192 ｙ軸について対称

わいじくについてたい
しょう 以ｙ轴对称

139 つくる角（なす角） つくるかく（なすかく） 交角

140 底角 ていかく 底角

141 定義 ていぎ 定义

142 底辺 ていへん 底边

143 底面 ていめん 底面

144 底面積 ていめんせき 底面积

145 定理 ていり 定理

146 展開図 てんかいず 展开图

147 点対称 てんたいしょう 点对称

148
点対称な図形

てんたいしょうなずけ
い 点对称图形

149 度 ど 度

150 同位角 どういかく 同位角

151 投影図 とうえいず 投影图

152 同側内角 どうそくないかく 同侧内角

153 鈍角 どんかく 钝角

154 鈍角三角形 どんかくさんかくけい 钝角三角形

155 内角 ないかく 内角

156 内角の和 ないかくのわ 内角和

157 内心 ないしん 内心

158 内接円 ないせつえん 内接圆

159 内接四角形 ないせつしかくけい 内接四角形

160 内接する ないせつする 内接

161 長さ ながさ 长度

162 二等分線 にとうぶんせん 二等分线（平分线）

163 二等辺三角形 にとうへんさんかくけい 等腰三角形

164 ねじれの位置 ねじれのいち 拧转位置

165 π（パイ） ぱい π

166 半径 はんけい 半径

167 半直線 はんちょくせん 半直线

168 ひし形 ひしがた 菱形

169 表面積 ひょうめんせき 表面积

170 分度器 ぶんどき 分度器
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教科書・授業の表現
（１）説明で使う論理表現など（５０音順）

表現 よみかた 中国語

1 ある数 あるすう 某数

2 いずれかの いずれかの 其中的一个

3 一部分を いちぶぶんを 一部分

4 一緒にする いっしょにする 合在一块儿

5 一致する いっちする 一致

6 一定な（一定の） いっていな（いっていの） 一定的

7 いつでも いつでも 什么时候都

8 いろいろな いろいろな 各种各样 的

9 AならばB えいならばびい 假如A那么B

10 AはBの特別なものである えいはびいのとくべつなものである A是B的特殊部分

11 χの値が２のとき〜 えっくすのあたいが　に　のとき X的值是2的时候〜

12 置きかえる おきかえる 置换

13 同じになる おなじになる 变成相同

14 （垂直に）下ろす （すいちょくに）おろす （垂直）放下

15 限りなく近づく かぎりなくちがづく 无限接近

16 影をつけた部分 かげをつけたぶぶん 带阴影的部分

17 重ねる かさねる 重合

18 括弧をはずす かっこをはずす 去掉括号

19 必ず かならず 必须

20 〜から〜まで 〜から〜まで 从〜到〜

21 簡単にする かんたんにする 简单化

22 くくりだす くくりだす 合并同类项

23 項にふくまれる文字 こうにふくまれるもじ 包含在项中的文字

24 小刻みに点をとる こきざみにてんをとる 一点一点地取点

25 異なる ことなる 相异

26 除法を乗法になおす じょほうをじょうほうになおす 把除法改成乘法

27 少なくても すくなくても 至少

28 〜ずつ増える 〜ずつふえる 递增〜

29 〜ずつ減る 〜ずつへる 递减〜

30 ０に近づく ぜろにちかづく 接近于0

31 全部で（合わせると） ぜんぶで（あわせると） 全部（合起来的话）

32 それぞれ それぞれ 分别

33 〜だけ 〜だけ 只有

34 正しい ただしい 正确

35 足りない（不足する） たりない（ふそくする） 不足

36 違う ちがう 不对

37 ちょうど ちょうど 正好

38 直線上の点 ちょくせんじょうのてん 直线上的点

39 適切な てきせつな 合适的

40 適当な てきとうな 适当的

41 点Ａを通る てん　えい　をとおる 通过点A

42 点線 てんせん 虚线

43 点を通る てんをとおる 通过点

44 点をとる てんをとる 取点

45 〜とは限らない 〜とはかぎらない 不局限为〜

46 〜とみなす（〜とみる） 〜とみなす（〜とみる） 当作〜

47 どれも どれも 任何都

48 どんな（点でも） どんな（てんでも） 什么（点都）

49 波線 なみせん 波状线 

50 成り立つ なりたつ 成立

51 １組の ひとくみの 1组的

52 間違い まちがい 错误

53 文字をふくむ項 もじをふくむこう 包含文字的项

54 よみとる よみとる 读取

55 例のように れいのように 像例子一样

56 連続する整数 れんぞくするせいすう 连续整数

57 分ける わける 分割

58 〜を使って 〜をつかって 使用〜
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（２）金銭に関する表現
表現 よみかた 中国語

1 金額 きんがく 金额

2 代金 だいきん 货款

3 原価 げんか 原价

4 定価 ていか 定价

5 料金 りょうきん 费用

6 値段（価格、売値） ねだん（かかく、うりね） 价格

7 利益（儲け） りえき（もうけ） 利益

8 損失（損） そんしつ（そん） 损失

9 値上げ ねあげ 涨价

10 値下げ ねさげ 降价

11 ３割引 さん　わりびき 打7折

12 ２割り増し に　わりまし 增加2成

13 半額 はんがく 半价

14 収入 しゅうにゅう 收入

15 支出 ししゅつ 支出

16 運賃 うんちん 运费

17 何円ですか なんえんですか 多少日元

18 （値段は）いくらですか （ねだんは）いくらですか （价格）多少钱

19 支払う しはらう 支付

20 （お金を）もらう （おかねを）もらう 收到（钱）

21 （ものを）売る （ものを）うる 卖（东西）

22 （ものを）買う （ものを）かう 买（东西）

（３）大小関係に関する表現

表現 よみかた 中国語

1 ３より２大きい さん　より　に　おおきい 比3大2

2 ５より６小さい ご　より　ろく　ちいさい 比5小6

3 １００より大きい ひゃく　よりおおきい 比100大

4 ０より小さい ぜろ　よりちいさい 比0小

5 １０以上 じゅう　いじょう 10以上

6 １０００以下 せん　いか 1000以下

7 ４未満 よん　みまん 不足4

8 最大の数は３６ さいだいのすうは　さんじゅうろく 最大的数为36

9 最小の数は１ さいしょうのすうは　いち 最小的数为1

10 範囲内 はんいない 范围内

11 範囲外 はんいがい 范围外
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記号・数
記号 よみかた 中国語

1 ＋ たす 加
2 ＝ は（いこおる） 等于
3 ー ひく 减
4 × かける 乘
5 ÷ わる 除
6 % ぱあせんと 百分之
7 ２：３（２対３） に　たい　さん 2比3
8 1（一） いち 1（一）
9 2（二） にい 2（二）
10 3（三） さん 3（三）
11 4（四） し 4（四）
12 5（五） ご 5（五）
13 6（六） ろく 6（六）
14 7（七） なな（しち） 7（七）
15 8（八） はち 8（八）
16 9（九） きゅう 9（九）
17 10（十） じゅう 10（十）
18 11(十一） じゅういち 11(十一）
19 12（十二） じゅうに 12（十二）
20 13（十三） じゅうさん 13（十三）
21 14（十四） じゅうし 14（十四）
22 15（十五） じゅうご 15（十五）
23 16（十六） じゅうろく 16（十六）
24 17（十七） じゅうしち 17（十七）
25 18（十八） じゅうはち 18（十八）
26 19（十九） じゅうく 19（十九）
27 20（二十） にじゅう 20（二十）
28 50（五十） ごじゅう 50（五十）
29 100（百） ひゃく 100（百）
30 1000（千） せん 1000（千）
31 10000（一万） いちまん 10000（一万）
32 100000（十万） じゅうまん 100000（十万）
33 100000000（一億） いちおく 100000000（一亿）
34 1000000000000（一兆） いっちょう 1000000000000（一兆）
35 -1 まいなすいち -1
36 ３０° さんじゅうど ３０°(三十度）
37 ４５° よんじゅうごど ４５°(四十五度）
38 ６０° ろくじゅうど ６０°(六十度）
39 ９０° きゅうじゅうど ９０°(九十度）
40 １８０° ひゃくはちじゅうど １８０°(一百八十度）
41 ３６０° さんびゃくろくじゅうど ３６０°(三百六十度)
42 １＜３ いち　しょうなり　さん １＜３（一小于三）
43 ２>−１ に　だいなり　まいなすいち ２>−１（二大于负一）
44 χ≦２ えっくす　しょうなりいこおる　に χ≦２（X小于等于二）
45 ｙ≧５ わい　だいなりいこおる　ご ｙ≧５（Y大于等于五）
46 ⌒AB（弧AB） こ　えいびぃ ⌒AB（弧AB）
47 AB//CD（平行） えいびい　へいこう　しぃでい AB//CD（AB平行于CD）
48 ∠A（角） かく　えい ∠A（角A）
49 AB⊥CD（垂直） えいびい　すいちょく　しぃでい AB⊥CD（AB垂直于CD）
50 △ABC（三角形） さんかくけい　えいびぃしい △ABC（三角形ABC）
51 △ABC≡△DEF（合同） さんかくけいえいびいしい　ごうどう　さんかくけいでぃいいえふ △ABC≡△DEF（三角形ABC全等于三角形DEF）

52 □ABCD（平行四辺形） へいこうしへんけい　えいびぃしいでい □ABCD（平行四边形ABCD）
53 √２ るうと２ √２（根号2）
54 △ABC∽△DEF（相似） さんかくけいえいびいしい　そうじ　さんかくけいでぃいいえふ △ABC∽△DEF（三角形ABC与三角形DEF相似）
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各単元における「よく使われる単語・表現」
単語・表現 よみかた 中国語 単語・表現 よみかた 中国語

1 気温 きおん 气温 57 回転数 かいてんすう 回转数

2 最低気温 さいていきおん 最低气温 58 おもり おもり 重锤

3 最高気温 さいこうきおん 最高气温 59 出発 しゅっぱつ 出发

4 温度計 おんどけい 温度计 60 到着 とうちゃく 到达

5 基準 きじゅん 标准 61 短い みじかい 短

6 水深 すいしん 水深 62 長い ながい 长

7 水位 すいい 水位 63 のばす のばす 延伸

8 海面 かいめん 海面 64 両端 りょうたん 两端

9 標高 ひょうこう 标高 65 結ぶ むすぶ 连接

10 東 ひがし 东 66 なぞる なぞる 描

11 西 にし 西 67 位置関係 いちかんけい 位置关系

12 北 きた 北 68 折り紙 おりがみ 折纸

13 南 みなみ 南 69 折り目 おりめ 折线

14 時差 じさ 时差 70 折る おる 折叠

15 性質 せいしつ 性质 71 ひろげる ひろげる 扩大

16 移動 いどう 移动 72 重なる点 かさなるてん 重叠点

17 反対 はんたい 反对 73 ぴったり重なる ぴったりかさなる 完全重合

18 反対向き はんたいむき 反向 74 裏返す うらがえす 翻过来

19 道路 どうろ 道路 75 回す まわす 回转

20 カード かーど 纸片 76 切る きる 切割

21 同士 どうし 同伙 77 最短の さいたんの 最短的

22 ３分前 さんふんまえ 3分钟前 78 建物 たてもの 建筑物

23 ５分後 ごふんご 5分钟后 79 工作用紙 こうさくようし 工作用纸

24 得点 とくてん 得分 80 囲まれている かこまれている 被匡起来

25 おはじき おはじき 玻璃弹子游戏 81 三脚 さんきゃく 三脚

26 マッチ棒 まっちぼう 火柴棒 82 転がす ころがす 滚动

27 並べる ならべる 排列 83 動かした跡 うごかしたあと 移动过的痕迹

28 全体の個数 ぜんたいのこすう 整体的个数 84 積み重ねる つみかさねる 堆积

29 けしごむ けしごむ 橡皮擦 85 容器 ようき 容器

30 花壇 かだん 花坛 86 ３杯 さんばい 3杯

31 針金 はりがね 针 87 一杯になる いっぱいになる 装成一杯

32 歩く あるく 走 88 表面 ひょうめん 表面

33 走る はしる 跑

34 音の速さ おとのはやさ 声音的速度

35 省く はぶく 省略

36 関係 かんけい 关系

37 同じ数 おなじかず 相同数

38 同じ式 おなじしき 相同算式

39 てんびん てんびん 天平

40 変形 へんけい 变形

41 枚数 まいすう 枚数

42 年齢 ねんれい 年龄

43 行き いき 去

44 帰り かえり 回

45 ともなって変わる ともなってかわる 随什么而改变

46 水槽 すいそう 水槽

47 座席 ざせき 座位

48 番号 ばんごう 编号

49 右上がり みぎあがり 右升

50 右下がり みぎさがり 右降

51 増加する ぞうかする 增加

52 減少する げんしょうする 减少

53 対応する たいおうする 对应

54 限りなくのびる かぎりなくのびる 无极限延长

55 自転車 じてんしゃ 自行车

56 自動車 じどうしゃ 汽车

方
程
式

比
例

正
負
の
数

比
例

平
面
の
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空
間
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形

文
字
の
式

－ 201 －



単語・表現 よみかた 中国語 単語・表現 よみかた 中国語
1 数あて（ゲーム） かずあて（げいむ） 猜数（游戏） 道 みち 道路

2 カレンダー かれんだあ 日历 並びかえる ならびかえる 改变排列

3 両方とも成り立たつ りょうほうともなりたつ 两方都成立
平方
根 （エラトステネスの）篩

（えらとすてねすの）ふる
い （Eratosthenes）筛法

4 人数 にんずう 人数 ひも ひも 绳子

5 本数 ほんすう 根数 箱 はこ 箱子

6 個数 こすう 个数 樋 とい 导水管

7 適当な方法で てきとうなほうほうで 用适当的方法 斜面 しゃめん 斜面

8 変化 へんか 变化 ボール ぼうる 球

9 変化の様子 へんかのようす 变化的样子 通過する つうかする 通过

10 χが１ずつ増加すると
えっくすがいちずつぞうか
すると X按1的比例逐步增加 列車 れっしゃ 火车

11 増加量 ぞうかりょう 增加量 ブレーキ ぶれいき 煞车

12 平行に移動 へいうこうにいどう 平行移动 制動距離 せいどうきょり 制动距离

13 勾配 こうばい 坡度 落下 らっか 落下

14 追いつく おいつく 追上去 振り子 ふりこ 摆子

15 出会う であう 相遇 風速 ふうそく 风速

16 実験 じっけん 实验 写真 しゃしん 照片

17 しきつめる（しきつめ） しきつめる（しきつめ） 铺满 測量 そくりょう 测量

18 補助線 ほじょせん 辅助线 地図 ちず 地图

19 星形（星の形） ほしがた（ほしのかたち） 星形 鏡 かがみ 镜子

20 紙に写す かみにうつす 写在纸上 （ノートの）罫線 （のうとの）けいせん （笔记本的）格线

21 ずらす ずらす 挪动

22 順番にかく じゅんばんにかく 按顺序写

23 よりどころ よりどころ 根据

24 すじ道をたてる すじみちをたてる 条理清晰

25 長さの等しい辺 ながさのひとしいへん 长度相等的边

26 同様にして どうようにして 做成同样的

27 土地 とち 土地

28 境界線 きょうかいせん 边界线

29 さいころ さいころ 色子

30 画鋲 がびょう 图钉

31 出生数 しゅっせいすう 出生数

32 とらんぷ とらんぷ 扑克

33 絵札 えふだ 画牌

34 王冠 おうかん 王冠

35 くじびき くじびき 抽签

36 袋 ふくろ 袋子

37 じゃんけん じゃんけん 猜拳

38 表 おもて 表面

39 裏 うら 里面

40 起こり得る場合 おこりうるばあい 可能发生的场合

41 ６通り ろくとおり 6种

42 当たりやすい あたりやすい 容易猜中

43 選び方 えらびかた 选择方法

44 並べ方 なべかた 排列方法

三角
形   ・
四角
形

確
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数量・関数領域（五十音順）
用語 よみかた スペイン語 用語 よみかた スペイン語

1 値 あたい valor 58
くり上がり（くり上
げる）

くりあがり（くりあげる） redondear al máximo

2 余り（余る） あまり（あまる） resto (sobrar) 59 計算 けいさん cálculo
3 暗算 あんざん cálculo mental 60 係数 けいすう coeficiente
4 以下 いか de... o menos de 61 結合法則 けつごうほうそく ley de asociatividad
5 移項 いこう transposición 62 検算 けんざん prueba
6 以上 いじょう más de 63 原点 げんてん origen (punto de partida)
7 １次 いちじ primero 64 減法 げんぽう sustraer

8 １次関数 いちじかんすう
función del grado
primario

65 項 こう término

9 １次式 いちじしき primer tipo 66 交換法則 こうかんほうそく ley conmutativa
10 １次の項 いちじのこう ecuación de primer grado 67 合計 ごうけい suma
11 １次方程式 いちじほうていしき ecuación de primer grado 68 公式 こうしき fórmula
12 一の位 いちのくらい unidad 69 公倍数 こうばいすう común múltiplo
13 一万の位 いちまんのくらい decena de mil 70 公約数 こうやくすう común divisor
14 因数 いんすう factor 71 午後 ごご la tarde
15 因数分解 いんすうぶんかい descomposición factorial 72 誤差 ごさ error
16 右辺 うへん segundo miembro 73 午前 ごぜん la mañana
17 x座標 えっくすざひょう abscisa 74 言葉の式 ことばのしき expresión verbal
18 x軸 えっくすじく eje de las coordenadas 75 根号 こんごう radical
19 xについて解く えっくすについてとく solucionar x 76 差 さ diferencia
20 円グラフ えんぐらふ gráfico de sectores 77 最小 さいしょう mínimo
21 帯グラフ おびぐらふ gráfico de barras 78 最小公倍数 さいしょうこうばいすう mínimo común múltiplo
22 重さ おもさ peso 79 最小値 さいしょうち valor mínimo
23 およその数 およそのかず número aproximado 80 最大 さいだい máximo
24 折れ線グラフ おれせんぐらふ gráfica lineal 81 最大公約数 さいだいこうやくすう máximo común divisor
25 解 かい solución 82 最大値 さいだいち valor máximo
26 階級 かいきゅう clase 83 最頻値（モード） さいひんち（もうど） Moda (estadística)
27 階級値 かいきゅうち valor de la clase 84 座標 ざひょう coordenadas
28 階級の幅 かいきゅうのはば rango de la clase 85 座標軸 ざひょうじく eje coordenado
29 外項 がいこう término externo 86 座標平面 ざひょうへいめん plano coordenado
30 概数 がいすう número redondo 87 左辺 さへん primer miembro
31 確率 かくりつ probabilidad 88 ３乗 さんじょう la tercera potencia
32 かけ算 かけざん multiplicación 89 ２／３（３分の２） さんぶんのに dos tercios
33 かけられる数 かけられるかず multiplicando 90 時 じ hora
34 かける数 かけるかず multiplicador 91 時間 じかん tiempo
35 加減法 かげんほう sumar y restar 92 式 しき fórmula
36 傾き かたむき inclinación 93 式の値 しきのあたい valor de la expresión
37 （　） かっこ paréntesis 94 式を展開する しきをてんかいする desarrollar la fórmula
38 仮分数 かぶんすう fracción impropia 95 時刻 じこく tiempo
39 加法 かほう suma 96 四捨五入 ししゃごにゅう redondeo de cifras

40 仮平均 かりへいきん
promedio preliminar
(provisional)

97 指数 しすう exponente

41 関数 かんすう función 98 次数 じすう grado
42 奇数 きすう número impar 99 自然数 しぜんすう número natural

43 逆算 ぎゃくさん
hacer la cuenta en sentido
inverso

100 四則 しそく
las cuatro operaciones
fundamentales

44 逆数 ぎゃくすう recíproca 101 時速 じそく velocidad por hora
45 既約分数 きやくぶんすう fracción irreducible 102 集合 しゅうごう conjunto
46 共通因数 きょうつういんすう factor común 103 十の位 じゅうのくらい decena

47 切り上げ きりあげ redondeo hacia arriba 104 1/10の位
じゅうぶんのいちのくら
い

décima

48 切り捨て きりすて redondeo hacia abajo 105 樹形図 じゅけいず diagrama de árbol

49 近似 きんじ aproximación 106 十進法 じゅっしんほう
numeración (sistema)
decimal

50 近似値 きんじち valor aproximado 107 循環小数 じゅんかんしょうすう fracción periódica
51 偶数 ぐうすう número par 108 順列 じゅんれつ permutación
52 九九 くく tabla de multiplicación 109 商 しょう cociente
53 組合わせ くみあわせ combinación 110 消去する しょうきょする eliminar
54 位 くらい posición 111 小数 しょうすう fracción decimal

55 位取り くらいどり unidad como referencia 112 小数第一位 しょうすうだいいちい el primer decimal

56 グラフ ぐらふ gráfico 113 小数第三位 しょうすうだいさんい el tercer decimal

57
くり下がり（くり下
がる）

くりさがり（くりさがる） redondear al mínimo 114 小数第二位 しょうすうだいにい el segundo decimal
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用語 よみかた スペイン語 用語 よみかた スペイン語

115 小数点 しょうすうてん coma decimal 172 度数分布多角形
どすうぶんぷたかくけ
い

polígono de frecuencias

116 乗法 じょうほう multiplicación 173 度数分布表 どすうぶんぷひょう
tabla de distribución de
frecuencia

117 除法 じょほう división 174 内項 ないこう término interno
118 人口密度 じんこうみつど densidad demográfica 175 何時 なんじ qué hora
119 真分数 しんぶんすう fracción propia 176 何時半 なんじはん qué hora y media

120 数 すう número 177 ２元１次方程式
にげんいちじほうてい
しき

Ecuaciones de 1er grado
con dos incógnitas

121 数直線 すうちょくせん línea numérica 178 ２次関数 にじかんすう
función cuadrática (del
grado segundo)

122 数量 すうりょう cantidad 179 ２次式 にじしき
fórmula cuadrática (del
grado segundo)

123 整数 せいすう número entero 180 ２次方程式 にじほうていしき
ecuación de segundo
grado

124 正の項 せいのこう término positivo 181 ２乗 にじょう segunda potencia

125 正の数 せいのすう número positivo 182 ２乗に比例 にじょうにひれい
proporcional a la segunda
potencia

126 正の符号 せいのふごう signo positivo 183 二進法 にしんほう notación binaria
127 正の向き せいのむき dirección positiva 184 二等分 にとうぶん bisección
128 積 せき producto 185 場合の数 ばあいのかず varias situaciones
129 絶対値 ぜったいち valor absoluto 186 倍 ばい doble
130 切片 せっぺん corte 187 倍数 ばいすう múltiplo
131 全数調査 ぜんすうちょうさ inspección completa 188 はかり はかり balanza
132 千の位 せんのくらい unidad de mil 189 速さ はやさ velocidad
133 1/1000の位

せんぶんのいちのくら
い

milésima 190 範囲 はんい alcance
134 素因数 そいんすう factor primo 191 反比例 はんぴれい razón inversa

135 素因数分解 そいんすうぶんかい
descomposición en
factores primos

192 比 ひ proporción

136 相関 そうかん correlación 193 ひき算 ひきざん resta
137 相関図 そうかんず cuadro correlativo 194 ひく数 ひくかず sustraendo
138 相関表 そうかんひょう tabla correlativa 195 筆算 ひっさん cálculo a mano
139 双曲線 そうきょくせん hipérbola 196 等しい ひとしい igual
140 相対度数 そうたいどすう frecuencia relativa 197 比の値 ひのあたい valor de la proporción

141 相対度数分布表
そうたいどすうぶんぷ
ひょう

tabla de frecuencia
relativa

198 比は等しい ひはひとしい la proporción es igual

142 測定 そくてい medición 199 百の位 ひゃくのくらい centena

143 測定値 そくていち valor medido 200 1/100の位
ひゃくぶんのいちのくら
い

centésima

144 素数 そすう número primo 201 百分率 ひゃくぶんりつ porcentaje
145 そろばん そろばん ábaco 202 表 ひょう tabla
146 代入する だいにゅうする sustituir 203 秒 びょう segundo
147 代入法 だいにゅうほう sustitución 204 秒速 びょうそく velocidad por segundo
148 代表値 だいひょうち valor representativo 205 標本 ひょうほん muestra
149 帯分数 たいぶんすう número mixto 206 標本調査 ひょうほんちょうさ inspección de muestras
150 対応する たいおうする corresponder 207 比例 ひれい razón

151 多項式 たこうしき polinomio 208 比例定数 ひれいていすう
constante de
proporcionalidad

152 たし算 たしざん suma 209 比を簡単にする ひをかんたんにする simplificar el radio

153 単位 たんい unidad 210 分（割合） ぶ（わりあい）
segundo decimal
(porcentaje)

154
単位量あたりの大
きさ

たんいりょうあたりのお
おきさ

tamaño por unidad 211 歩合 ぶあい porcentaje

155 単項式 たんこうしき monomio 212 符号 ふごう signo
156 中央値（メジアン） ちゅうおうち（めじあん） valor medio 213 不等号 ふとうごう signo de desigualdad

157
柱状グラフ（ヒスト
グラム）

ちゅうじょうぐらふ（ひ
すとぐらむ）

histograma 214 不等号の向き ふとうごうのむき
dirección de la
desigualdad

158 直線の式 ちょくせんのしき expresión lineal 215 不等式 ふとうしき desigualdad

159 通分 つうぶん
reducción de fracciones a
un común denominador

216 負の項 ふのこう término negativo

160 定数 ていすう constante 217 負の数 ふのすう número negativo
161 定数項 ていすうこう término de constantes 218 負の符号 ふのふごう signo negativo
162 （式を）展開する （しきを）てんかいする desarrollar fórmulas 219 負の向き ふのむき dirección negativa
163 電卓 でんたく calculadora electrónica 220 ＋ ぷらす más
164 等号 とうごう signo de igualdad 221 分（時間） ふん（じかん） minuto (hora)
165 等式 とうしき igualdad 222 分子 ぶんし numerador
166 等分 とうぶん división en partes iguales 223 分数 ぶんすう fracción
167 同様に確からしい どうようにたしからしい igualmente probable 224 分速 ふんそく velocidad por minuto
168 同類項 どうるいこう término semejante 225 分配法則 ぶんぱいほうそく ley distributiva
169 解く とく resolver 226 分母 ぶんぼ denominador
170 時計 とけい reloj 227 平均 へいきん promedio
171 度数 どすう frecuencia 228 平方 へいほう cuadrado
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用語 よみかた スペイン語

229
平方根（aの平方
根）

へいほうこん（えいの
へいほうこん）

raíz cuadrada (raíz
cuadrada de a)

230 変域 へんいき ámbito
231 変化の割合 へんかのわりあい proporción de cambio
232 変数 へんすう variable
233 方眼紙 ほうがんし papel cuadriculado
234 棒グラフ ぼうぐらふ gráfica lineal de barras
235 方程式 ほうていしき ecuación
236 放物線 ほうぶつせん parábola
237 母集団 ぼしゅうだん población
238 － まいなす menos
239 巻尺 まきじゃく cinta métrica
240 ます目（ます） ますめ（ます） casilla (medida)
241 道のり みちのり distancia (trayecto)
242 見積り みつもり estimación
243 未満 みまん debajo de, menos de
244 無作為 むさくい al azar
245 無理数 むりすう número irracional
246 目盛り めもり graduación
247 文字 もじ letra, caracteres

248 文字の値 もじのあたい
valor literal ¿de la
variable?

249 文字の式 もじのしき
expresión literal (¿fó
rmula con variables?)

250 ものさし ものさし regla
251 約 やく más o menos
252 約数 やくすう divisor
253 約分 やくぶん reducción de una fracción
254 有効数字 ゆうこうすうじ dígito significante
255 有理化 ゆうりか racionalización
256 有理数 ゆうりすう número racional

257 乱数さい らんすうさい
dado de números
aleatorios

258 乱数表 らんすうひょう
tabla de números
aleatorios

259 立方 りっぽう cubo
260 量 りょう cantidad
261 両辺 りょうへん ambos lados
262 厘（割合） りん（わりあい） milésima
263 累乗 るいじょう potencia
264 累積度数 るいせきどすう frecuencia acumulada

265 累積度数分布表
るいせきどすうぶんぷ
ひょう

tabla de distribución de
frecuencia acumulada

266 連立方程式 れんりつほうていしき sistema de ecuaciones
267 六十進法 ろくじゅっしんほう sistema sexagesimal
268 和 わ suma total
269 y座標 わいざひょう ordenada

270 y軸 わいじく
eje de las y (eje de las
ordenadas)

271
yはχの関数であ
る

わいはえっくすのかん
すうである

y es la función de x

272 わられる数 わられるかず dividiendo

273 割（割合） わり（わりあい）
primer decimal (proporció
n)

274 割合 わりあい proporción
275 割りきれない わりきれない indivisible
276 割りきれる わりきれる divisible
277 わり算 わりざん división
278 わる数 わるかず divisor
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図形領域（五十音順）
用語 よみかた スペイン語 用語 よみかた スペイン語

1 位置 いち posición 59 三角柱 さんかくちゅう prisma triangular
2 内のり うちのり medida interior 60 三平方の定理 さんへいほうのていり teorema de Pitágoras
3 鋭角 えいかく ángulo agudo 61 四角形 しかくけい cuadrángulo
4 鋭角三角形 えいかくさんかくけい triángulo acutángulo 62 四角すい しかくすい pirámide cuadrangular

5
χ軸について対
称

えっくすじくについてた
いしょう

simétrico respecto del eje X 63 四角柱 しかくちゅう prisma cuadrangular

6 円 えん círculo 64 軸 じく eje
7 円周 えんしゅう circunferencia 65 実測 じっそく medida
8 円周角 えんしゅうかく ángulo central 66 四面体 しめんたい tetraedro
9 円周率 えんしゅうりつ coeficiente de la circunferencia 67 斜辺 しゃへん lado oblicuo (hipotenusa)
10 円すい えんすい cono 68 周 しゅう perímetro
11 円柱 えんちゅう cilindro 69 重心 じゅうしん baricentro
12 延長線 えんちょうせん extensión lineal 70 縮小 しゅくしょう reducción
13 おうぎ形 おうぎがた sector 71 縮図 しゅくず plano reducido
14 外角 がいかく ángulo exterior 72 定規 じょうぎ regla
15 外角の和 がいかくのわ suma de ángulos exteriores 73 条件 じょうけん condición

16 外心 がいしん circuncentro 74 （台形の）上底
（だいけいの）じょうて
い

base superior del trapecio

17 外接円 がいせつえん círculo circunscrito 75 証明 しょうめい prueba
18 外接四角形 がいせつしかくけい cuadrángulo circunscrito 76 垂心 すいしん ortocentro
19 外接する がいせつする circunscribir 77 垂線 すいせん línea perpendicular
20 回転 かいてん rotación 78 垂直 すいちょく perpendicular

21 回転移動 かいてんいどう rotación 79 垂直二等分線
すいちょくにとうぶんせ
ん

bisectriz perpendicular

22 回転体 かいてんたい sólido (cuerpo) de rotación 80 水平 すいへい horizontal
23 回転の軸 かいてんのじく eje de rotación 81 図形 ずけい figura
24 回転の中心 かいてんのちゅうしん centro de rotación 82 正三角形 せいさんかくけい triángulo equilátero
25 角 かく ángulo 83 正三角柱 せいさんかくちゅう prisma triangular

26 角すい かくすい pirámide 84 正四角柱 せいしかくちゅう prisma cuadrangular

27 拡大 かくだい ampliación 85 正四面体 せいしめんたい tetraedro regular
28 拡大図 かくだいず plano ampliado 86 正十二面体 せいじゅうにめんたい dodecaedro regular
29 角柱 かくちゅう prisma 87 正多角形 せいたかくけい polígono regular
30 角度 かくど ángulo 88 正多面体 せいためんたい poliedro regular
31 角の大きさ かくのおおきさ medida del ángulo 89 正二十面体 せいにじゅうめんたい icosaedro regular
32 かさ かさ volumen 90 正八面体 せいはちめんたい octaedro regular
33 形 かたち forma 91 正方形 せいほうけい cuadrado
34 （台形の）下底 （だいけいの）かてい base de trapecio 92 正六面体 せいろくめんたい hexaedro regular
35 仮定 かてい suposición (hipótesis) 93 接する せっする tocar
36 逆 ぎゃく contrariedad (oposición) 94 接線 せっせん tangente
37 球 きゅう esfera 95 接点 せってん punto de contacto
38 共通接線 きょうつうせっせん tangente común 96 線対称 せんたいしょう simetría lineal
39 曲線 きょくせん curva 97 線対称な図形

せんたいしょうなずけ
い

figura en simetría lineal
40 曲面 きょくめん superficie 98 線分 せんぶん segmento lineal
41 距離 きょり distancia 99 相似 そうじ semejanza
42 空間図形 くうかんずけい figura espacial 100 相似条件 そうじじょうけん condiciones de semejanza
43 結論 けつろん conclusión 101 相似の位置 そうじのいち homotecia
44 弦 げん cuerda 102 相似の中心 そうじのちゅうしん homotecia de centro
45 弧 こ arco 103 相似比 そうじひ magnificación del radio
46 交点 こうてん punto de intersección 104 側面 そくめん lado
47 合同 ごうどう congruencia 105 側面図 そくめんず vista lateral
48 合同条件 ごうどうじょうけん condiciones de congruencia 106 側面積 そくめんせき área lateral
49 五角形 ごかくけい pentágono 107 対応する角 たいおうするかく ángulo correspondiente
50 五角すい ごかくすい pirámide pentagonal 108 対応する頂点 たいおうするちょうてん vértice correspondiente
51 五角柱 ごかくちゅう prisma pentagonal 109 対応する点 たいおうするてん punto correspondiente
52 五面体 ごめんたい pentaedro 110 対応する辺 たいおうするへん lado correspondiente
53 コンパス こんぱす compás 111 対角 たいかく ángulo opuesto
54 作図 さくず construcción 112 対角線 たいかくせん diagonal
55 錯角 さっかく ángulos alternos 113 台形 だいけい trapecio
56 三角形 さんかくけい triángulo 114 対称 たいしょう simetría
57 三角定規 さんかくじょうぎ escuadra 115 対称移動 たいしょういどう transformación simétrica
58 三角すい さんかくすい pirámide triangular 116 対称軸 たいしょうじく eje de simetría
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用語 よみかた スペイン語 用語 よみかた スペイン語
117 対称の中心 たいしょうのちゅうしん centro de simetría 162 二等分線 にとうぶんせん bisectriz
118 体積 たいせき volumen 163 二等辺三角形 にとうへんさんかくけい triángulo isósceles
119 対頂角 たいちょうかく ángulos opuestos por el vértice 164 ねじれの位置 ねじれのいち posición asimétrica
120 対辺 たいへん lado opuesto 165 π（パイ） ぱい pi
121 多角形 たかくけい polígono 166 半径 はんけい radio
122 高さ たかさ altura 167 半直線 はんちょくせん línea recta
123 縦 たて longitud 168 ひし形 ひしがた rombo
124 多面体 ためんたい poliedro 169 表面積 ひょうめんせき superficie
125 中心 ちゅうしん centro 170 分度器 ぶんどき transportador
126 中心角 ちゅうしんかく ángulo central 171 平面図 へいめんず planta
127 中線 ちゅうせん línea media 172 平行 へいこう paralelismo
128 中点 ちゅうてん punto medio 173 平行移動 へいこういどう traslación

129 中点連結定理
ちゅうてんれんけつて
いり

teorema del punto medio 174 平行四辺形 へいこうしへんけい paralelogramo

130 頂角 ちょうかく ángulo vertical 175 平行線 へいこうせん línea paralela
131 頂点 ちょうてん vértice 176 平面 へいめん plano
132 長方形 ちょうほうけい rectángulo 177 辺 へん lado
133 直線 ちょくせん línea recta 178 傍心 ぼうしん cincuncentro
134 直方体 ちょくほうたい paralelepípedo rectangular 179 傍接円 ぼうせつえん excírculo
135 直角 ちょっかく ángulo recto 180 母線 ぼせん línea generatriz
136 直角三角形 ちょっかくさんかくけい triángulo rectángulo 181 交わる まじわる cruzarse

137
直角二等辺三角
形

ちょっかくにとうへんさ
んかくけい

triángulo rectángulo isósceles 182 見取図 みとりず dibujo de un lugar (un edificio)

138 直径 ちょっけい diámetro 183 面 めん superficie
139 つくる角（なす角） つくるかく（なすかく） ángulo que se forma 184 面積 めんせき superficie (extensión)
140 底角 ていかく ángulo base 185 面対称 めんたいしょう simetría respecto de un plano
141 定義 ていぎ definición 186 容積 ようせき capacidad
142 底辺 ていへん base de un triángulo 187 横 よこ lado
143 底面 ていめん base 188 立体 りったい cuerpo geométrico
144 底面積 ていめんせき superficie de la base 189 立方体 りっぽうたい cubo
145 定理 ていり teorema 190 立面図 りつめんず alzado
146 展開図 てんかいず plano desarrollado 191 六角形 ろくかくけい hexágono

147 点対称 てんたいしょう punto de simetría 192 ｙ軸について対称
わいじくについてたい
しょう

simétrico respecto del eje Y

148 点対称な図形
てんたいしょうなずけ
い

figura de simetría puntual

149 度 ど grado
150 同位角 どういかく ángulos correspondientes
151 投影図 とうえいず plano de proyección
152 同側内角 どうそくないかく ángulos internos del mismo lado
153 鈍角 どんかく ángulo obtuso
154 鈍角三角形 どんかくさんかくけい triángulo obtusángulo
155 内角 ないかく ángulo interior
156 内角の和 ないかくのわ suma de los ángulos interiores
157 内心 ないしん incentro (en el centro)
158 内接円 ないせつえん círculo inscrito
159 内接四角形 ないせつしかくけい cuadrángulo inscrito
160 内接する ないせつする inscribirse
161 長さ ながさ longitud
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教科書・授業の表現
（１）説明で使う論理表現など（５０音順）

表現 よみかた スペイン語

1 ある数 あるすう algún número

2 いずれかの いずれかの alguno, uno u otro

3 一部分を いちぶぶんを una parte

4 一緒にする いっしょにする agrupar, juntar, reunir

5 一致する いっちする coincidir 

6 一定な（一定の） いっていな（いっていの） fijo (determinado)

7 いつでも いつでも siempre, a cualquier hora, en cualquier momento

8 いろいろな いろいろな diversos, varios

9 AならばB えいならばびい si es A, será B

10 AはBの特別なものである えいはびいのとくべつなものである A es algo especial de B

11 χの値が２のとき〜 えっくすのあたいが　に　のとき si el valor de X es dos, 

12 置きかえる おきかえる sustituir 

13 同じになる おなじになる igualarse

14 （垂直に）下ろす （すいちょくに）おろす bajar verticalmente (perpendicularmente)

15 限りなく近づく かぎりなくちがづく acercarse infinitamente

16 影をつけた部分 かげをつけたぶぶん parte ensombrecida

17 重ねる かさねる sobreponer

18 括弧をはずす かっこをはずす quitar el/los paréntesis

19 必ず かならず sin falta

20 〜から〜まで 〜から〜まで 〜desde〜hasta

21 簡単にする かんたんにする facilitar

22 くくりだす くくりだす hacer operaciones con paréntesis

23 項にふくまれる文字 こうにふくまれるもじ letras incluidas (contenidas) en términos

24 小刻みに点をとる こきざみにてんをとる puntuar con frecuencia

25 異なる ことなる diferir

26 除法を乗法になおす じょほうをじょうほうになおす cambiar una multiplicación desde la división

27 少なくても すくなくても por lo menos

28 〜ずつ増える 〜ずつふえる aumentar de tanto en tanto

29 〜ずつ減る 〜ずつへる disminuir de tanto en tanto

30 ０に近づく ぜろにちかづく acercarse a cero

31 全部で（合わせると） ぜんぶで（あわせると） en total (sumando todo)

32 それぞれ それぞれ cada uno

33 〜だけ 〜だけ solamente…

34 正しい ただしい correcto

35 足りない（不足する） たりない（ふそくする） carecer de (faltar)

36 違う ちがう es diferente, diferir

37 ちょうど ちょうど justo, exactamente

38 直線上の点 ちょくせんじょうのてん punto en la línea

39 適切な てきせつな justo

40 適当な てきとうな adecuado

41 点Ａを通る てん　えい　をとおる pasa por el punto A

42 点線 てんせん línea de puntos

43 点を通る てんをとおる pasa por el punto

44 点をとる てんをとる quitar el punto

45 〜とは限らない 〜とはかぎらない no es necesariamente…, no siempre

46 〜とみなす（〜とみる） 〜とみなす（〜とみる） considerar como...(tener algo por...)

47 どれも どれも cualquiera

48 どんな（点でも） どんな（てんでも） cualquier (punto)

49 波線 なみせん línea oscilante (ondulante)

50 成り立つ なりたつ ser aplicable, formarse por, componerse de

51 １組の ひとくみの un par de 

52 間違い まちがい error

53 文字をふくむ項 もじをふくむこう términos con letras (caracteres)

54 よみとる よみとる leer 

55 例のように れいのように como el ejemplo

56 連続する整数 れんぞくするせいすう números enteros continuos

57 分ける わける dividir

58 〜を使って 〜をつかって utilizando …
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（２）金銭に関する表現

表現 よみかた スペイン語

1 金額 きんがく importe

2 代金 だいきん precio

3 原価 げんか precio de coste

4 定価 ていか precio fijo

5 料金 りょうきん tarifa

6 値段（価格、売値） ねだん（かかく、うりね） precio (valor, precio de venta)

7 利益（儲け） りえき（もうけ） beneficio (ganancia)

8 損失（損） そんしつ（そん） pérdida (daño)

9 値上げ ねあげ alza del precio

10 値下げ ねさげ baja del precio

11 ３割引 さん　わりびき treinta por ciento de descuento 

12 ２割り増し に　わりまし veinte por ciento de aumento (extra, de gratificación)

13 半額 はんがく mitad de precio

14 収入 しゅうにゅう ingresos

15 支出 ししゅつ gastos

16 運賃 うんちん precio de viaje (transporte)

17 何円ですか なんえんですか  ¿cuántos yenes?

18 （値段は）いくらですか （ねだんは）いくらですか ¿cuánto es el precio? ¿qué precio tiene?

19 支払う しはらう pagar

20 （お金を）もらう （おかねを）もらう recibir (dinero)

21 （ものを）売る （ものを）うる vender (algo)

22 （ものを）買う （ものを）かう comprar (algo)

（３）大小関係に関する表現

表現 よみかた スペイン語

1 ３より２大きい さん　より　に　おおきい dos mayor que tres

2 ５より６小さい ご　より　ろく　ちいさい seis menor que cinco

3 １００より大きい ひゃく　よりおおきい mayor que cien

4 ０より小さい ぜろ　よりちいさい menor que cero

5 １０以上 じゅう　いじょう diez o más (más de)

6 １０００以下 せん　いか mil o menos (inferior a)

7 ４未満 よん　みまん menos de cuatro

8 最大の数は３６ さいだいのすうは　さんじゅうろく el número máximo es treinta y seis

9 最小の数は１ さいしょうのすうは　いち el número mínimo es uno

10 範囲内 はんいない dentro del límite

11 範囲外 はんいがい fuera del límite
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記号・数
記号 よみかた スペイン語

1 ＋ たす suma

2 ＝ は（いこおる） igual

3 ー ひく menos

4 × かける por

5 ÷ わる entre

6 % ぱあせんと porcentaje

7 ２：３（２対３） に　たい　さん dos entre tres

8 1（一） いち uno

9 2（二） にい dos

10 3（三） さん tres

11 4（四） し cuatro

12 5（五） ご cinco

13 6（六） ろく seis

14 7（七） なな（しち） siete

15 8（八） はち ocho

16 9（九） きゅう nueve

17 10（十） じゅう diez

18 11(十一） じゅういち once

19 12（十二） じゅうに doce

20 13（十三） じゅうさん trece

21 14（十四） じゅうし catorce

22 15（十五） じゅうご quince

23 16（十六） じゅうろく dieciséis

24 17（十七） じゅうしち diecisiete

25 18（十八） じゅうはち dieciocho

26 19（十九） じゅうく diecinueve

27 20（二十） にじゅう veinte

28 50（五十） ごじゅう cincuenta

29 100（百） ひゃく cien

30 1000（千） せん mil

31 10000（一万） いちまん diez mil

32 100000（十万） じゅうまん cien mil

33 100000000（一億） いちおく cien millones

34 1000000000000（一兆） いっちょう un billón

35 -1 まいなすいち menos uno

36 ３０° さんじゅうど treinta grados

37 ４５° よんじゅうごど cuarenta y cinco grados

38 ６０° ろくじゅうど sesenta grados

39 ９０° きゅうじゅうど noventa grados

40 １８０° ひゃくはちじゅうど ciento ochenta grados

41 ３６０° さんびゃくろくじゅうど trescientos sesenta grados

42 １＜３ いち　しょうなり　さん uno es menor que tres

43 ２>−１ に　だいなり　まいなすいち dos es mayor y menor que uno

44 χ≦２ えっくす　しょうなりいこおる　に X es menor o igual a 2

45 ｙ≧５ わい　だいなりいこおる　ご y es mayor o igual a 5

46 ⌒AB（弧AB） こ　えいびぃ arco AB

47 AB//CD（平行） えいびい　へいこう　しぃでい AB es paralelo a CD

48 ∠A（角） かく　えい ángulo A

49 AB⊥CD（垂直） えいびい　すいちょく　しぃでい AB es perpendicular a CD

50 △ABC（三角形） さんかくけい　えいびぃしい triángulo ABC

51 △ABC≡△DEF（合同）
さんかくけいえいびいしい　ごうどう　さんかくけい
でぃいいえふ

el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF

52 □ABCD（平行四辺形） へいこうしへんけい　えいびぃしいでい paralelogramo ABCD

53 √２ るうと２ raíz cuadrada de dos

54 △ABC∽△DEF（相似）
さんかくけいえいびいしい　そうじ　さんかくけい
でぃいいえふ

el triángulo ABC es semajante al triángulo DEF
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各単元における「よく使われる単語・表現」
単語・表現 よみかた スペイン語 単語・表現 よみかた スペイン語

1 気温 きおん temperatura 57 回転数 かいてんすう número de revoluciones

2 最低気温 さいていきおん temperatura mínima 58 おもり おもり peso

3 最高気温 さいこうきおん temperatura máxima 59 出発 しゅっぱつ salida

4 温度計 おんどけい termómetro 60 到着 とうちゃく llegada

5 基準 きじゅん norma 61 短い みじかい corto

6 水深 すいしん profundidad del agua 62 長い ながい largo

7 水位 すいい nivel del agua 63 のばす のばす extender

8 海面 かいめん superficie del mar 64 両端 りょうたん los dos extremos

9 標高 ひょうこう altitud 65 結ぶ むすぶ atar

10 東 ひがし este 66 なぞる なぞる calcar

11 西 にし oeste 67 位置関係 いちかんけい relación de lugares

12 北 きた norte 68 折り紙 おりがみ papiroflexia

13 南 みなみ sur 69 折り目 おりめ doblez

14 時差 じさ diferencia horaria 70 折る おる doblar

15 性質 せいしつ naturaleza 71 ひろげる ひろげる ampliar

16 移動 いどう traslado 72 重なる点 かさなるてん puntos sobrepuestos

17 反対 はんたい contrario 73 ぴったり重なる ぴったりかさなる
se sobreponen
completamente
(exactamente)

18 反対向き はんたいむき sentido inverso 74 裏返す うらがえす
voltear, volver algo (al
revés)

19 道路 どうろ camino 75 回す まわす girar

20 カード かーど  ficha, tarjeta 76 切る きる cortar

21 同士 どうし entre, mutuamente 77 最短の さいたんの el/la más corto (a)

22 ３分前 さんふんまえ 3 minutos antes 78 建物 たてもの edificio

23 ５分後 ごふんご 5 minutos después 79 工作用紙 こうさくようし
papel para trabajos
manuales

24 得点 とくてん puntuación 80 囲まれている かこまれている cercado, rodeado

25 おはじき おはじき
juego de las bolitas
(juego de canicas)

81 三脚 さんきゃく trípode

26 マッチ棒 まっちぼう cerilla 82 転がす ころがす hacer rodar

27 並べる ならべる alinear 83 動かした跡 うごかしたあと
trazos dejados por
movimiento

28 全体の個数 ぜんたいのこすう número (en) total 84 積み重ねる つみかさねる amontonar

29 けしごむ けしごむ goma de borrar 85 容器 ようき recipiente

30 花壇 かだん arriate 86 ３杯 さんばい 3 vasos

31 針金 はりがね alambre 87 一杯になる いっぱいになる llenarse

32 歩く あるく andar 88 表面 ひょうめん superficie

33 走る はしる correr

34 音の速さ おとのはやさ velocidad del sonido

35 省く はぶく suprimir

36 関係 かんけい relación

37 同じ数 おなじかず mismo número

38 同じ式 おなじしき misma fórmula

39 てんびん てんびん balanza

40 変形 へんけい transformación

41 枚数 まいすう número de hojas

42 年齢 ねんれい edad

43 行き いき ida

44 帰り かえり vuelta

45 ともなって変わる ともなってかわる cambiar con

46 水槽 すいそう cisterna

47 座席 ざせき asiento

48 番号 ばんごう número

49 右上がり みぎあがり creciente a la derecha

50 右下がり みぎさがり
descendiente a la
derecha

51 増加する ぞうかする aumentar

52 減少する げんしょうする disminuir

53 対応する たいおうする corresponder

54 限りなくのびる かぎりなくのびる extenderse sin límite

55 自転車 じてんしゃ bicicleta

56 自動車 じどうしゃ automóvil

空
間
図
形

比
例

方
程
式

正
負
の
数

文
字
の
式

比
例

平
面
の
図
形
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単語・表現 よみかた スペイン語 単語・表現 よみかた スペイン語

1 数あて（ゲーム） かずあて（げいむ） adivinación de números 道 みち camino

2 カレンダー かれんだあ calendario 並びかえる ならびかえる colocar de nuevo

3
両方とも成り立た
つ

りょうほうともなりたつ los dos son válidos
平方
根

（エラトステネス
の）篩

（えらとすてねすの）ふ
るい

criba de Eratóstenes

4 人数 にんずう número de personas ひも ひも cuerda

5 本数 ほんすう número de... 箱 はこ caja

6 個数 こすう número de ... 樋 とい canalón

7 適当な方法で てきとうなほうほうで de una forma adecuada 斜面 しゃめん declive

8 変化 へんか cambio ボール ぼうる bola, pelota

9 変化の様子 へんかのようす
aspectos en el cambio
(estado, situación)

通過する つうかする pasar de largo

10
χが１ずつ増加す
ると

えっくすがいちずつぞう
かすると

en caso de que x
aumente de uno en uno

列車 れっしゃ tren

11 増加量 ぞうかりょう cantidad aumentada ブレーキ ぶれいき freno

12 平行に移動 へいうこうにいどう
trasladarse
paralelamente

制動距離 せいどうきょり distancia de frenado

13 勾配 こうばい inclinación 落下 らっか caída

14 追いつく おいつく alcanzar 振り子 ふりこ péndulo

15 出会う であう encontrar 風速 ふうそく velocidad del viento

16 実験 じっけん experimento 写真 しゃしん fotografía

17
しきつめる（しきつ
め）

しきつめる（しきつめ）
cubrir completamente
(cubierto)

測量 そくりょう
agrimensura (medición
de la tierra)

18 補助線 ほじょせん línea auxiliar 地図 ちず plano

19 星形（星の形）
ほしがた（ほしのかた
ち）

en forma de estrella 鏡 かがみ espejo

20 紙に写す かみにうつす calcar en un papel （ノートの）罫線 （のうとの）けいせん raya (de cuaderno)

21 ずらす ずらす mover de (su) sitio

22 順番にかく じゅんばんにかく escribir por orden

23 よりどころ よりどころ sustento

24 すじ道をたてる すじみちをたてる
razonar (explicar con
orden)

25 長さの等しい辺 ながさのひとしいへん lados iguales de largo

26 同様にして どうようにして de la misma manera

27 土地 とち terreno

28 境界線 きょうかいせん línea de demarcación

29 さいころ さいころ dado

30 画鋲 がびょう chincheta

31 出生数 しゅっせいすう natalidad

32 とらんぷ とらんぷ naipe

33 絵札 えふだ ficha con dibujo

34 王冠 おうかん corona

35 くじびき くじびき rifa

36 袋 ふくろ bolsa

37 じゃんけん じゃんけん
juego de la piedra, las
tijeras y el papel para
echar algo a suertes

38 表 おもて anverso

39 裏 うら reverso

40 起こり得る場合 おこりうるばあい
en caso de que pueda
suceder

41 ６通り ろくとおり 6 maneras

42 当たりやすい あたりやすい
que (le) toca con mayor
frecuencia

43 選び方 えらびかた forma de elegir

44 並べ方 なべかた forma de alinear

三角
形

・  四
角形

確
立

多
項
式

連
立
方
程
式

２
次方
程式

関
数ｙ
＝
ａ
χ
２

一
次
関
数

相
似

平
行
と
合
同

式 と
計算
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数量・関数領域（五十音順）
用語 よみかた フィリピノ語 用語 よみかた フィリピノ語

1 値 あたい halaga 58
くり上がり（くり上げ
る）

くりあがり（くりあげる） borrow

2 余り（余る） あまり（あまる） tira (natitira) 59 計算 けいさん pagkalkula/pagkukuwenta

3 暗算 あんざん mental arithmetic 60 係数 けいすう coefficient

4 以下 いか mababa/maliit sa 61 結合法則 けつごうほうそく associative law

5 移項 いこう transposisyon 62 検算 けんざん
muling pagtsetsek ng
pagkalkula

6 以上 いじょう higit/malaki sa 63 原点 げんてん origin

7 １次 いちじ linear 64 減法 げんぽう subtraksyon/pagbabawas

8 １次関数 いちじかんすう linear function 65 項 こう termino

9 １次式 いちじしき linear expression 66 交換法則 こうかんほうそく commutative law

10 １次の項 いちじのこう linear term 67 合計 ごうけい kabuuan

11 １次方程式 いちじほうていしき linear equation 68 公式 こうしき formula

12 一の位 いちのくらい puwesto ng pang-isahan 69 公倍数 こうばいすう common multiple

13 一万の位 いちまんのくらい
puwesto ng pansampung
libo 70 公約数 こうやくすう common measure

14 因数 いんすう factor 71 午後 ごご hapon

15 因数分解 いんすうぶんかい factorization 72 誤差 ごさ kamalian

16 右辺 うへん kanang panig 73 午前 ごぜん umaga

17 x座標 えっくすざひょう x-coordinate 74 言葉の式 ことばのしき berbal na formula

18 x軸 えっくすじく x-axis 75 根号 こんごう radical sign

19 xについて解く えっくすについてとく sagutin ang x 76 差 さ diperensya

20 円グラフ えんぐらふ pie graph 77 最小 さいしょう pinakamaliit

21 帯グラフ おびぐらふ band graph 78 最小公倍数 さいしょうこうばいすう least common multiple

22 重さ おもさ bigat 79 最小値 さいしょうち pinakamaliit na halaga

23 およその数 およそのかず round number 80 最大 さいだい pinakamalaki

24 折れ線グラフ おれせんぐらふ line graph 81 最大公約数 さいだいこうやくすう greatest common measure

25 解 かい solusyon 82 最大値 さいだいち pinakamalaking halaga

26 階級 かいきゅう class 83 最頻値（モード） さいひんち（もうど） mode

27 階級値 かいきゅうち class mark 84 座標 ざひょう coordinates

28 階級の幅 かいきゅうのはば class interval 85 座標軸 ざひょうじく coordinate axis

29 外項 がいこう extremes 86 座標平面 ざひょうへいめん plane ng coordinates

30 概数 がいすう approximate figures 87 左辺 さへん kaliwang panig

31 確率 かくりつ probabilidad 88 ３乗 さんじょう cube

32 かけ算 かけざん multiplikasyon 89 ２／３（３分の２） さんぶんのに dalawang bahagi ng tatlo

33 かけられる数 かけられるかず multiplicand 90 時 じ ala/alas

34 かける数 かけるかず multiplier 91 時間 じかん oras

35 加減法 かげんほう

paraan ng adisyon at
subtraksyon/
paraan ng pagdadagdag at
pagbabawas

92 式 しき formula

36 傾き かたむき gradient 93 式の値 しきのあたい halaga ng formula

37 （　） かっこ parentesis 94 式を展開する しきをてんかいする mag-expand ng formula

38 仮分数 かぶんすう improper fraction 95 時刻 じこく oras

39 加法 かほう adisyon/pagdadagdag 96 四捨五入 ししゃごにゅう rounding off

40 仮平均 かりへいきん assumed mean 97 指数 しすう index

41 関数 かんすう function 98 次数 じすう degree

42 奇数 きすう gansal na bilang 99 自然数 しぜんすう natural number

43 逆算 ぎゃくさん kabaligtarang pagkalkura 100 四則 しそく
apat na operasyon ng
pagkalkula

44 逆数 ぎゃくすう reciprocal 101 時速 じそく bilis per ora

45 既約分数 きやくぶんすう irreducible fraction 102 集合 しゅうごう set

46 共通因数 きょうつういんすう common factor 103 十の位 じゅうのくらい puwesto ng pansampu

47 切り上げ きりあげ rounding upwards 104 1/10の位 じゅうぶんのいちのくらい
puwesto ng isang bahagi ng
sampu

48 切り捨て きりすて disregarding 105 樹形図 じゅけいず tree diagram

49 近似 きんじ aproksimasyon 106 十進法 じゅっしんほう sistemang desimal

50 近似値 きんじち aproksimasyon 107 循環小数 じゅんかんしょうすう recurring decimals

51 偶数 ぐうすう tukol na bilang 108 順列 じゅんれつ permutation

52 九九 くく talaan ng multiplikasyon 109 商 しょう quotient

53 組合わせ くみあわせ kombinasyon 110 消去する しょうきょする alisin

54 位 くらい posisyon 111 小数 しょうすう bilang na desimal

55 位取り くらいどり scaling 112 小数第一位 しょうすうだいいちい
puwestong desimal ng
pansampu

56 グラフ ぐらふ graph 113 小数第三位 しょうすうだいさんい
puwestong desimal ng
panlibo

57
くり下がり（くり下が
る）

くりさがり（くりさがる） carry 114 小数第二位 しょうすうだいにい
puwestong desimal ng
pang-isandaan
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用語 よみかた フィリピノ語 用語 よみかた フィリピノ語

115 小数点 しょうすうてん puntong desimal 172 度数分布多角形 どすうぶんぷたかくけい frequency polygon

116 乗法 じょうほう multiplikasyon 173 度数分布表 どすうぶんぷひょう
talaan ng frequency
distribution

117 除法 じょほう dibisyon 174 内項 ないこう inner term

118 人口密度 じんこうみつど kapal ng populasyon 175 何時 なんじ ala～/ alas～

119 真分数 しんぶんすう proper fraction 176 何時半 なんじはん ala～/alas～ y medya

120 数 すう bilang 177 ２元１次方程式 にげんいちじほうていしき first-degree equation

121 数直線 すうちょくせん number line 178 ２次関数 にじかんすう quadratic function

122 数量 すうりょう dami 179 ２次式 にじしき quadratic

123 整数 せいすう integer 180 ２次方程式 にじほうていしき quadratic equation

124 正の項 せいのこう positive term 181 ２乗 にじょう square

125 正の数 せいのすう positive number 182 ２乗に比例 にじょうにひれい may proporsyon sa square

126 正の符号 せいのふごう positive sign 183 二進法 にしんほう binary system

127 正の向き せいのむき positive direction 184 二等分 にとうぶん paghahati sa dalawa

128 積 せき product 185 場合の数 ばあいのかず
bilang ng mga posibleng
kaso/halimbawa

129 絶対値 ぜったいち modulus 186 倍 ばい doble

130 切片 せっぺん intercept 187 倍数 ばいすう multiplo

131 全数調査 ぜんすうちょうさ kumpletong sensus 188 はかり はかり timbangan

132 千の位 せんのくらい puwesto ng pang-isanlibo 189 速さ はやさ bilis

133 1/1000の位 せんぶんのいちのくらい
puwesto ng pang-isang
bahagi ng isanlibo 190 範囲 はんい lawak

134 素因数 そいんすう prime factor 191 反比例 はんぴれい inverse proportion

135 素因数分解 そいんすうぶんかい
factorization sa prime
numbers 192 比 ひ panumbasan

136 相関 そうかん correation 193 ひき算 ひきざん subtrasksyon/pagbabawas

137 相関図 そうかんず correlation diagram 194 ひく数 ひくかず subtrahend

138 相関表 そうかんひょう correlation table 195 筆算 ひっさん pagkalkula na sinusulat

139 双曲線 そうきょくせん hyperbola 196 等しい ひとしい magkapantay

140 相対度数 そうたいどすう relative frequency 197 比の値 ひのあたい halaga ng panumbasan

141 相対度数分布表
そうたいどすうぶんぷひょ
う

talaan ng relative
frequency distribution 198 比は等しい ひはひとしい

magkapantay ang
panumbasan

142 測定 そくてい pagsusukat 199 百の位 ひゃくのくらい puwesto ng pandaan

143 測定値 そくていち halaga ng pagsusukat 200 1/100の位 ひゃくぶんのいちのくらい
puwesto ng isang bahagi ng
isang daan

144 素数 そすう prime number 201 百分率 ひゃくぶんりつ porsyento

145 そろばん そろばん abakus 202 表 ひょう chart

146 代入する だいにゅうする palitan 203 秒 びょう segundo

147 代入法 だいにゅうほう paraan ng pagpapalit 204 秒速 びょうそく bilis bawat segundo

148 代表値 だいひょうち central value 205 標本 ひょうほん sampling

149 帯分数 たいぶんすう mixed fraction 206 標本調査 ひょうほんちょうさ sample survey

150 対応する たいおうする katumbas 207 比例 ひれい proporsyon

151 多項式 たこうしき polynomial 208 比例定数 ひれいていすう constant ng proportionality

152 たし算 たしざん adisyon/pagdadagdag 209 比を簡単にする ひをかんたんにする
gawing simple ang
panumbasan

153 単位 たんい yunit 210 分（割合） ぶ（わりあい） bahagi (porsyento)

154
単位量あたりの大
きさ

たんいりょうあたりのおお
きさ

laki ng bawat dami ng
yunit 211 歩合 ぶあい panumbasan/porsyento

155 単項式 たんこうしき monomial 212 符号 ふごう sign
156 中央値（メジアン） ちゅうおうち（めじあん） median 213 不等号 ふとうごう inequality sign

157
柱状グラフ（ヒスト
グラム）

ちゅうじょうぐらふ（ひすと
ぐらむ）

histogram 214 不等号の向き ふとうごうのむき
direksyon ng inequality
sign

158 直線の式 ちょくせんのしき formula ng linya 215 不等式 ふとうしき inequality

159 通分 つうぶん
reduksyon sa
magkaparehong 216 負の項 ふのこう negative term

160 定数 ていすう constant 217 負の数 ふのすう negative number

161 定数項 ていすうこう constant term 218 負の符号 ふのふごう negative sign

162 （式を）展開する （しきを）てんかいする mag-expand (ng  formula) 219 負の向き ふのむき negative direction

163 電卓 でんたく calculator 220 ＋ ぷらす plus

164 等号 とうごう equal sign 221 分（時間） ふん（じかん） minuto (oras)

165 等式 とうしき equality 222 分子 ぶんし numerator

166 等分 とうぶん pantay na paghati 223 分数 ぶんすう fraction

167 同様に確からしい どうようにたしからしい maaaring magkapantay 224 分速 ふんそく bilis bawat minuto

168 同類項 どうるいこう similar term 225 分配法則 ぶんぱいほうそく batas ng pamamahagi

169 解く とく sagutin 226 分母 ぶんぼ denominator

170 時計 とけい relo 227 平均 へいきん karaniwan

171 度数 どすう frequency 228 平方 へいほう square
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用語 よみかた フィリピノ語

229
平方根（aの平方
根）

へいほうこん（えいのへい
ほうこん）

square root

230 変域 へんいき domain

231 変化の割合 へんかのわりあい rate ng pagbabago

232 変数 へんすう variable

233 方眼紙 ほうがんし graph paper

234 棒グラフ ぼうぐらふ column/bar graph

235 方程式 ほうていしき equation

236 放物線 ほうぶつせん parabola

237 母集団 ぼしゅうだん populasyon

238 － まいなす minus

239 巻尺 まきじゃく tape measure

240 ます目（ます） ますめ（ます） sukat

241 道のり みちのり distansya

242 見積り みつもり kalkula/tantiya

243 未満 みまん mas maliit/mas mababa sa

244 無作為 むさくい di-pinipili

245 無理数 むりすう irrational number

246 目盛り めもり iskala

247 文字 もじ letra/titik

248 文字の値 もじのあたい halaga ng letra/titik

249 文字の式 もじのしき formula na may letra/titik

250 ものさし ものさし ruler

251 約 やく halos/humigit-kumulang

252 約数 やくすう divisor

253 約分 やくぶん reduksyon

254 有効数字 ゆうこうすうじ significant figures

255 有理化 ゆうりか rasyonalisasyon

256 有理数 ゆうりすう rational number

257 乱数さい らんすうさい random number generator

258 乱数表 らんすうひょう talaan ng random numbers

259 立方 りっぽう cube

260 量 りょう dami/laki

261 両辺 りょうへん parehong panig

262 厘（割合） りん（わりあい） rin (rate)

263 累乗 るいじょう involution

264 累積度数 るいせきどすう cumulative frequency

265 累積度数分布表
るいせきどすうぶんぷひょ
う

talaan ng cumulative
frequency distribution

266 連立方程式 れんりつほうていしき simultaneous equation

267 六十進法 ろくじゅっしんほう sexagesimal

268 和 わ suma/kabuuan

269 y座標 わいざひょう y-coordinate

270 y軸 わいじく y axis

271
yはχの関数であ
る

わいはえっくすのかんすう
である

y ay function ng x

272 わられる数 わられるかず dividend

273 割（割合） わり（わりあい） proporsyon

274 割合 わりあい proporsyon

275 割りきれない わりきれない di-maaaring hatiin

276 割りきれる わりきれる maaaring hatiin

277 わり算 わりざん dibisyon/paghahati

278 わる数 わるかず divisor
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図形領域（五十音順）
用語 よみかた フィリピノ語 用語 よみかた フィリピノ語

1 位置 いち posisyon 49 五角形 ごかくけい pentagon

2 内のり うちのり sukat sa loob 50 五角すい ごかくすい pentagonal pyramid

3 鋭角 えいかく matulis na anggulo 51 五角柱 ごかくちゅう pentagonal prism

4 鋭角三角形 えいかくさんかくけい acute triangle 52 五面体 ごめんたい pentahedron

5
χ軸について対
称

えっくすじくについてた
いしょう

simetria sa x-axis 53 コンパス こんぱす kompas

6 円 えん sirkulo 54 作図 さくず paggawa ng diyagram

7 円周 えんしゅう sirkumperensiya 55 錯角 さっかく alternate angle

8 円周角 えんしゅうかく inscribed angle 56 三角形 さんかくけい trianggulo

9 円周率 えんしゅうりつ pi 57 三角定規 さんかくじょうぎ triangle

10 円すい えんすい kono 58 三角すい さんかくすい triangular pyramid

11 円柱 えんちゅう silindro 59 三角柱 さんかくちゅう triangular pole

12 延長線 えんちょうせん pinahabang guhit 60 三平方の定理 さんへいほうのていり teorem ni Pitagoras

13 おうぎ形 おうぎがた sector 61 四角形 しかくけい parisukat/kuwadrado

14 外角 がいかく exterior angle 62 四角すい しかくすい parisukat na piramide

15 外角の和 がいかくのわ
suma/kabuuan ng panlabas na
anggulo

63 四角柱 しかくちゅう quadrangular prism

16 外心 がいしん circumcenter 64 軸 じく axis

17 外接円 がいせつえん circumcircle 65 実測 じっそく aktwal na sukat

18 外接四角形 がいせつしかくけい circumscribed quadrilateral 66 四面体 しめんたい tetrahedron

19 外接する がいせつする gumigilid sa labas 67 斜辺 しゃへん oblique side

20 回転 かいてん pag-ikot 68 周 しゅう sirkumperensiya

21 回転移動 かいてんいどう kilos ng pag-ikot 69 重心 じゅうしん centroid

22 回転体 かいてんたい kinatawan ng pag-ikot 70 縮小 しゅくしょう pagpapaliit

23 回転の軸 かいてんのじく axis  ng pag-ikot 71 縮図 しゅくず ipinaliit na dayagram

24 回転の中心 かいてんのちゅうしん sentro ng pag-ikot 72 定規 じょうぎ ruler

25 角 かく anggulo 73 条件 じょうけん kundisyon

26 角すい かくすい piramide 74 （台形の）上底
（だいけいの）じょうて
い

mataas na base (ng trapezoid)

27 拡大 かくだい pagpapalaki 75 証明 しょうめい pagpapatunay

28 拡大図 かくだいず pinalaking dayagram 76 垂心 すいしん orthocenter

29 角柱 かくちゅう prism 77 垂線 すいせん patayong guhit

30 角度 かくど antas ng anggulo 78 垂直 すいちょく patayo

31 角の大きさ かくのおおきさ laki ng anggulo 79 垂直二等分線
すいちょくにとうぶんせ
ん

patayong panghati

32 かさ かさ dami/laki 80 水平 すいへい pahiga

33 形 かたち hugis 81 図形 ずけい dayagram

34 （台形の）下底 （だいけいの）かてい mababang base (ng trapezoid) 82 正三角形 せいさんかくけい regular triangle

35 仮定 かてい palagay 83 正三角柱 せいさんかくちゅう regular triangular pole

36 逆 ぎゃく kabaliktaran 84 正四角柱 せいしかくちゅう regular quadrangular prism

37 球 きゅう globo 85 正四面体 せいしめんたい regular tetrahedron

38 共通接線 きょうつうせっせん common tangent 86 正十二面体 せいじゅうにめんたい regular dodecahedron

39 曲線 きょくせん kurba 87 正多角形 せいたかくけい regular polygon

40 曲面 きょくめん nakakurbang panig 88 正多面体 せいためんたい regular polyhedron

41 距離 きょり distansya 89 正二十面体 せいにじゅうめんたい regular icosahedron

42 空間図形 くうかんずけい solid figure 90 正八面体 せいはちめんたい regular octahedron

43 結論 けつろん konklusyon 91 正方形 せいほうけい regular na parisukat

44 弦 げん chord 92 正六面体 せいろくめんたい regular hexahedron

45 弧 こ arko 93 接する せっする karatig/gumigilid

46 交点 こうてん intersection point 94 接線 せっせん tangent

47 合同 ごうどう congruence/pagkakapareho 95 接点 せってん punto ng pagkadiit

48 合同条件 ごうどうじょうけん kundisyon para magkapareho 96 線対称 せんたいしょう line symmetry

97 線対称な図形
せんたいしょうなずけ
い

dayagram na may line symmetry

98 線分 せんぶん segment
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99 相似 そうじ pagkakatulad 149 度 ど antas/grado

100 相似条件 そうじじょうけん kundisyon para magkatulad 150 同位角 どういかく corresponding angle

101 相似の位置 そうじのいち posisyon ng pagkakatulad 151 投影図 とうえいず projected figure

102 相似の中心 そうじのちゅうしん sentro ng pagkakatulad 152 同側内角 どうそくないかく
panloob na anggulo sa
magkaparehong panig

103 相似比 そうじひ panumbasan ng pagkakatulad 153 鈍角 どんかく anggulong bika

104 側面 そくめん tagilirang panig 154 鈍角三角形 どんかくさんかくけい trianggulo na may anggulong bika

105 側面図 そくめんず tagilirang pagtanaw 155 内角 ないかく panloob na anggulo

106 側面積 そくめんせき lateral area 156 内角の和 ないかくのわ suma/kabuuan ng panloob na anggulo

107 対応する角 たいおうするかく magkabagay na anggulo 157 内心 ないしん inner center

108 対応する頂点 たいおうするちょうてん magkabagay na vertex 158 内接円 ないせつえん inscribed circle

109 対応する点 たいおうするてん magkabagay na punto 159 内接四角形 ないせつしかくけい inscribed quadrilateral

110 対応する辺 たいおうするへん magkabagay na panig 160 内接する ないせつする gumigilid sa loob

111 対角 たいかく magkasalungat na anggulo 161 長さ ながさ haba

112 対角線 たいかくせん diagonal line 162 二等分線 にとうぶんせん guhit na panghati

113 台形 だいけい trapezoid 163 二等辺三角形 にとうへんさんかくけい isosceles triangle

114 対称 たいしょう simetria 164 ねじれの位置 ねじれのいち skew

115 対称移動 たいしょういどう reflection 165 π（パイ） ぱい pi

116 対称軸 たいしょうじく symmetry axis 166 半径 はんけい radius

117 対称の中心 たいしょうのちゅうしん punto ng simetria 167 半直線 はんちょくせん ray

118 体積 たいせき volume/dami ng laman 168 ひし形 ひしがた rhomb

119 対頂角 たいちょうかく vertical angles 169 表面積 ひょうめんせき surface area

120 対辺 たいへん salungat na panig 170 分度器 ぶんどき protractor

121 多角形 たかくけい polygon 171 平面図 へいめんず plan

122 高さ たかさ taas 172 平行 へいこう magkahilera

123 縦 たて patayo 173 平行移動 へいこういどう paralel na paglipat

124 多面体 ためんたい polyhedron 174 平行四辺形 へいこうしへんけい parallelogram

125 中心 ちゅうしん gitna/sentro 175 平行線 へいこうせん magkahilerang guhit

126 中心角 ちゅうしんかく gitnang/sentrong anggulo 176 平面 へいめん plane

127 中線 ちゅうせん panggitnang guhit 177 辺 へん panig

128 中点 ちゅうてん panggitnang punto 178 傍心 ぼうしん excenter

129 中点連結定理
ちゅうてんれんけつて
いり

midpoint theorem 179 傍接円 ぼうせつえん excircle

130 頂角 ちょうかく vertex angle 180 母線 ぼせん generating line

131 頂点 ちょうてん vertex 181 交わる まじわる bagtas

132 長方形 ちょうほうけい rektanggulo 182 見取図 みとりず sketch

133 直線 ちょくせん deretsong guhit 183 面 めん plane

134 直方体 ちょくほうたい cuboid 184 面積 めんせき area

135 直角 ちょっかく right angle 185 面対称 めんたいしょう simetria sa plane

136 直角三角形 ちょっかくさんかくけい right triangle 186 容積 ようせき kapasidad

137
直角二等辺三角
形

ちょっかくにとうへんさ
んかくけい

isosceles right triangle 187 横 よこ pahalang/pahiga

138 直径 ちょっけい diyametro 188 立体 りったい solid

139 つくる角（なす角） つくるかく（なすかく） nabubuong anggulo 189 立方体 りっぽうたい cube

140 底角 ていかく base angle 190 立面図 りつめんず elevation

141 定義 ていぎ depinisyon 191 六角形 ろくかくけい hexagon

142 底辺 ていへん base 192 ｙ軸について対称
わいじくについてたい
しょう

may simetria sa y-axis

143 底面 ていめん base

144 底面積 ていめんせき base area

145 定理 ていり teorem

146 展開図 てんかいず development

147 点対称 てんたいしょう point symmetry

148 点対称な図形
てんたいしょうなずけ
い

dayagram na may point symmetry
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教科書・授業の表現
（１）説明で使う論理表現など（５０音順）

表現 よみかた フィリピノ語

1 ある数 あるすう isang numero/bilang
2 いずれかの いずれかの alinman sa
3 一部分を いちぶぶんを bahagi ng
4 一緒にする いっしょにする ipagsama
5 一致する いっちする magkasang-ayon
6 一定な（一定の） いっていな（いっていの） nakatakda
7 いつでも いつでも lagi/parati
8 いろいろな いろいろな iba't iba/sari-sari
9 AならばB えいならばびい kapag A, samakatwid B
10 AはBの特別なものである えいはびいのとくべつなものである ang A ay tanging bahagi ng B
11 χの値が２のとき〜 えっくすのあたいが　に　のとき kapag ang halaga ng X ay dalawa~
12 置きかえる おきかえる ipalit
13 同じになる おなじになる naging magkatulad/magkapareho
14 （垂直に）下ろす （すいちょくに）おろす ibaba (nang nakatayo)
15 限りなく近づく かぎりなくちがづく lumapit nang sukdulan
16 影をつけた部分 かげをつけたぶぶん bahaging kinulayan
17 重ねる かさねる ipatong
18 括弧をはずす かっこをはずす tanggalin ang parentesis
19 必ず かならず kinakailangan/tiyak
20 〜から〜まで 〜から〜まで mula~hanggang~
21 簡単にする かんたんにする gawing payak/simple
22 くくりだす くくりだす ifactor
23 項にふくまれる文字 こうにふくまれるもじ letra na kasama sa termino
24 小刻みに点をとる こきざみにてんをとる unti-unting kumukuha ng punto
25 異なる ことなる magkaiba
26 除法を乗法になおす じょほうをじょうほうになおす ayusin ang dibisyon at gawing multiplikasyon
27 少なくても すくなくても kahit/man lamang
28 〜ずつ増える 〜ずつふえる unting nadadagdag ng ～
29 〜ずつ減る 〜ずつへる unting nababawas ng ～
30 ０に近づく ぜろにちかづく palapit sa zero
31 全部で（合わせると） ぜんぶで（あわせると） sa kabuuan (na ipinagsama)
32 それぞれ それぞれ bawa't isa
33 〜だけ 〜だけ ~lang
34 正しい ただしい wasto/tama
35 足りない（不足する） たりない（ふそくする） kulang
36 違う ちがう iba/di angkop
37 ちょうど ちょうど tamang-tama
38 直線上の点 ちょくせんじょうのてん punto sa tuwid na guhit
39 適切な てきせつな angkop
40 適当な てきとうな sapat
41 点Ａを通る てん　えい　をとおる dumadaan sa puntong A
42 点線 てんせん tulduk-tuldok na guhit/linya
43 点を通る てんをとおる dumadaan sa punto
44 点をとる てんをとる magkamit ng punto
45 〜とは限らない 〜とはかぎらない hindi ibig sabihin na ~
46 〜とみなす（〜とみる） 〜とみなす（〜とみる） ituturing na ~
47 どれも どれも kahit ilan
48 どんな（点でも） どんな（てんでも） alin man (sa mga punto)
49 波線 なみせん alun-alon na guhit/linya
50 成り立つ なりたつ nabubuo
51 １組の ひとくみの isang pares o grupo
52 間違い まちがい mali/kamalian
53 文字をふくむ項 もじをふくむこう termino na may kasamang letra
54 よみとる よみとる basahin
55 例のように れいのように tulad ng halimbawa
56 連続する整数 れんぞくするせいすう magkakasunod na integer
57 分ける わける ihiwalay
58 〜を使って 〜をつかって gamit ang ~
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（２）金銭に関する表現

表現 よみかた フィリピノ語

1 金額 きんがく halaga
2 代金 だいきん kabayaran
3 原価 げんか orihinal na halaga
4 定価 ていか takdang presyo
5 料金 りょうきん bayad
6 値段（価格、売値） ねだん（かかく、うりね） presyo
7 利益（儲け） りえき（もうけ） tubo
8 損失（損） そんしつ（そん） lugi
9 値上げ ねあげ pagtaas ng presyo
10 値下げ ねさげ pagbaba ng presyo
11 ３割引 さん　わりびき bawas ng treynta porsyento
12 ２割り増し に　わりまし dagdag ng beynte porsyento
13 半額 はんがく kalahating presyo
14 収入 しゅうにゅう kita/suweldo
15 支出 ししゅつ gastos
16 運賃 うんちん pamasahe
17 何円ですか なんえんですか Magkano sa yen?
18 （値段は）いくらですか （ねだんは）いくらですか Magkano (ang presyo)?
19 支払う しはらう magbayad
20 （お金を）もらう （おかねを）もらう tumanggap (ng pera)
21 （ものを）売る （ものを）うる magtinda/magbenta (ng bagay)
22 （ものを）買う （ものを）かう bumili (ng bagay)

（３）大小関係に関する表現
表現 よみかた フィリピノ語

1 ３より２大きい さん　より　に　おおきい mas malaki ang tatlo kaysa sa dalawa
2 ５より６小さい ご　より　ろく　ちいさい mas maliit ang lima kaysa sa anim
3 １００より大きい ひゃく　よりおおきい mas malaki/higit pa sa isang daan
4 ０より小さい ぜろ　よりちいさい mas maliit kaysa sa zero
5 １０以上 じゅう　いじょう katumbas o mahigit sa sampu
6 １０００以下 せん　いか katumbas o mababa sa isang libo
7 ４未満 よん　みまん mas mababa kaysa sa apat
8 最大の数は３６ さいだいのすうは　さんじゅうろく ang pinakamalaking bilang ay tatlumpu't anim
9 最小の数は１ さいしょうのすうは　いち ang pinakamaliit na bilang ay isa
10 範囲内 はんいない nasa sakop
11 範囲外 はんいがい wala sa sakop
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記号・数
記号 よみかた フィリピノ語

1 ＋ たす plus
2 ＝ は（いこおる） equal sa
3 ー ひく minus
4 × かける times
5 ÷ わる divided by
6 % ぱあせんと porsyento
7 ２：３（２対３） に　たい　さん dalawa sa tatlo
8 1（一） いち isa/uno
9 2（二） にい dalawa/dos
10 3（三） さん tatlo/tres
11 4（四） し apat/kuwatro
12 5（五） ご lima/singko
13 6（六） ろく anim/sais
14 7（七） なな（しち） pito/siyete
15 8（八） はち walo/otso
16 9（九） きゅう siyam/nuwebe
17 10（十） じゅう sampu/diyes
18 11(十一） じゅういち labing-isa/onse
19 12（十二） じゅうに labindalawa/dose
20 13（十三） じゅうさん labintatlo/trese
21 14（十四） じゅうし labing-apat/katorse
22 15（十五） じゅうご labinlima/kinse
23 16（十六） じゅうろく labing-anim/disisais
24 17（十七） じゅうしち labimpito/disisiyete
25 18（十八） じゅうはち labingwalo/disiocho
26 19（十九） じゅうく labinsiyam/disinuwebe
27 20（二十） にじゅう dalawampu/beynte
28 50（五十） ごじゅう limampu/singkuwenta
29 100（百） ひゃく isang daan
30 1000（千） せん isang libo/mil
31 10000（一万） いちまん sampung libo/diyes mil
32 100000（十万） じゅうまん isang daang libo
33 100000000（一億） いちおく isang daang bilyon
34 1000000000000（一兆） いっちょう isang trilyon
35 -1 まいなすいち minus one
36 ３０° さんじゅうど tatlumpung antas (grado)
37 ４５° よんじゅうごど apatnapu't limang antas (grado)
38 ６０° ろくじゅうど animnapung antas (grado)
39 ９０° きゅうじゅうど siyamnapung antas (grado)
40 １８０° ひゃくはちじゅうど isang daan at walumpung antas (grado)
41 ３６０° さんびゃくろくじゅうど tatlong daan at animnapung antas (grado)
42 １＜３ いち　しょうなり　さん mas higit ang tatlo sa isa
43 ２>−１ に　だいなり　まいなすいち mas higit ang dalawa sa minus one
44 χ≦２ えっくす　しょうなりいこおる　に ang X ay kulang sa o katumbas ng dalawa
45 ｙ≧５ わい　だいなりいこおる　ご ang Y ay higit sa o katumbas ng lima
46 ⌒AB（弧AB） こ　えいびぃ arkong AB
47 AB//CD（平行） えいびい　へいこう　しぃでい ang AB ay magkahilera sa CD
48 ∠A（角） かく　えい anggulong A
49 AB⊥CD（垂直） えいびい　すいちょく　しぃでい ang AB ay patayong salungat sa CD
50 △ABC（三角形） さんかくけい　えいびぃしい trianggulong ABC

51 △ABC≡△DEF（合同）
さんかくけいえいびいしい　ごうどう　さん
かくけいでぃいいえふ ang trianggulong ABC ay kapareho ng trianggulong DEF

52 □ABCD（平行四辺形） へいこうしへんけい　えいびぃしいでい parallelogram ABCD
53 √２ るうと２ square root ng dalawa
54 △ABC∽△DEF（相似） さんかくけいえいびいしい　そうじ　さんかくけいでぃいいえふ ang trianggulong ABC at DEF ay magkatulad
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各単元における「よく使われる単語・表現」
単語・表現 よみかた フィリピノ語 単語・表現 よみかた フィリピノ語

1 気温 きおん temperatura 57 回転数 かいてんすう bilang ng pag-ikot

2 最低気温 さいていきおん
pinakamababang
temperatura 58 おもり おもり talaro/batong pabigat

3 最高気温 さいこうきおん
pinakamataas na
temperatura 59 出発 しゅっぱつ pag-alis

4 温度計 おんどけい termometro 60 到着 とうちゃく pagdating
5 基準 きじゅん pamantayan 61 短い みじかい maikli
6 水深 すいしん lalim ng tubig 62 長い ながい mahaba
7 水位 すいい taas ng tubig 63 のばす のばす pahabain
8 海面 かいめん sea level 64 両端 りょうたん bawat dulo
9 標高 ひょうこう taas 65 結ぶ むすぶ itali
10 東 ひがし silangan 66 なぞる なぞる i-trace

11 西 にし kanluran 67 位置関係 いちかんけい
kaugnayan/relasyon
batay sa posisyon

12 北 きた hilaga 68 折り紙 おりがみ
origami/pagtitiklop ng
papel bilang sining

13 南 みなみ timog 69 折り目 おりめ tupi/tiklop
14 時差 じさ diperensya sa oras 70 折る おる itupi/itiklop
15 性質 せいしつ uri/kalidad 71 ひろげる ひろげる ibuka
16 移動 いどう paglipat 72 重なる点 かさなるてん puntong magkapatong
17 反対 はんたい kasalungat/kabila 73 ぴったり重なる ぴったりかさなる eksaktong nakapatong
18 反対向き はんたいむき kasalungat na direksyon 74 裏返す うらがえす baliktarin
19 道路 どうろ daan/kalsada 75 回す まわす paikutin
20 カード かあど kard 76 切る きる gupit/putol/tabas
21 同士 どうし magkapares 77 最短の さいたんの pinakamaikli

22 ３分前 さんふんまえ
bago makalipas ang
tatlong minuto 78 建物 たてもの gusali

23 ５分後 ごふんご
pagkatapos ng limang
minuto 79 工作用紙 こうさくようし construction paper

24 得点 とくてん iskor 80 囲まれている かこまれている pinapaligiran
25 おはじき おはじき jolen 81 三脚 さんきゃく tripod
26 マッチ棒 まっちぼう posporo 82 転がす ころがす igulong
27 並べる ならべる ihilera 83 動かした跡 うごかしたあと bakas ng paggalaw
28 全体の個数 ぜんたいのこすう kabuuang bilang 84 積み重ねる つみかさねる ipatong
29 けしごむ けしごむ eraser 85 容器 ようき lalagyan
30 花壇 かだん taniman ng bulaklak 86 ３杯 さんばい tatlong baso/tasa
31 針金 はりがね alambre 87 一杯になる いっぱいになる puno
32 歩く あるく lumakad 88 表面 ひょうめん surface
33 走る はしる tumakbo
34 音の速さ おとのはやさ bilis ng tunog
35 省く はぶく laktawan
36 関係 かんけい kaugnayan/relasyon
37 同じ数 おなじかず parehong bilang
38 同じ式 おなじしき parehong formula
39 てんびん てんびん timbangan
40 変形 へんけい pagbabagong anyo
41 枚数 まいすう bilang ng piraso
42 年齢 ねんれい edad
43 行き いき pagpunta/pag-alis
44 帰り かえり pag-uwi
45 ともなって変わる ともなってかわる magbago depende sa
46 水槽 すいそう tangke ng tubig
47 座席 ざせき upuan
48 番号 ばんごう bilang
49 右上がり みぎあがり pakanang pataas
50 右下がり みぎさがり pakaliwang pababa
51 増加する ぞうかする dumami
52 減少する げんしょうする kumaunti
53 対応する たいおうする mag-ugnay

54 限りなくのびる かぎりなくのびる
tumubo na walang
limitasyon

55 自転車 じてんしゃ bisikleta
56 自動車 じどうしゃ kotse

比
例

正
負
の
数

比
例

平
面
の
図
形

空
間
図
形

文
字
の
式

方
程
式
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単語・表現 よみかた フィリピノ語 単語・表現 よみかた フィリピノ語
1 数あて（ゲーム） かずあて（げいむ） hulaan ng bilang (laro) 道 みち kalsada/daan
2 カレンダー かれんだあ kalendaryo 並びかえる ならびかえる muling ipahilera

3
両方とも成り立た
つ

りょうほうともなりたつ nabubuo ang pareho 平方
根

（エラトステネスの）篩 （えらとすてねすの）ふるい salaan (ni Eratostenes)

4 人数 にんずう bilang ng tao ひも ひも tali

5 本数 ほんすう
bilang ng bagay na
manipis at pahaba 箱 はこ kahon

6 個数 こすう bilang ng bagay 樋 とい alulod
7 適当な方法で てきとうなほうほうで sa nararapat na paraan 斜面 しゃめん slope
8 変化 へんか pagbabago ボール ぼうる bola
9 変化の様子 へんかのようす kalagayan ng pagbabago 通過する つうかする lumampas

10
χが１ずつ増加す
ると

えっくすがいちずつぞう
かすると

kung dumagdag ang X
na paisa-isa 列車 れっしゃ tren

11 増加量 ぞうかりょう ang dami/laki ng dagdag ブレーキ ぶれいき brake

12 平行に移動 へいうこうにいどう paralel na paglipat 制動距離 せいどうきょり stopping distance

13 勾配 こうばい tarik 落下 らっか pagbagsak
14 追いつく おいつく maabutan 振り子 ふりこ pendulum
15 出会う であう sumalubong 風速 ふうそく bilis ng hangin
16 実験 じっけん eksperimento/pagsubok 写真 しゃしん larawan

17
しきつめる（しきつ
め）

しきつめる（しきつめ） takpan 測量 そくりょう pagsusukat

18 補助線 ほじょせん karagdagang linya 地図 ちず mapa

19 星形（星の形）
ほしがた（ほしのかた
ち）

hugis-estrelya 鏡 かがみ salamin

20 紙に写す かみにうつす kopyahin sa papel （ノートの）罫線 （のうとの）けいせん guhit (ng notbuk)
21 ずらす ずらす iurong

22 順番にかく じゅんばんにかく
isulat sa tamang
pagkasunud-sunod

23 よりどころ よりどころ batayan
24 すじ道をたてる すじみちをたてる mangatwiran

25 長さの等しい辺 ながさのひとしいへん
panig na may parehong
haba

26 同様にして どうようにして gayon din
27 土地 とち lupa
28 境界線 きょうかいせん hangganan
29 さいころ さいころ dais
30 画鋲 がびょう thumbtack

31 出生数 しゅっせいすう
bilang ng kapanganakan
ng sanggol

32 とらんぷ とらんぷ baraha

33 絵札 えふだ
picture card/kard na
may larawan

34 王冠 おうかん korona
35 くじびき くじびき bunutan
36 袋 ふくろ supot
37 じゃんけん じゃんけん jack en poy
38 表 おもて harap
39 裏 うら likod

40 起こり得る場合 おこりうるばあい
mga kasong maaaring
mangyari

41 ６通り ろくとおり anim na kaso
42 当たりやすい あたりやすい madaling hulaan
43 選び方 えらびかた pagpili
44 並べ方 なべかた paghilera

三角
形   ・
四角
形

確
率

式 と
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用語 よみかた 韓国・朝鮮語 用語 よみかた 韓国・朝鮮語

1 値 あたい 값 58
くり上がり（くり上げ
る）

くりあがり（くりあげる） 받아올림(받아올리다)

2 余り（余る） あまり（あまる） 나머지(남다) 59 計算 けいさん 계산
3 暗算 あんざん 암산 60 係数 けいすう 계수
4 以下 いか 이하 61 結合法則 けつごうほうそく 결합법칙
5 移項 いこう 이항 62 検算 けんざん 검산
6 以上 いじょう 이상 63 原点 げんてん 원점
7 １次 いちじ 일차 64 減法 げんぽう 뺄셈(감법)
8 １次関数 いちじかんすう 일차함수 65 項 こう 항
9 １次式 いちじしき 일차식 66 交換法則 こうかんほうそく 교환법칙
10 １次の項 いちじのこう 일차항 67 合計 ごうけい 합계
11 １次方程式 いちじほうていしき 일차방정식 68 公式 こうしき 공식
12 一の位 いちのくらい 일단위 69 公倍数 こうばいすう 공배수
13 一万の位 いちまんのくらい 만단위 70 公約数 こうやくすう 공약수
14 因数 いんすう 인수 71 午後 ごご 오후
15 因数分解 いんすうぶんかい 인수분해 72 誤差 ごさ 오차
16 右辺 うへん 우변 73 午前 ごぜん 오전
17 x座標 えっくすざひょう x좌표 74 言葉の式 ことばのしき 문자식
18 x軸 えっくすじく x축 75 根号 こんごう 근호
19 xについて解く えっくすについてとく x에 대해서 풀다 76 差 さ 차
20 円グラフ えんぐらふ 원그래프 77 最小 さいしょう 최소
21 帯グラフ おびぐらふ 띠그래프 78 最小公倍数 さいしょうこうばいすう 최소공배수
22 重さ おもさ 무게 79 最小値 さいしょうち 최소값
23 およその数 およそのかず 측정값 80 最大 さいだい 최대
24 折れ線グラフ おれせんぐらふ 꺾은선그래프 81 最大公約数 さいだいこうやくすう 최대공약수
25 解 かい 해 82 最大値 さいだいち 최대값
26 階級 かいきゅう 계급 83 最頻値（モード） さいひんち（もうど） 대표값(모드)
27 階級値 かいきゅうち 계급값 84 座標 ざひょう 좌표
28 階級の幅 かいきゅうのはば 계급의 크기 85 座標軸 ざひょうじく 좌표축
29 外項 がいこう 외항 86 座標平面 ざひょうへいめん 좌표평면
30 概数 がいすう 근사값 87 左辺 さへん 왼쪽변(좌변)
31 確率 かくりつ 확률 88 ３乗 さんじょう 3승(세제곱)

32 かけ算 かけざん 곱셈 89 ２／３（３分の２） さんぶんのに 3분의 2

33 かけられる数 かけられるかず 곱해지는 수(피승수) 90 時 じ 시
34 かける数 かけるかず 곱하는 수(승수) 91 時間 じかん 시간
35 加減法 かげんほう 가감법 92 式 しき 식
36 傾き かたむき 방향 93 式の値 しきのあたい 식의 값
37 （　） かっこ 괄호 94 式を展開する しきをてんかいする 식을 전개하다
38 仮分数 かぶんすう 가분수 95 時刻 じこく 시각
39 加法 かほう 덧셈, 더하기 96 四捨五入 ししゃごにゅう 사사오입
40 仮平均 かりへいきん 가평균 97 指数 しすう 지수
41 関数 かんすう 함수 98 次数 じすう 차수
42 奇数 きすう 홀수 99 自然数 しぜんすう 자연수
43 逆算 ぎゃくさん 역산 100 四則 しそく 사칙
44 逆数 ぎゃくすう 역수 101 時速 じそく 시속
45 既約分数 きやくぶんすう 기약분수 102 集合 しゅうごう 집합
46 共通因数 きょうつういんすう 공통인수 103 十の位 じゅうのくらい 십자리

47 切り上げ きりあげ 올림 104 1/10の位
じゅうぶんのいちのくら
い 10분의 1자리

48 切り捨て きりすて 버림 105 樹形図 じゅけいず 수형도
49 近似 きんじ 근사 106 十進法 じゅっしんほう 십진법
50 近似値 きんじち 근사값 107 循環小数 じゅんかんしょうすう 순환소수
51 偶数 ぐうすう 짝수 108 順列 じゅんれつ 순열
52 九九 くく 구구단 109 商 しょう 몫
53 組合わせ くみあわせ 조합 110 消去する しょうきょする 소거하다
54 位 くらい 자리 111 小数 しょうすう 소수
55 位取り くらいどり 수의 단위 112 小数第一位 しょうすうだいいちい 소수첫째자리
56 グラフ ぐらふ 그래프 113 小数第三位 しょうすうだいさんい 소수셋째자리

57
くり下がり（くり下が
る）

くりさがり（くりさがる）
받아내림, 풀어내림(받
아내리다, 풀어내리다)

114 小数第二位 しょうすうだいにい 소수둘째자리

数量・関数領域（五十音順）
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用語 よみかた 韓国・朝鮮語 用語 よみかた 韓国・朝鮮語
115 小数点 しょうすうてん 소수점 172 度数分布多角形 どすうぶんぷたかくけい 도수분포다각형
116 乗法 じょうほう 곱셈(승법) 173 度数分布表 どすうぶんぷひょう 도수분포표
117 除法 じょほう 나눗셈(제법) 174 内項 ないこう 내항
118 人口密度 じんこうみつど 인구밀도 175 何時 なんじ 몇시
119 真分数 しんぶんすう 진분수 176 何時半 なんじはん 몇시 반
120 数 すう 수 177 ２元１次方程式

にげんいちじほうていし
き 2원1차방정식

121 数直線 すうちょくせん 수직선 178 ２次関数 にじかんすう 2차함수
122 数量 すうりょう 수량 179 ２次式 にじしき 2차식
123 整数 せいすう 정수 180 ２次方程式 にじほうていしき 2차방정식
124 正の項 せいのこう 양의 항 181 ２乗 にじょう 제곱
125 正の数 せいのすう 양수 182 ２乗に比例 にじょうにひれい 제곱에 비례
126 正の符号 せいのふごう 양의 부호 183 二進法 にしんほう 이진법
127 正の向き せいのむき 양의 방향 184 二等分 にとうぶん 이등분
128 積 せき 곱 185 場合の数 ばあいのかず 경우의 수
129 絶対値 ぜったいち 절대치 186 倍 ばい 배
130 切片 せっぺん 절편 187 倍数 ばいすう 배수
131 全数調査 ぜんすうちょうさ 전수조사 188 はかり はかり 저울
132 千の位 せんのくらい 천단위 189 速さ はやさ 빠르기

133 1/1000の位
せんぶんのいちのくら
い 1000분의 1단위 190 範囲 はんい 범위

134 素因数 そいんすう 소인수 191 反比例 はんぴれい 반비례
135 素因数分解 そいんすうぶんかい 소인수분해 192 比 ひ 비
136 相関 そうかん 상관 193 ひき算 ひきざん 빼기, 뺄셈
137 相関図 そうかんず 상관도 194 ひく数 ひくかず 빼는 수
138 相関表 そうかんひょう 상관표 195 筆算 ひっさん 필산
139 双曲線 そうきょくせん 쌍곡선 196 等しい ひとしい 같다
140 相対度数 そうたいどすう 상대도수 197 比の値 ひのあたい 비의 값

141 相対度数分布表
そうたいどすうぶんぷ
ひょう 상대도수분포표 198 比は等しい ひはひとしい 비는 같다

142 測定 そくてい 측정 199 百の位 ひゃくのくらい 백자리

143 測定値 そくていち 측정치 200 1/100の位
ひゃくぶんのいちのくら
い 100분의 1자리

144 素数 そすう 소수 201 百分率 ひゃくぶんりつ 백분율
145 そろばん そろばん 주산 202 表 ひょう 표
146 代入する だいにゅうする 대입하다 203 秒 びょう 초
147 代入法 だいにゅうほう 대입법 204 秒速 びょうそく 초속
148 代表値 だいひょうち 대표값 205 標本 ひょうほん 표본
149 帯分数 たいぶんすう 대분수 206 標本調査 ひょうほんちょうさ 표본조사
150 対応する たいおうする 대응하다 207 比例 ひれい 비례
151 多項式 たこうしき 다항식 208 比例定数 ひれいていすう 비례정수
152 たし算 たしざん 더하기, 덧셈 209 比を簡単にする ひをかんたんにする 비를 간단히 하다
153 単位 たんい 단위 210 分（割合） ぶ（わりあい） 푼(비율)

154
単位量あたりの大き
さ

たんいりょうあたりのお
おきさ 단위량의 크기 211 歩合 ぶあい 할푼리

155 単項式 たんこうしき 단항식 212 符号 ふごう 등호
156 中央値（メジアン） ちゅうおうち（めじあん） 중앙값 213 不等号 ふとうごう 부등호

157
柱状グラフ（ヒストグ
ラム）

ちゅうじょうぐらふ（ひす
とぐらむ） 막대그래프 214 不等号の向き ふとうごうのむき 부등호의 방향

158 直線の式 ちょくせんのしき 직선의 식 215 不等式 ふとうしき 부등식
159 通分 つうぶん 통분 216 負の項 ふのこう 음의 항
160 定数 ていすう 정수 217 負の数 ふのすう 음수
161 定数項 ていすうこう 정수항 218 負の符号 ふのふごう 음의 부호
162 （式を）展開する （しきを）てんかいする (식을) 전개하다 219 負の向き ふのむき 음의 방향
163 電卓 でんたく 전자계산기 220 ＋ ぷらす 플러스
164 等号 とうごう 등호 221 分（時間） ふん（じかん） 분(시간)
165 等式 とうしき 등식 222 分子 ぶんし 분자
166 等分 とうぶん 등분 223 分数 ぶんすう 분수

167 同様に確からしい どうようにたしからしい
일어날 가능성이 모두
같다

224 分速 ふんそく 분속

168 同類項 どうるいこう 동류항 225 分配法則 ぶんぱいほうそく 분배법칙
169 解く とく 풀다 226 分母 ぶんぼ 분모
170 時計 とけい 시계 227 平均 へいきん 평균
171 度数 どすう 도수 228 平方 へいほう 평방
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用語 よみかた 韓国・朝鮮語

229 平方根（aの平方根）
へいほうこん（えいのへ
いほうこん） 제곱근, 평방근

230 変域 へんいき 변역
231 変化の割合 へんかのわりあい 변화비율
232 変数 へんすう 변수
233 方眼紙 ほうがんし 방안지
234 棒グラフ ぼうぐらふ 막대그래프
235 方程式 ほうていしき 방정식
236 放物線 ほうぶつせん 포물선
237 母集団 ぼしゅうだん 모집단
238 － まいなす 마이너스
239 巻尺 まきじゃく 줄자
240 ます目（ます） ますめ（ます） 분량
241 道のり みちのり 행로
242 見積り みつもり 견적
243 未満 みまん 미만
244 無作為 むさくい 무작위
245 無理数 むりすう 무리수
246 目盛り めもり 눈금
247 文字 もじ 문자
248 文字の値 もじのあたい 문자값
249 文字の式 もじのしき 문자식
250 ものさし ものさし 자
251 約 やく 약
252 約数 やくすう 약수
253 約分 やくぶん 약분
254 有効数字 ゆうこうすうじ 유효수자
255 有理化 ゆうりか 유리화
256 有理数 ゆうりすう 유리수
257 乱数さい らんすうさい 난수주사위
258 乱数表 らんすうひょう 난수표
259 立方 りっぽう 세제곱, 입방
260 量 りょう 양
261 両辺 りょうへん 양변
262 厘（割合） りん（わりあい） 리(비율)
263 累乗 るいじょう 거듭제곱
264 累積度数 るいせきどすう 누적도수

265 累積度数分布表
るいせきどすうぶんぷ
ひょう 누적도수분포표

266 連立方程式 れんりつほうていしき 연립방정식
267 六十進法 ろくじゅっしんほう 육십진법
268 和 わ 합
269 y座標 わいざひょう y좌표
270 y軸 わいじく y축

271 yはχの関数である
わいはえっくすのかん
すうである y는 x의 함수다

272 わられる数 わられるかず 나누어지는 수, 피제수
273 割（割合） わり（わりあい） 할(비율)
274 割合 わりあい 비율

275 割りきれない わりきれない
나누어서 떨어지지 않는
다.

276 割りきれる わりきれる 나누어서 떨어진다.

277 わり算 わりざん 나누기, 나눗셈

278 わる数 わるかず 나누는 수
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用語 よみかた 韓国・朝鮮語 用語 よみかた 韓国・朝鮮語
1 位置 いち 위치 54 作図 さくず 작도

2 内のり うちのり 안치수 55 錯角 さっかく 엇각

3 鋭角 えいかく 예각 56 三角形 さんかくけい 삼각형

4 鋭角三角形 えいかくさんかくけい 예각삼각형 57 三角定規 さんかくじょうぎ 삼각자

5 χ軸について対称
えっくすじくについてた
いしょう x축에 대해서 대칭 58 三角すい さんかくすい 삼각뿔

6 円 えん 원 59 三角柱 さんかくちゅう 삼각기둥

7 円周 えんしゅう 원주 60 三平方の定理 さんへいほうのていり 피타고라스의 정리

8 円周角 えんしゅうかく 원주각 61 四角形 しかくけい 사각형

9 円周率 えんしゅうりつ 원주율 62 四角すい しかくすい 사각뿔

10 円すい えんすい 원뿔 63 四角柱 しかくちゅう 사각기둥

11 円柱 えんちゅう 원기둥 64 軸 じく 축

12 延長線 えんちょうせん 연장선 65 実測 じっそく 실측

13 おうぎ形 おうぎがた 부채꼴 66 四面体 しめんたい 사면체

14 外角 がいかく 외각 67 斜辺 しゃへん 빗변

15 外角の和 がいかくのわ 외각의 합 68 周 しゅう 둘레(주)

16 外心 がいしん 외심 69 重心 じゅうしん 중심

17 外接円 がいせつえん 외접원 70 縮小 しゅくしょう 축소

18 外接四角形 がいせつしかくけい 외접사각형 71 縮図 しゅくず 축도

19 外接する がいせつする 외접하다 72 定規 じょうぎ 자

20 回転 かいてん 회전 73 条件 じょうけん 조건

21 回転移動 かいてんいどう 회전이동 74 （台形の）上底
（だいけいの）じょうて
い (사다리꼴의) 윗변

22 回転体 かいてんたい 회전체 75 証明 しょうめい 증명

23 回転の軸 かいてんのじく 회전축 76 垂心 すいしん 수심

24 回転の中心 かいてんのちゅうしん 회전중심 77 垂線 すいせん 수선

25 角 かく 각 78 垂直 すいちょく 수직

26 角すい かくすい 각뿔 79 垂直二等分線
すいちょくにとうぶんせ
ん 수직이등분선

27 拡大 かくだい 확대 80 水平 すいへい 수평

28 拡大図 かくだいず 확대도 81 図形 ずけい 도형

29 角柱 かくちゅう 각기둥 82 正三角形 せいさんかくけい 정삼각형

30 角度 かくど 각도 83 正三角柱 せいさんかくちゅう 정삼각기둥

31 角の大きさ かくのおおきさ 각의 크기 84 正四角柱 せいしかくちゅう 정사각기둥

32 かさ かさ 부피 85 正四面体 せいしめんたい 정사면체

33 形 かたち 형 86 正十二面体 せいじゅうにめんたい 정십이면체

34 （台形の）下底 （だいけいの）かてい (사다리꼴의) 아랫변 87 正多角形 せいたかくけい 정다각형

35 仮定 かてい 가정 88 正多面体 せいためんたい 정다면체

36 逆 ぎゃく 역 89 正二十面体 せいにじゅうめんたい 정이십면체

37 球 きゅう 구 90 正八面体 せいはちめんたい 정팔면체

38 共通接線 きょうつうせっせん 공통접선 91 正方形 せいほうけい 정사각형(정방형)

39 曲線 きょくせん 곡선 92 正六面体 せいろくめんたい 정육면체

40 曲面 きょくめん 곡면 93 接する せっする 접하다

41 距離 きょり 거리 94 接線 せっせん 접선

42 空間図形 くうかんずけい 공간도형 95 接点 せってん 접점

43 結論 けつろん 결론 96 線対称 せんたいしょう 선대칭

44 弦 げん 현 97 線対称な図形
せんたいしょうなずけ
い 선대칭도형

45 弧 こ 호 98 線分 せんぶん 선분

46 交点 こうてん 교점 99 相似 そうじ 닮음

47 合同 ごうどう 합동 100 相似条件 そうじじょうけん 닮음조건

48 合同条件 ごうどうじょうけん 합동조건 101 相似の位置 そうじのいち 닮음의 위치

49 五角形 ごかくけい 오각형 102 相似の中心 そうじのちゅうしん 닮음의 중심

50 五角すい ごかくすい 오각뿔 103 相似比 そうじひ 닮음비

51 五角柱 ごかくちゅう 오각기둥 104 側面 そくめん 측면

52 五面体 ごめんたい 오면체 105 側面図 そくめんず 측면도

53 コンパス こんぱす 콤파스 106 側面積 そくめんせき 측면적

図形領域（五十音順）
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用語 よみかた 韓国・朝鮮語 用語 よみかた 韓国・朝鮮語
107 対応する角 たいおうするかく 대응하는 각 162 二等分線 にとうぶんせん 이등분선

108 対応する頂点 たいおうするちょうてん 대응하는 꼭지점 163 二等辺三角形 にとうへんさんかくけい 이등변삼각형

109 対応する点 たいおうするてん 대응하는 점 164 ねじれの位置 ねじれのいち 꼬인위치

110 対応する辺 たいおうするへん 대응하는 변 165 π（パイ） ぱい 파이

111 対角 たいかく 대각 166 半径 はんけい 반지름(반경)

112 対角線 たいかくせん 대각선 167 半直線 はんちょくせん 반직선

113 台形 だいけい 사다리꼴 168 ひし形 ひしがた 마름모꼴

114 対称 たいしょう 대칭 169 表面積 ひょうめんせき 표면적

115 対称移動 たいしょういどう 대칭이동 170 分度器 ぶんどき 각도기(분도기)

116 対称軸 たいしょうじく 대칭축 171 平面図 へいめんず 평면도

117 対称の中心 たいしょうのちゅうしん 대칭의 중심 172 平行 へいこう 평행

118 体積 たいせき 체적 173 平行移動 へいこういどう 평행이동

119 対頂角 たいちょうかく 맞꼭지각 174 平行四辺形 へいこうしへんけい 평행사변형

120 対辺 たいへん 대변 175 平行線 へいこうせん 평행선

121 多角形 たかくけい 다각형 176 平面 へいめん 평면

122 高さ たかさ 높이 177 辺 へん 변

123 縦 たて 세로 178 傍心 ぼうしん 방심

124 多面体 ためんたい 다면체 179 傍接円 ぼうせつえん 방접원

125 中心 ちゅうしん 중심 180 母線 ぼせん 모선

126 中心角 ちゅうしんかく 중심각 181 交わる まじわる 교차하다

127 中線 ちゅうせん 중선 182 見取図 みとりず 겨냥도

128 中点 ちゅうてん 중점 183 面 めん 면

129 中点連結定理
ちゅうてんれんけつて
いり 중점연결정리 184 面積 めんせき 면적

130 頂角 ちょうかく 꼭지각 185 面対称 めんたいしょう 면대칭

131 頂点 ちょうてん 꼭지점 186 容積 ようせき 용적

132 長方形 ちょうほうけい 직사각형, 장방형 187 横 よこ 가로

133 直線 ちょくせん 직선 188 立体 りったい 입체

134 直方体 ちょくほうたい 직육면체 189 立方体 りっぽうたい 정육면체, 입방체

135 直角 ちょっかく 직각 190 立面図 りつめんず 입면도

136 直角三角形 ちょっかくさんかくけい 직각삼각형 191 六角形 ろくかくけい 육각형

137
直角二等辺三角
形

ちょっかくにとうへんさ
んかくけい 직각이등변삼각형 192 ｙ軸について対称

わいじくについてたい
しょう y축에 대해서 대칭

138 直径 ちょっけい 지름(직경)

139 つくる角（なす角） つくるかく（なすかく） 만드는 각, 이루는 각

140 底角 ていかく 밑각

141 定義 ていぎ 정의

142 底辺 ていへん 밑변

143 底面 ていめん 밑면

144 底面積 ていめんせき 밑면적

145 定理 ていり 정리

146 展開図 てんかいず 전개도

147 点対称 てんたいしょう 점대칭

148 点対称な図形
てんたいしょうなずけ
い 점대칭도형

149 度 ど 도

150 同位角 どういかく 동위각

151 投影図 とうえいず 투영도

152 同側内角 どうそくないかく 동측내각

153 鈍角 どんかく 둔각

154 鈍角三角形 どんかくさんかくけい 둔각삼각형

155 内角 ないかく 내각

156 内角の和 ないかくのわ 내각의 합

157 内心 ないしん 내심

158 内接円 ないせつえん 내접원

159 内接四角形 ないせつしかくけい 내접사각형

160 内接する ないせつする 내접하다

161 長さ ながさ 길이
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教科書・授業の表現
（１）説明で使う論理表現など（５０音順） （２）金銭に関する表現

表現 よみかた 韓国・朝鮮語 表現 よみかた 韓国・朝鮮語
1 ある数 あるすう 어떤 수 1 金額 きんがく 금액

2 いずれかの いずれかの 어느쪽의 2 代金 だいきん 대금

3 一部分を いちぶぶんを 일부분을 3 原価 げんか 원가

4 一緒にする いっしょにする 같이 하다 4 定価 ていか 정가

5 一致する いっちする 일치하다 5 料金 りょうきん 요금

6 一定な（一定の） いっていな（いっていの） 일정한 6 値段（価格、売値） ねだん（かかく、うりね） 값(가격, 파는 값)

7 いつでも いつでも 언제나 7 利益（儲け） りえき（もうけ） 이익(수익)

8 いろいろな いろいろな 여러가지 8 損失（損） そんしつ（そん） 손실(손해)

9 AならばB えいならばびい A라면  B 9 値上げ ねあげ 가격인상

10
AはBの特別なもの
である

えいはびいのとくべつなもので
ある A는  B의 특별한 것이다 10 値下げ ねさげ 가격인하

11 χの値が２のとき〜
えっくすのあたいが　に　のと
き x의 값이 2일 때〜 11 ３割引 さん　わりびき 3할인하

12 置きかえる おきかえる 치환하다 12 ２割り増し に　わりまし 2할 증가, 2할 할증

13 同じになる おなじになる 같아지다 13 半額 はんがく 반액

14 （垂直に）下ろす （すいちょくに）おろす (수직으로) 내리기 14 収入 しゅうにゅう 수입

15 限りなく近づく かぎりなくちがづく 한없이 가까워지다 15 支出 ししゅつ 지출

16 影をつけた部分 かげをつけたぶぶん 그림자를 넣은 부분 16 運賃 うんちん 교통요금

17 重ねる かさねる 겹치다 17 何円ですか なんえんですか 몇 엔입니까?

18 括弧をはずす かっこをはずす 괄호를 풀다 18
（値段は）いくらです
か

（ねだんは）いくらですか (값은) 얼마입니까?

19 必ず かならず 반드시 19 支払う しはらう 지불하다

20 〜から〜まで 〜から〜まで 〜에서〜까지 20 （お金を）もらう （おかねを）もらう (돈을) 받다

21 簡単にする かんたんにする 간단히 하다 21 （ものを）売る （ものを）うる (물건을) 팔다

22 くくりだす くくりだす 묶어내다 22 （ものを）買う （ものを）かう (물건을)사다

23 項にふくまれる文字 こうにふくまれるもじ 항에 포함되는 문자

24 小刻みに点をとる こきざみにてんをとる 빽빽하게 점을 찍다 （３）大小関係に関する表現
25 異なる ことなる 다르다 表現 よみかた 韓国・朝鮮語

26
除法を乗法になお
す

じょほうをじょうほうになおす 나눗셈을 곱셈으로 바꾸다 1 ３より２大きい さん　より　に　おおきい 3보다 2 크다

27 少なくても すくなくても 적어도 2 ５より６小さい ご　より　ろく　ちいさい 5보다 6 작다

28 〜ずつ増える 〜ずつふえる 〜씩 늘어나다 3 １００より大きい ひゃく　よりおおきい 100보다 크다

29 〜ずつ減る 〜ずつへる 〜씩 줄다 4 ０より小さい ぜろ　よりちいさい 0보다 작다

30 ０に近づく ぜろにちかづく 영에 접근하다 5 １０以上 じゅう　いじょう 10이상

31
全部で（合わせる
と）

ぜんぶで（あわせると） 전부(합하면) 6 １０００以下 せん　いか 1000이하

32 それぞれ それぞれ 각각 7 ４未満 よん　みまん 4미만

33 〜だけ 〜だけ 〜만 8 最大の数は３６
さいだいのすうは　さんじゅう
ろく 최대수는 36

34 正しい ただしい 옳다 9 最小の数は１ さいしょうのすうは　いち 최소수는 1

35
足りない（不足す
る）

たりない（ふそくする） 적다(부족하다) 10 範囲内 はんいない 범위내

36 違う ちがう 틀리다 11 範囲外 はんいがい 범위외

37 ちょうど ちょうど 바로

38 直線上の点 ちょくせんじょうのてん 직선상의 점

39 適切な てきせつな 적절한

40 適当な てきとうな 적당한

41 点Ａを通る てん　えい　をとおる 점A를 지나다

42 点線 てんせん 점선

43 点を通る てんをとおる 점을 지나다

44 点をとる てんをとる 점을 찍다(잡다)

45 〜とは限らない 〜とはかぎらない 〜라고 할수 만은 없다

46
〜とみなす（〜とみ
る）

〜とみなす（〜とみる） 〜로 간주하다( 〜로 보다)

47 どれも どれも 어느것도

48 どんな（点でも） どんな（てんでも） 어떤(점에서도)

49 波線 なみせん 물결선

50 成り立つ なりたつ 성립하다

51 １組の ひとくみの 한 묶음의, 한 쌍의

52 間違い まちがい 틀림

53 文字をふくむ項 もじをふくむこう 문자를 포함하는 항

54 よみとる よみとる 이해하다

55 例のように れいのように 예와 같이

56 連続する整数 れんぞくするせいすう 연속하는 정수

57 分ける わける 나누다

58 〜を使って 〜をつかって 〜을(를) 사용하여
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記号・数
記号 よみかた 韓国・朝鮮語

1 ＋ たす 더하기

2 ＝ は（いこおる） 는

3 ー ひく 빼기

4 × かける 곱하기

5 ÷ わる 나누기

6 % ぱあせんと 퍼센트

7 ２：３（２対３） に　たい　さん 이대 삼

8 1（一） いち 일

9 2（二） にい 이

10 3（三） さん 삼

11 4（四） し 사

12 5（五） ご 오

13 6（六） ろく 육

14 7（七） なな（しち） 칠

15 8（八） はち 팔

16 9（九） きゅう 구

17 10（十） じゅう 십

18 11(十一） じゅういち 십일

19 12（十二） じゅうに 십이

20 13（十三） じゅうさん 십삼

21 14（十四） じゅうし 십사

22 15（十五） じゅうご 십오

23 16（十六） じゅうろく 십육

24 17（十七） じゅうしち 십칠

25 18（十八） じゅうはち 십팔

26 19（十九） じゅうく 십구

27 20（二十） にじゅう 이십

28 50（五十） ごじゅう 오십

29 100（百） ひゃく 백

30 1000（千） せん 천

31 10000（一万） いちまん 만

32 100000（十万） じゅうまん 십만

33 100000000（一億） いちおく 일억

34 1000000000000（一兆） いっちょう 일조

35 -1 まいなすいち 마이너스 일

36 ３０° さんじゅうど 삽십도

37 ４５° よんじゅうごど 사십오도

38 ６０° ろくじゅうど 육십도

39 ９０° きゅうじゅうど 구십도

40 １８０° ひゃくはちじゅうど 백팔십도

41 ３６０° さんびゃくろくじゅうど 삼백육십도

42 １＜３ いち　しょうなり　さん 일은 삼보다 작다

43 ２>−１ に　だいなり　まいなすいち 이는 마이너스 일보다 크다

44 χ≦２ えっくす　しょうなりいこおる　に x는 2보다 작거나 같다

45 ｙ≧５ わい　だいなりいこおる　ご y는 5보다 크거나 같다

46 ⌒AB（弧AB） こ　えいびぃ 호 AB

47 AB//CD（平行） えいびい　へいこう　しぃでい AB와 CD는 평행이다

48 ∠A（角） かく　えい 각 A

49 AB⊥CD（垂直） えいびい　すいちょく　しぃでい AB와 CD는 수직이다

50 △ABC（三角形） さんかくけい　えいびぃしい 삼각형 ABC

51 △ABC≡△DEF（合同）
さんかくけいえいびいしい　ごうどう　さんかくけ
いでぃいいえふ 삼각형 ABC와 삼각형 DEF는 합동이다

52 □ABCD（平行四辺形） へいこうしへんけい　えいびぃしいでい 평행사변형 ABCD

53 √２ るうと２ 루트 이

54 △ABC∽△DEF（相似）
さんかくけいえいびいしい　そうじ　さんかくけ
いでぃいいえふ 삼각형 ABC는 삼각형 DEF와 닮았다(닮은 꼴이다).
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各単元における「よく使われる単語・表現」
単語・表現 よみかた 韓国・朝鮮語 単語・表現 よみかた 韓国・朝鮮語

1 気温 きおん 기온 57 回転数 かいてんすう 회전수

2 最低気温 さいていきおん 최저기온 58 おもり おもり 저울추

3 最高気温 さいこうきおん 최고기온 59 出発 しゅっぱつ 출발

4 温度計 おんどけい 온도계 60 到着 とうちゃく 도착

5 基準 きじゅん 기준 61 短い みじかい 짧다

6 水深 すいしん 수심 62 長い ながい 길다

7 水位 すいい 수위 63 のばす のばす 늘리다

8 海面 かいめん 해면 64 両端 りょうたん 양끝

9 標高 ひょうこう 표고 65 結ぶ むすぶ 잇다

10 東 ひがし 동 66 なぞる なぞる 덧그리다

11 西 にし 서 67 位置関係 いちかんけい 위치관계

12 北 きた 북 68 折り紙 おりがみ 종이접기

13 南 みなみ 남 69 折り目 おりめ 접은 자리

14 時差 じさ 시차 70 折る おる 접다

15 性質 せいしつ 성질 71 ひろげる ひろげる 펼치다

16 移動 いどう 이동 72 重なる点 かさなるてん 겹치는 점

17 反対 はんたい 반대 73 ぴったり重なる ぴったりかさなる 꼭 겹치다

18 反対向き はんたいむき 반대방향 74 裏返す うらがえす 뒤집다

19 道路 どうろ 도로 75 回す まわす 돌리다

20 カード かーど 카드 76 切る きる 자르다

21 同士 どうし 〜끼리 77 最短の さいたんの 가장 짧은

22 ３分前 さんふんまえ 3분 전 78 建物 たてもの 건물

23 ５分後 ごふんご 5분 후 79 工作用紙 こうさくようし 공작용지, 마분지

24 得点 とくてん 득점 80 囲まれている かこまれている 둘러싸여 있다

25 おはじき おはじき 구슬 81 三脚 さんきゃく 삼각대

26 マッチ棒 まっちぼう 성냥개비 82 転がす ころがす 굴리다

27 並べる ならべる 배열하다 83 動かした跡 うごかしたあと 움직인 흔적

28 全体の個数 ぜんたいのこすう 전체 갯수 84 積み重ねる つみかさねる 쌓아 올리다

29 けしごむ けしごむ 지우개 85 容器 ようき 용기

30 花壇 かだん 화단 86 ３杯 さんばい 세 잔

31 針金 はりがね 바늘 87 一杯になる いっぱいになる 가득 차다

32 歩く あるく 걷다 88 表面 ひょうめん 표면

33 走る はしる 달리다

34 音の速さ おとのはやさ 소리의 속도

35 省く はぶく 생략하다

36 関係 かんけい 관계

37 同じ数 おなじかず 같은 수

38 同じ式 おなじしき 같은 식

39 てんびん てんびん 저울, 천칭

40 変形 へんけい 변형

41 枚数 まいすう 매수

42 年齢 ねんれい 연령

43 行き いき 가기

44 帰り かえり 돌아오기

45 ともなって変わる ともなってかわる 따라서 변하다

46 水槽 すいそう 수조

47 座席 ざせき 좌석

48 番号 ばんごう 번호

49 右上がり みぎあがり 우상향

50 右下がり みぎさがり 우하향

51 増加する ぞうかする 증가하다

52 減少する げんしょうする 감소하다

53 対応する たいおうする 대응하다

54 限りなくのびる かぎりなくのびる 한없이 커지다

55 自転車 じてんしゃ 자전거

56 自動車 じどうしゃ 자동차

比
例

平
面
の
図
形

空
間
図
形

文
字
の
式

方
程
式

比
例

正
負
の
数
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単語・表現 よみかた 韓国・朝鮮語 単語・表現 よみかた 韓国・朝鮮語
1 数あて（ゲーム） かずあて（げいむ） 숫자 맞추기(게임) 道 みち 길

2 カレンダー かれんだあ 달력 並びかえる ならびかえる 재배열하다

3 両方とも成り立たつ りょうほうともなりたつ 둘 다 성립한다
平
方
根

（エラトステネスの）篩
（えらとすてねすの）ふる
い （에라토스테네스）체

4 人数 にんずう 사람 수 ひも ひも 끈

5 本数 ほんすう 편수, 자루수 箱 はこ 상자

6 個数 こすう 갯수 樋 とい 물받이

7 適当な方法で てきとうなほうほうで 적당한 방법으로 斜面 しゃめん 사면

8 変化 へんか 변화 ボール ぼうる 공

9 変化の様子 へんかのようす 변화의 모습 通過する つうかする 통과하다

10 χが１ずつ増加すると
えっくすがいちずつぞうか
すると x가 하나씩 증가하면 列車 れっしゃ 열차

11 増加量 ぞうかりょう 증가량 ブレーキ ぶれいき 브레이크

12 平行に移動 へいうこうにいどう 평행하게 이동 制動距離 せいどうきょり 제동거리

13 勾配 こうばい 기울기 落下 らっか 낙하

14 追いつく おいつく 도달하다 振り子 ふりこ 진자

15 出会う であう 만나다 風速 ふうそく 풍속

16 実験 じっけん 실험 写真 しゃしん 사진

17 しきつめる（しきつめ） しきつめる（しきつめ） 꽉 채우다(꽉 채우기) 測量 そくりょう 측량

18 補助線 ほじょせん 보조선 地図 ちず 지도

19 星形（星の形） ほしがた（ほしのかたち） 별모양 鏡 かがみ 거울

20 紙に写す かみにうつす 종이에 옮기다 （ノートの）罫線 （のうとの）けいせん (공책의) 칸, 줄

21 ずらす ずらす 옮기다

22 順番にかく じゅんばんにかく 순서대로 쓰다

23 よりどころ よりどころ 근거

24 すじ道をたてる すじみちをたてる 조리를 세우다

25 長さの等しい辺 ながさのひとしいへん 길이가 똑같은 변

26 同様にして どうようにして 같은 식으로 해서

27 土地 とち 땅

28 境界線 きょうかいせん 경계선

29 さいころ さいころ 주사위

30 画鋲 がびょう 압핀

31 出生数 しゅっせいすう 출생수

32 とらんぷ とらんぷ 트럼프

33 絵札 えふだ 그림패

34 王冠 おうかん 왕관

35 くじびき くじびき 제비뽑기

36 袋 ふくろ 주머니

37 じゃんけん じゃんけん 가위바위보

38 表 おもて 겉

39 裏 うら 안

40 起こり得る場合 おこりうるばあい 일어날 경우

41 ６通り ろくとおり 여섯 가지

42 当たりやすい あたりやすい 당첨되기 쉬운

43 選び方 えらびかた 고르는 방법

44 並べ方 ならべかた 배열방식
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数量・関数領域（五十音順）
用語 よみかた ベトナム語 用語 よみかた ベトナム語

1 値 あたい giá trị 58
くり上がり（くり上
げる）

くりあがり（くりあげる）
cộng chữ số hàng thứ nhất
thêm 10, dời lên trước

2 余り（余る） あまり（あまる） số dư 59 計算 けいさん tính
3 暗算 あんざん tính nhẩm 60 係数 けいすう hệ số
4 以下 いか sau đây, dưới dây, dưới 61 結合法則 けつごうほうそく quy tắc kết hợp
5 移項 いこう chuyển vế 62 検算 けんざん chứng minh, kiểm chứng
6 以上 いじょう ở trên, trên 63 原点 げんてん gốc tọa độ, điểm gốc
7 １次 いちじ bậc nhất 64 減法 げんぽう phép trừ
8 １次関数 いちじかんすう hàm số bậc nhất 65 項 こう số hạng
9 １次式 いちじしき biểu thức bậc nhất 66 交換法則 こうかんほうそく quy tắc giao hoán
10 １次の項 いちじのこう số hạng bậc nhất 67 合計 ごうけい tổng cộng
11 １次方程式 いちじほうていしき phương trình bậc nhất 68 公式 こうしき công thức
12 一の位 いちのくらい chữ số hàng đơn vị 69 公倍数 こうばいすう  bội số chung
13 一万の位 いちまんのくらい chữ số hàng chục ngàn 70 公約数 こうやくすう ước số chung
14 因数 いんすう thừa số 71 午後 ごご buổi chiều
15 因数分解 いんすうぶんかい phân tích thừa số 72 誤差 ごさ sai số
16 右辺 うへん vế phải 73 午前 ごぜん buổi sáng
17 x座標 えっくすざひょう tọa độ x 74 言葉の式 ことばのしき biểu thức bằng chữ
18 x軸 えっくすじく trục x 75 根号 こんごう dấu căn
19 xについて解く えっくすについてとく giải theo x 76 差 さ hiệu
20 円グラフ えんぐらふ biểu đồ hình tròn 77 最小 さいしょう nhỏ nhất
21 帯グラフ おびぐらふ biểu đồ cột 78 最小公倍数 さいしょうこうばいすう  bội số chung nhỏ nhất
22 重さ おもさ khối lượng 79 最小値 さいしょうち giá trị nhỏ nhất
23 およその数 およそのかず số làm tròn 80 最大 さいだい lớn nhất
24 折れ線グラフ おれせんぐらふ biểu đồ đường gấp khúc 81 最大公約数 さいだいこうやくすう  ước số chung lớn nhất
25 解 かい nghiệm 82 最大値 さいだいち giá trị lớn nhất
26 階級 かいきゅう phân cấp (thống kê) 83 最頻値（モード） さいひんち（もうど） số có tần số cao nhất

27 階級値 かいきゅうち
giá trị trung bình của phân
cấp 84 座標 ざひょう hệ trục tọa độ

28 階級の幅 かいきゅうのはば độ rộng của phân cấp 85 座標軸 ざひょうじく trục tọa độ

29 外項 がいこう
hai số hạng ngoài của tỉ lệ
thức 86 座標平面 ざひょうへいめん mặt phẳng tọa độ

30 概数 がいすう số làm tròn 87 左辺 さへん vế trái
31 確率 かくりつ xác suất 88 ３乗 さんじょう lũy thừa ba
32 かけ算 かけざん phép nhân 89 ２／３（３分の２） さんぶんのに ba phần hai
33 かけられる数 かけられるかず số bị nhân 90 時 じ giờ
34 かける数 かけるかず số nhân 91 時間 じかん thời gian
35 加減法 かげんほう phép khử 92 式 しき biểu thức
36 傾き かたむき hệ số góc 93 式の値 しきのあたい giá trị biểu thức
37 （　） かっこ dấu ngoặc 94 式を展開する しきをてんかいする  khai triển biểu thức
38 仮分数 かぶんすう phân số lớn hơn 1 95 時刻 じこく thời điểm
39 加法 かほう phép cộng 96 四捨五入 ししゃごにゅう làm tròn
40 仮平均 かりへいきん chênh lệch bình quân 97 指数 しすう số lũy thừa
41 関数 かんすう hàm số 98 次数 じすう bậc của lũy thừa
42 奇数 きすう số lẻ 99 自然数 しぜんすう số tự nhiên

43 逆算 ぎゃくさん phép tính ngược 100 四則 しそく
4 phép tính (cộng,trừ,nhâ
n,chia)

44 逆数 ぎゃくすう số nghịch đảo 101 時速 じそく tốc độ/giờ
45 既約分数 きやくぶんすう phân số tối giản 102 集合 しゅうごう tập hợp
46 共通因数 きょうつういんすう thừa số chung 103 十の位 じゅうのくらい chữ số hàng chục

47 切り上げ きりあげ làm tròn lên 104 1/10の位
じゅうぶんのいちのくら
い

chữ số thập phân

48 切り捨て きりすて làm tròn xuống 105 樹形図 じゅけいず biểu đồ hình cây

49 近似 きんじ gần đúng 106 十進法 じゅっしんほう
hệ thập phân, hệ đếm cơ
số 10

50 近似値 きんじち giá trị gần đúng 107 循環小数 じゅんかんしょうすう
số thập phân vô hạn tuần
hoàn

51 偶数 ぐうすう số chẵn 108 順列 じゅんれつ hoán vị
52 九九 くく bảng cửu chương 109 商 しょう thương
53 組合わせ くみあわせ tổ hợp 110 消去する しょうきょする khử
54 位 くらい hàng của chữ số 111 小数 しょうすう số thập phân (nhỏ hơn 1)
55 位取り くらいどり đếm cơ số 112 小数第一位 しょうすうだいいちい phần lẻ thập phân phần 10

56 グラフ ぐらふ biểu đồ, đồ thị 113 小数第三位 しょうすうだいさんい
phần lẻ thập phân phần
1000

57
くり下がり（くり下
がる）

くりさがり（くりさがる）
mượn 10 ở chữ số hàng tr
ên 114 小数第二位 しょうすうだいにい

phần lẻ thập phân phần
100
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用語 よみかた ベトナム語 用語 よみかた ベトナム語

115 小数点 しょうすうてん dấu thập phân 172 度数分布多角形
どすうぶんぷたかくけ
い

đồ thị phân bố tần số hình
gấp khúc

116 乗法 じょうほう phép nhân 173 度数分布表 どすうぶんぷひょう biểu đồ phân bố tần số

117 除法 じょほう phép chia 174 内項 ないこう
số hạng ở giữa của tỉ lệ
thức (số hạng chéo)

118 人口密度 じんこうみつど mật độ dân số 175 何時 なんじ mấy giờ
119 真分数 しんぶんすう phân số nhỏ hơn 1 176 何時半 なんじはん mấy giờ rưỡi

120 数 すう con số 177 ２元１次方程式
にげんいちじほうてい
しき

phương trình bậc nhất hai
ẩn

121 数直線 すうちょくせん trục số 178 ２次関数 にじかんすう hàm số bậc hai
122 数量 すうりょう số lượng 179 ２次式 にじしき biểu thức bậc hai
123 整数 せいすう số nguyên 180 ２次方程式 にじほうていしき phương trình bậc hai
124 正の項 せいのこう số hạng dương 181 ２乗 にじょう lũy thừa hai
125 正の数 せいのすう số dương 182 ２乗に比例 にじょうにひれい tỉ lệ thuận với lũy thừa hai
126 正の符号 せいのふごう dấu dương, dấu cộng 183 二進法 にしんほう hệ nhị phân
127 正の向き せいのむき hướng dương 184 二等分 にとうぶん hai phần bằng nhau
128 積 せき tích 185 場合の数 ばあいのかず số trường hợp
129 絶対値 ぜったいち giá trị tuyệt đối 186 倍 ばい bội
130 切片 せっぺん tung độ gốc 187 倍数 ばいすう bội số
131 全数調査 ぜんすうちょうさ thống kê toàn thể 188 はかり はかり đo, cái cân
132 千の位 せんのくらい chữ số hàng nghìn 189 速さ はやさ vận tốc

133 1/1000の位
せんぶんのいちのくら
い

chữ số phần nghìn 190 範囲 はんい phạm vi

134 素因数 そいんすう thừa số nguyên tố 191 反比例 はんぴれい tỉ lệ nghịch

135 素因数分解 そいんすうぶんかい
phân tích thừa số nguyên
tố 192 比 ひ tỉ số

136 相関 そうかん
quan hệ tương quan (của
biến số) 193 ひき算 ひきざん phép trừ

137 相関図 そうかんず đồ thị quan hệ 194 ひく数 ひくかず số trừ

138 相関表 そうかんひょう
biểu thị quan hệ, bảng giá
trị 195 筆算 ひっさん

tính bằng cách viết ra (trái
nghĩa với: tính nhẩm)

139 双曲線 そうきょくせん đồ thị Hyperbola 196 等しい ひとしい bằng nhau
140 相対度数 そうたいどすう tần số tương đối 197 比の値 ひのあたい giá trị tỉ số

141 相対度数分布表
そうたいどすうぶんぷ
ひょう

biểu đồ phân bố tần số
tương đối 198 比は等しい ひはひとしい tỉ số bằng nhau

142 測定 そくてい đo đạc 199 百の位 ひゃくのくらい chữ số hàng trăm

143 測定値 そくていち giá trị đo đạc 200 1/100の位
ひゃくぶんのいちのくら
い

chữ số phần trăm

144 素数 そすう số nguyên tố 201 百分率 ひゃくぶんりつ phần trăm
145 そろばん そろばん bàn tính 202 表 ひょう bảng
146 代入する だいにゅうする thế vào 203 秒 びょう giây
147 代入法 だいにゅうほう phương pháp thế 204 秒速 びょうそく tốc độ giây

148 代表値 だいひょうち
giá trị trung bình
(average) 205 標本 ひょうほん mẫu

149 帯分数 たいぶんすう hỗn số 206 標本調査 ひょうほんちょうさ thống kê mẫu
150 対応する たいおうする tương ứng 207 比例 ひれい tỉ lệ thuận
151 多項式 たこうしき đa thức 208 比例定数 ひれいていすう hằng số tỉ lệ
152 たし算 たしざん phép cộng 209 比を簡単にする ひをかんたんにする rút gọn tỉ số
153 単位 たんい đơn vị 210 分（割合） ぶ（わりあい） phần (tỉ lệ)

154
単位量あたりの大
きさ

たんいりょうあたりのお
おきさ

độ lớn trên 1 đơn vị 211 歩合 ぶあい tỉ lệ

155 単項式 たんこうしき  đơn thức 212 符号 ふごう dấu
156 中央値（メジアン） ちゅうおうち（めじあん） số trung vị (median) 213 不等号 ふとうごう dấu lớn nhỏ

157
柱状グラフ（ヒスト
グラム）

ちゅうじょうぐらふ（ひ
すとぐらむ）

biểu đồ hình cột 214 不等号の向き ふとうごうのむき hướng của dấu lớn nhỏ

158 直線の式 ちょくせんのしき phương trình đường thẳng 215 不等式 ふとうしき bất đẳng thức
159 通分 つうぶん quy đồng mẫu số 216 負の項 ふのこう số hạng âm
160 定数 ていすう hằng số 217 負の数 ふのすう số âm

161 定数項 ていすうこう
số hạng không chứa biến
số 218 負の符号 ふのふごう dấu âm

162 （式を）展開する （しきを）てんかいする triển khai (biểu thức) 219 負の向き ふのむき hướng âm
163 電卓 でんたく máy tính 220 ＋ ぷらす cộng, dương
164 等号 とうごう dấu bằng 221 分（時間） ふん（じかん） phút
165 等式 とうしき đẳng thức 222 分子 ぶんし  tử số
166 等分 とうぶん chia đều 223 分数 ぶんすう phân số
167 同様に確からしい どうようにたしからしい xác suất toàn phần 224 分速 ふんそく tốc độ phút
168 同類項 どうるいこう số hàng cùng bậc 225 分配法則 ぶんぱいほうそく quy tắc phân phối
169 解く とく giải 226 分母 ぶんぼ mẫu số
170 時計 とけい đồng hồ 227 平均 へいきん bình quân,trung bình
171 度数 どすう tần số 228 平方 へいほう bình phương
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用語 よみかた ベトナム語

229
平方根（aの平方
根）

へいほうこん（えいの
へいほうこん）

căn bậc hai

230 変域 へんいき miền xác định
231 変化の割合 へんかのわりあい tỉ lệ biến đổi
232 変数 へんすう biến số
233 方眼紙 ほうがんし giấy vẽ đồ thị
234 棒グラフ ぼうぐらふ biểu đồ hình cột
235 方程式 ほうていしき phương trình
236 放物線 ほうぶつせん đường parapol
237 母集団 ぼしゅうだん không gian mẫu
238 － まいなす âm, dấu trừ
239 巻尺 まきじゃく thước dây

240 ます目（ます） ますめ（ます）
một đơn vị đo lường
(1masu=1.8039lít)

241 道のり みちのり quãng đường
242 見積り みつもり ước tính, ước lượng
243 未満 みまん xấp xỉ
244 無作為 むさくい ngẫu nhiên
245 無理数 むりすう số vô tỉ

246 目盛り めもり
vạch chia nhỏ trên các
dụng cụ đo lường, sự chia

247 文字 もじ chữ số
248 文字の値 もじのあたい giá trị chữ số
249 文字の式 もじのしき biểu thức bằng chữ số
250 ものさし ものさし thước đo
251 約 やく khoảng, xấp xỉ
252 約数 やくすう ước số
253 約分 やくぶん tối giản (phân số)
254 有効数字 ゆうこうすうじ chữ số có ý nghĩa

255 有理化 ゆうりか
hữu tỉ hóa (số hoặc biểu
thức)

256 有理数 ゆうりすう số hữu tỉ

257 乱数さい らんすうさい
gieo súc sắc để tạo số
ngẫu nhiên

258 乱数表 らんすうひょう bảng các số ngẫu nhiên
259 立方 りっぽう lập phương
260 量 りょう khối lượng
261 両辺 りょうへん hai vế, hai cạnh
262 厘（割合） りん（わりあい） tỉ lệ
263 累乗 るいじょう lũy thừa
264 累積度数 るいせきどすう tần số tích lũy

265 累積度数分布表
るいせきどすうぶんぷ
ひょう

biểu đồ phân bố tần số tí
ch lũy

266 連立方程式 れんりつほうていしき hệ phương trình
267 六十進法 ろくじゅっしんほう hệ thập lục phân
268 和 わ tổng
269 y座標 わいざひょう tọa độ y
270 y軸 わいじく trục y

271
yはχの関数であ
る

わいはえっくすのかん
すうである

y là hàm số của x

272 わられる数 わられるかず số bị chia
273 割（割合） わり（わりあい） ～chục phần trăm
274 割合 わりあい tỉ lệ
275 割りきれない わりきれない chia không hết, chia dư
276 割りきれる わりきれる chia hết
277 わり算 わりざん phép chia
278 わる数 わるかず số chia
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図形領域（五十音順）
用語 よみかた ベトナム語 用語 よみかた ベトナム語

1 位置 いち vị trí 59 三角柱 さんかくちゅう hình hộp tam giác
2 内のり うちのり chiều dài bên trong 60 三平方の定理 さんへいほうのていり định lý Pitago
3 鋭角 えいかく góc nhọn 61 四角形 しかくけい hình tứ giác
4 鋭角三角形 えいかくさんかくけい tam giác nhọn 62 四角すい しかくすい hình chóp tứ giác

5
χ軸について対
称

えっくすじくについてた
いしょう

đối xứng qua trục x 63 四角柱 しかくちゅう hình hộp tứ giác

6 円 えん đường  tròn 64 軸 じく trục
7 円周 えんしゅう chu vi đường tròn 65 実測 じっそく đo đạc thực tế
8 円周角 えんしゅうかく góc nội tiếp 66 四面体 しめんたい hình tứ diện
9 円周率 えんしゅうりつ Pi : π 67 斜辺 しゃへん cạnh huyền
10 円すい えんすい hình nón 68 周 しゅう chu vi
11 円柱 えんちゅう hình trụ 69 重心 じゅうしん trọng tâm
12 延長線 えんちょうせん đường kéo dài 70 縮小 しゅくしょう thu nhỏ
13 おうぎ形 おうぎがた hình cánh quạt 71 縮図 しゅくず hình thu nhỏ
14 外角 がいかく góc ngoài 72 定規 じょうぎ thước kẻ
15 外角の和 がいかくのわ tổng các góc ngoài 73 条件 じょうけん điều kiện

16 外心 がいしん tâm đường tròn ngoại tiếp 74 （台形の）上底
（だいけいの）じょうて
い

đáy trên, cạnh trên(của hình
thang)

17 外接円 がいせつえん đường tròn ngoại tiếp 75 証明 しょうめい chứng minh
18 外接四角形 がいせつしかくけい tứ giác ngoại tiếp 76 垂心 すいしん trực tâm
19 外接する がいせつする ngoại tiếp 77 垂線 すいせん đường vuông góc
20 回転 かいてん quay 78 垂直 すいちょく vuông góc

21 回転移動 かいてんいどう chuyển động quay 79 垂直二等分線
すいちょくにとうぶんせ
ん

đường trung trực (đường kẻ vu
ông góc xuống trung điểm)

22 回転体 かいてんたい khối quay 80 水平 すいへい đường nằm ngang
23 回転の軸 かいてんのじく trục quay 81 図形 ずけい hình
24 回転の中心 かいてんのちゅうしん tâm quay 82 正三角形 せいさんかくけい tam giác dều
25 角 かく góc 83 正三角柱 せいさんかくちゅう hình hộp tam giác đều
26 角すい かくすい hình chóp 84 正四角柱 せいしかくちゅう hình hộp tứ giác đều
27 拡大 かくだい phóng to 85 正四面体 せいしめんたい khối tứ diện đều
28 拡大図 かくだいず hình phóng to 86 正十二面体 せいじゅうにめんたい khối thập nhị diện đều
29 角柱 かくちゅう hình hộp, hình trụ đáy vuông 87 正多角形 せいたかくけい hình đa giác đều
30 角度 かくど góc độ 88 正多面体 せいためんたい khối đa giác đều
31 角の大きさ かくのおおきさ độ lớn của góc 89 正二十面体 せいにじゅうめんたい khối nhị thập diện đều
32 かさ かさ thể tích 90 正八面体 せいはちめんたい khối bát diện đều
33 形 かたち hình dạng, hình 91 正方形 せいほうけい hình vuông

34 （台形の）下底 （だいけいの）かてい
cạnh dưới, đáy dưới (của hình
thang) 92 正六面体 せいろくめんたい khối lục diện đều

35 仮定 かてい giả sử 93 接する せっする tiếp xúc
36 逆 ぎゃく ngược 94 接線 せっせん tiếp  tuyến
37 球 きゅう hình cầu 95 接点 せってん tiếp điểm
38 共通接線 きょうつうせっせん tiếp tuyến chung 96 線対称 せんたいしょう đối xứng qua một đường thẳng

39 曲線 きょくせん đường cong 97 線対称な図形
せんたいしょうなずけ
い

hình đối xứng qua đường
thẳng, đối xứng trục

40 曲面 きょくめん mặt cong 98 線分 せんぶん đoạn thẳng
41 距離 きょり cự li 99 相似 そうじ đồng dạng
42 空間図形 くうかんずけい hình không gian 100 相似条件 そうじじょうけん điều kiện đồng dạng
43 結論 けつろん kết luận 101 相似の位置 そうじのいち vị trí đồng dạng
44 弦 げん dây cung 102 相似の中心 そうじのちゅうしん tâm đồng dạng
45 弧 こ cung 103 相似比 そうじひ tỉ lệ đồng dạng
46 交点 こうてん giao điểm 104 側面 そくめん mặt bên

47 合同 ごうどう trùng nhau 105 側面図 そくめんず
hình mặt bên, hình chiếu lên
mặt bên

48 合同条件 ごうどうじょうけん điều kiện trùng nhau 106 側面積 そくめんせき diện tích mặt bên
49 五角形 ごかくけい hình ngũ giác 107 対応する角 たいおうするかく góc tương ứng
50 五角すい ごかくすい hình chóp ngũ giác 108 対応する頂点 たいおうするちょうてん đỉnh tương ứng
51 五角柱 ごかくちゅう hình hộp ngũ giác 109 対応する点 たいおうするてん điểm tương ứng
52 五面体 ごめんたい khối ngũ diện 110 対応する辺 たいおうするへん cạnh tương ứng
53 コンパス こんぱす com-pa 111 対角 たいかく góc đối
54 作図 さくず vẽ hình 112 対角線 たいかくせん đường chéo
55 錯角 さっかく góc so le 113 台形 だいけい hình thang
56 三角形 さんかくけい hình tam giác 114 対称 たいしょう đối xứng
57 三角定規 さんかくじょうぎ thước tam giác, êke 115 対称移動 たいしょういどう chuyển động đối xứng
58 三角すい さんかくすい hình chóp tam giác 116 対称軸 たいしょうじく trục đối xứng
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用語 よみかた ベトナム語 用語 よみかた ベトナム語

117 対称の中心 たいしょうのちゅうしん tâm đối xứng 171 平面図 へいめんず
hình mặt ngang, hình chiếu vu
ông góc lên mặt đáy

118 体積 たいせき thể tích 172 平行 へいこう song song
119 対頂角 たいちょうかく góc đối 173 平行移動 へいこういどう chuyển động tịnh tiến
120 対辺 たいへん cạnh đối 174 平行四辺形 へいこうしへんけい hình bình hành
121 多角形 たかくけい hình đa giác 175 平行線 へいこうせん đường thẳng song song
122 高さ たかさ chiều cao, độ cao 176 平面 へいめん mặt phẳng
123 縦 たて đứng, dọc, chiều dài, chiều dọc 177 辺 へん cạnh
124 多面体 ためんたい khối đa diện 178 傍心 ぼうしん bàng tâm
125 中心 ちゅうしん trung tâm 179 傍接円 ぼうせつえん đường tròn bàng tâm
126 中心角 ちゅうしんかく góc ở tâm 180 母線 ぼせん đường xiên
127 中線 ちゅうせん trung tuyến 181 交わる まじわる giao nhau, cắt nhau
128 中点 ちゅうてん trung điểm 182 見取図 みとりず lược đồ, sơ đồ

129 中点連結定理
ちゅうてんれんけつて
いり

định lý nối trung điểm 183 面 めん mặt

130 頂角 ちょうかく
góc đỉnh (góc đối diện với
cạnh đáy) 184 面積 めんせき diện tích

131 頂点 ちょうてん đỉnh 185 面対称 めんたいしょう đối xứng qua mặt phẳng
132 長方形 ちょうほうけい hình chữ nhật 186 容積 ようせき dung tích
133 直線 ちょくせん đường thẳng 187 横 よこ

ngang, chiều ngang, chiều
rộng

134 直方体 ちょくほうたい hình hộp chữ nhật 188 立体 りったい hình khối ba chiều
135 直角 ちょっかく góc vuông 189 立方体 りっぽうたい hình lập phương

136 直角三角形 ちょっかくさんかくけい tam giác vuông 190 立面図 りつめんず
hình mặt đứng, hình chiếu vuô
ng góc lên mặt sau

137
直角二等辺三角
形

ちょっかくにとうへんさ
んかくけい

tam giác vuông cân 191 六角形 ろくかくけい hình lục giác

138 直径 ちょっけい đường kính 192 ｙ軸について対称
わいじくについてたい
しょう

đối xứng qua trục y

139 つくる角（なす角） つくるかく（なすかく） góc tạo thành
140 底角 ていかく góc đáy
141 定義 ていぎ định nghĩa
142 底辺 ていへん cạnh đáy
143 底面 ていめん mặt đáy
144 底面積 ていめんせき diện tích mặt đáy
145 定理 ていり định lí
146 展開図 てんかいず hình triển khai
147 点対称 てんたいしょう  đối xứng tâm

148 点対称な図形
てんたいしょうなずけ
い

hình đối xứng tâm

149 度 ど độ
150 同位角 どういかく góc đồng vị
151 投影図 とうえいず hình chiếu
152 同側内角 どうそくないかく góc trong cùng phía
153 鈍角 どんかく góc tù
154 鈍角三角形 どんかくさんかくけい tam giác tù
155 内角 ないかく góc trong
156 内角の和 ないかくのわ tổng góc trong
157 内心 ないしん nội tâm
158 内接円 ないせつえん đường tròn nội tiếp
159 内接四角形 ないせつしかくけい tứ giác nội tiếp
160 内接する ないせつする nội tiếp
161 長さ ながさ chiều dài, độ dài
162 二等分線 にとうぶんせん đường trung tuyến
163 二等辺三角形 にとうへんさんかくけい tam giác cân
164 ねじれの位置 ねじれのいち vị trí chéo nhau
165 π（パイ） ぱい Pi : π
166 半径 はんけい bán kính
167 半直線 はんちょくせん tia
168 ひし形 ひしがた hình thoi
169 表面積 ひょうめんせき diện tích bề mặt
170 分度器 ぶんどき thước đo độ
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教科書・授業の表現
（１）説明で使う論理表現など（５０音順） （２）金銭に関する表現

表現 よみかた ベトナム語 表現 よみかた ベトナム語
1 ある数 あるすう một số nào đó 1 金額 きんがく số tiền, thành tiền
2 いずれかの いずれかの một trong những～ 2 代金 だいきん tiền mặt ( chi trả khi mua đồ)
3 一部分を いちぶぶんを một phần 3 原価 げんか giá gốc
4 一緒にする いっしょにする làm cùng nhau, hợp lại thành một 4 定価 ていか giá cố định
5 一致する いっちする trùng khớp với 5 料金 りょうきん cước phí
6 一定な（一定の） いっていな（いっていの） nhất định 6 値段（価格、売値） ねだん（かかく、うりね） giá (giá bán)
7 いつでも いつでも mọi lúc 7 利益（儲け） りえき（もうけ） lợi ích (lợi nhuận)
8 いろいろな いろいろな nhiều 8 損失（損） そんしつ（そん） tổn thất (thua lỗ)
9 AならばB えいならばびい Nếu A thì B 9 値上げ ねあげ tăng giá

10
AはBの特別なもの
である

えいはびいのとくべつなもの
である

A là cái đặc biệt của B. 10 値下げ ねさげ giảm giá

11 χの値が２のとき〜
えっくすのあたいが　に　のと
き

khi giá trị x bằng hai 11 ３割引 さん　わりびき giảm ba mươi phần trăm

12 置きかえる おきかえる hoán đổi 12 ２割り増し に　わりまし tăng hai mươi phần trăm
13 同じになる おなじになる trở thành giống nhau 13 半額 はんがく giảm một nửa giá
14 （垂直に）下ろす （すいちょくに）おろす kẻ xuống (vuông góc) 14 収入 しゅうにゅう thu nhập
15 限りなく近づく かぎりなくちがづく tiến đến gần sát 15 支出 ししゅつ chi tiêu
16 影をつけた部分 かげをつけたぶぶん phần được tô màu đen 16 運賃 うんちん tiền vận chuyển
17 重ねる かさねる chồng lên 17 何円ですか なんえんですか mấy yên? Bao nhiêu tiền?

18 括弧をはずす かっこをはずす bỏ dấu ngoặc, mở ngoặc 18
（値段は）いくらです
か

（ねだんは）いくらですか giá bao nhiêu? Bao  nhiêu tiền?

19 必ず かならず chắc chắn 19 支払う しはらう chi trả
20 〜から〜まで 〜から〜まで từ ～ đến 　～ 20 （お金を）もらう （おかねを）もらう nhận (tiền)
21 簡単にする かんたんにする rút gọn 21 （ものを）売る （ものを）うる bán (đồ gì đó)

22 くくりだす くくりだす
đưa ra trước dấu ngoặc (đặt nhân tử
chung) 22 （ものを）買う （ものを）かう mua (đồ gì đó)

23 項にふくまれる文字 こうにふくまれるもじ tham số

24 小刻みに点をとる こきざみにてんをとる lấy điểm liên tục （３）大小関係に関する表現
25 異なる ことなる khác nhau 表現 よみかた ベトナム語

26
除法を乗法になお
す

じょほうをじょうほうになおす đổi phép chia thành phép nhân 1 ３より２大きい さん　より　に　おおきい lớn hơn ba hai đơn vị

27 少なくても すくなくても  ít nhất cũng～ 2 ５より６小さい ご　より　ろく　ちいさい nhỏ hơn năm sáu đơn vị

28 〜ずつ増える 〜ずつふえる tăng từng ～ 3 １００より大きい ひゃく　よりおおきい
lớn hơn một trăm (không bao gồm
100)

29 〜ずつ減る 〜ずつへる giảm từng ～ 4 ０より小さい ぜろ　よりちいさい nhỏ hơn không (không bao gồm 0)

30 ０に近づく ぜろにちかづく gần đến không 5 １０以上 じゅう　いじょう
trên mười (từ mười trở lên:bao gồm
10)

31
全部で（合わせる
と）

ぜんぶで（あわせると） (cộng) tất cả lại 6 １０００以下 せん　いか
dưới một nghìn( từ một nghìn trở
xuống:bao gồm 1000)

32 それぞれ それぞれ từng, mỗi (cái) 7 ４未満 よん　みまん
trong vòng bốn, cho đến bốn (khô
ng kể 4)

33 〜だけ 〜だけ chỉ　～ 8 最大の数は３６
さいだいのすうは　さんじゅう
ろく

số lớn nhất là ba mươi sáu

34 正しい ただしい đúng 9 最小の数は１ さいしょうのすうは　いち số nhỏ nhất là một

35
足りない（不足す
る）

たりない（ふそくする） thiếu, không đủ 10 範囲内 はんいない trong phạm vi

36 違う ちがう sai 11 範囲外 はんいがい ngoài phạm vi
37 ちょうど ちょうど vừa đúng
38 直線上の点 ちょくせんじょうのてん điểm trên đường thẳng
39 適切な てきせつな thích ứng
40 適当な てきとうな thích hợp
41 点Ａを通る てん　えい　をとおる đi qua điểm A
42 点線 てんせん đường chấm chấm
43 点を通る てんをとおる đi qua điểm
44 点をとる てんをとる chọn điểm

45 〜とは限らない 〜とはかぎらない
không chắc chắn là～, không hẳn l
à～

46
〜とみなす（〜とみ
る）

〜とみなす（〜とみる） xem như ～

47 どれも どれも bất cứ, với mọi
48 どんな（点でも） どんな（てんでも） bất cứ (điểm nào),với mọi
49 波線 なみせん đường gợn sóng
50 成り立つ なりたつ thành lập, (được) tạo thành
51 １組の ひとくみの một đôi, một cặp
52 間違い まちがい sai, lỗi
53 文字をふくむ項 もじをふくむこう số hạng có chứa chữ
54 よみとる よみとる đọc (giá trị trên biểu đồ)
55 例のように れいのように giống như ví dụ
56 連続する整数 れんぞくするせいすう số nguyên liên tục
57 分ける わける  chia
58 〜を使って 〜をつかって sử dụng～
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記号・数
記号 よみかた ベトナム語

1 ＋ たす cộng
2 ＝ は（いこおる） bằng
3 ー ひく trừ
4 × かける nhân
5 ÷ わる chia
6 % ぱあせんと phần trăm
7 ２：３（２対３） に　たい　さん tỉ số 2: 3
8 1（一） いち một
9 2（二） にい hai
10 3（三） さん ba
11 4（四） し bốn
12 5（五） ご năm
13 6（六） ろく sáu
14 7（七） なな（しち） bảy
15 8（八） はち tám
16 9（九） きゅう chín
17 10（十） じゅう mười
18 11(十一） じゅういち mười một
19 12（十二） じゅうに mười hai
20 13（十三） じゅうさん mười ba
21 14（十四） じゅうし mười bốn
22 15（十五） じゅうご mười lăm
23 16（十六） じゅうろく mười sáu
24 17（十七） じゅうしち mười bảy
25 18（十八） じゅうはち mười tám
26 19（十九） じゅうく mười chín
27 20（二十） にじゅう hai mươi
28 50（五十） ごじゅう năm mươi
29 100（百） ひゃく một trăm
30 1000（千） せん một nghìn
31 10000（一万） いちまん mười nghìn
32 100000（十万） じゅうまん một trăm nghìn
33 100000000（一億） いちおく một trăm triệu
34 1000000000000（一兆） いっちょう một nghìn tỉ
35 -1 まいなすいち trừ một,âm một
36 ３０° さんじゅうど ba mươi độ
37 ４５° よんじゅうごど bốn lăm độ
38 ６０° ろくじゅうど sáu mươi độ
39 ９０° きゅうじゅうど chín mươi độ
40 １８０° ひゃくはちじゅうど một trăm tám mươi độ
41 ３６０° さんびゃくろくじゅうど ba trăm sáu mươi độ
42 １＜３ いち　しょうなり さん một nhỏ hơn ba
43 ２>−１ に　だいなり　まいなすいち hai lớn hơn âm một
44 χ≦２ えっくす　しょうなりいこおる に x nhỏ hơn hoặc bằng hai
45 ｙ≧５ わい　だいなりいこおる ご y lớn hơn hoặc bằng năm
46 ⌒AB（弧AB） こ　えいびぃ cung AB
47 AB//CD（平行） えいびい　へいこう しぃでい AB song song với CD
48 ∠A（角） かく　えい góc A
49 AB⊥CD（垂直） えいびい　すいちょく しぃでい AB vuông góc với CD
50 △ABC（三角形） さんかくけい　えいびぃしい tam giác ABC

51 △ABC≡△DEF（合同）
さんかくけいえいびいしい　ごう
どう　さんかくけいでぃいいえふ

tam giác ABC bằng tam giác DEF

52 □ABCD（平行四辺形）
へいこうしへんけい　えいびぃし
いでい

hình bình hành ABCD
53 √２ るうと２ căn bậc hai của hai

54 △ABC∽△DEF（相似）
さんかくけいえいびいしい　そう
じ　さんかくけいでぃいいえふ

tam giác ABC đồng dạng với tam giac DEF
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各単元における「よく使われる単語・表現」
単語・表現 よみかた ベトナム語 単語・表現 よみかた ベトナム語

1 気温 きおん nhiệt độ 57 回転数 かいてんすう số vòng quay
2 最低気温 さいていきおん nhiệt độ thấp nhất 58 おもり おもり quả cân
3 最高気温 さいこうきおん nhiệt độ cao nhất 59 出発 しゅっぱつ xuất phát
4 温度計 おんどけい nhiệt kế 60 到着 とうちゃく đến nơi
5 基準 きじゅん tiêu chuẩn 61 短い みじかい ngắn
6 水深 すいしん độ sâu của nước 62 長い ながい dài
7 水位 すいい mực nước 63 のばす のばす kéo dài
8 海面 かいめん mặt biển 64 両端 りょうたん hai đầu
9 標高 ひょうこう độ cao so với mặt biển 65 結ぶ むすぶ nối
10 東 ひがし đông 66 なぞる なぞる vẽ (viết) đồ lên
11 西 にし tây 67 位置関係 いちかんけい quan hệ vị trí

12 北 きた bắc 68 折り紙 おりがみ
giấy gấp hình, nghệ
thuật gấp giấy

13 南 みなみ nam 69 折り目 おりめ nếp gấp
14 時差 じさ sự lệch múi giờ 70 折る おる gấp
15 性質 せいしつ tính chất 71 ひろげる ひろげる mở rộng
16 移動 いどう di chuyển, chuyển dịch 72 重なる点 かさなるてん điểm trùng nhau 
17 反対 はんたい ngược, đối lập 73 ぴったり重なる ぴったりかさなる trùng khớp nhau
18 反対向き はんたいむき ngược hướng 74 裏返す うらがえす lật mặt sau
19 道路 どうろ đường 75 回す まわす quay
20 カード かあど các, thẻ, thiếp 76 切る きる cắt
21 同士 どうし nhóm, tập thể 77 最短の さいたんの ngắn nhất
22 ３分前 さんふんまえ trước ba phút 78 建物 たてもの tòa nhà
23 ５分後 ごふんご sau năm phút 79 工作用紙 こうさくようし giấy thủ công
24 得点 とくてん số điểm đạt được 80 囲まれている かこまれている được bao bọc
25 おはじき おはじき trò chơi bắn bi, đá hoa 81 三脚 さんきゃく 3 chân
26 マッチ棒 まっちぼう que diêm 82 転がす ころがす ngã, té
27 並べる ならべる sắp xếp 83 動かした跡 うごかしたあと dấu vết di chuyển
28 全体の個数 ぜんたいのこすう số tổng cộng 84 積み重ねる つみかさねる chồng lên nhau
29 けしごむ けしごむ cục tẩy 85 容器 ようき đồ (bình…) đựng
30 花壇 かだん luống hoa 86 ３杯 さんばい ba bát, ba chén, ba ly
31 針金 はりがね cái kim 87 一杯になる いっぱいになる (trở nên) đầy
32 歩く あるく đi bộ 88 表面 ひょうめん bề mặt
33 走る はしる chạy
34 音の速さ おとのはやさ vận tốc của âm thanh
35 省く はぶく tỉnh lược, rút gọn
36 関係 かんけい quan hệ
37 同じ数 おなじかず số giống nhau
38 同じ式 おなじしき biểu thức giống nhau
39 てんびん てんびん cái cân
40 変形 へんけい thay đổi, biến hình
41 枚数 まいすう số tờ
42 年齢 ねんれい tuổi
43 行き いき đi
44 帰り かえり về

45 ともなって変わる ともなってかわる
cùng thay đổi, cùng biến
đổi

46 水槽 すいそう bể nước
47 座席 ざせき ghế ngồi
48 番号 ばんごう số
49 右上がり みぎあがり dốc lên
50 右下がり みぎさがり dốc xuống
51 増加する ぞうかする tăng
52 減少する げんしょうする giảm

53 対応する たいおうする
tương ứng, đối ứng, xử l
ý

54 限りなくのびる かぎりなくのびる kéo dài vô hạn
55 自転車 じてんしゃ xe đạp
56 自動車 じどうしゃ xe hơi, ô tô

空
間
図
形

正
負
の
数

比
例

文
字
の
式

平
面
の
図
形

方
程
式

比
例
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単語・表現 よみかた ベトナム語 単語・表現 よみかた ベトナム語
1 数あて（ゲーム） かずあて（げいむ） trò chơi đoán số 道 みち con đường
2 カレンダー かれんだあ lịch 並びかえる ならびかえる sắp xếp lại

3 両方とも成り立たつ りょうほうともなりたつ bao gồm cả hai
平
方
根

（エラトステネスの）篩 （えらとすてねすの）ふるい cái rây (rây bột)

4 人数 にんずう số người ひも ひも dây
5 本数 ほんすう số cây, số thanh 箱 はこ hộp
6 個数 こすう số (cái) 樋 とい ống máng, máng nước, r

7 適当な方法で てきとうなほうほうで
bằng phương pháp thích
hợp 斜面 しゃめん mặt nghiêng

8 変化 へんか thay đổi ボール ぼうる quả bóng, trái banh
9 変化の様子 へんかのようす tình trạng thay đổi 通過する つうかする chạy qua, đi qua

10 χが１ずつ増加すると
えっくすがいちずつぞう
かすると

khi x tăng lên từng đơn
vị 列車 れっしゃ xe lửa, tàu hoả

11 増加量 ぞうかりょう lượng tăng ブレーキ ぶれいき cái phanh, cái thắng
12 平行に移動 へいうこうにいどう di chuyển song song 制動距離 せいどうきょり khoảng cách hãm phanh
13 勾配 こうばい độ nghiêng, hệ số góc 落下 らっか rơi
14 追いつく おいつく đuổi kịp 振り子 ふりこ con lắc
15 出会う であう gặp gỡ 風速 ふうそく tốc độ của gió
16 実験 じっけん thí nghiệm, thử nghiệm 写真 しゃしん hình, bức ảnh

17
しきつめる（しきつ
め）

しきつめる（しきつめ）
trải đều không còn chỗ
trống 測量 そくりょう đo lường

18 補助線 ほじょせん đường phụ 地図 ちず bản đồ
19 星形（星の形） ほしがた（ほしのかたち） hình sao 鏡 かがみ cái gương soi
20 紙に写す かみにうつす chép vào giấy （ノートの）罫線 （のうとの）けいせん đường kẻ trên vở (tập)
21 ずらす ずらす dời đi, dịch chuyển
22 順番にかく じゅんばんにかく viết theo thứ tự
23 よりどころ よりどころ điểm tựa, chỗ dựa
24 すじ道をたてる すじみちをたてる lập từng bước, lập luận
25 長さの等しい辺 ながさのひとしいへん hai cạnh bằng nhau

26 同様にして どうようにして
làm cho tương tự, làm
cho giống nhau

27 土地 とち đất
28 境界線 きょうかいせん đường ranh giới
29 さいころ さいころ con súc sắc
30 画鋲 がびょう đinh ghim vào tường

31 出生数 しゅっせいすう
số trẻ em được sinh ra
trong 1 năm

32 とらんぷ とらんぷ bộ bài
33 絵札 えふだ lá bài có hình (K, Q, J)
34 王冠 おうかん vương miện
35 くじびき くじびき rút thăm
36 袋 ふくろ túi, bao
37 じゃんけん じゃんけん oản tù tì
38 表 おもて mặt trước, mặt chính
39 裏 うら mặt sau
40 起こり得る場合 おこりうるばあい trường hợp có thể xảy ra

41 ６通り ろくとおり
sáu cách, sáu phương ph
áp

42 当たりやすい あたりやすい dễ đoán trúng
43 選び方 えらびかた cách chọn
44 並べ方 なべかた cách sắp xếp
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数量・関数領域（五十音順）
用語 よみかた 英語 用語 よみかた 英語

1 値 あたい value 58 くり上がり（くり上げる） くりあがり（くりあげる） carrying (to carry)

2 余り（余る） あまり（あまる） remainder (to remain) 59 計算 けいさん calculation, computation

3 暗算 あんざん mental computation 60 係数 けいすう coefficient

4 以下 いか less than or equal to 61 結合法則 けつごうほうそく associative law

5 移項 いこう transposition 62 検算 けんざん verify, prove

6 以上 いじょう greater than or equal to 63 原点 げんてん origin

7 １次 いちじ linear 64 減法 げんぽう subtraction

8 １次関数 いちじかんすう linear function 65 項 こう term

9 １次式 いちじしき linear expression 66 交換法則 こうかんほうそく commutative law

10 １次の項 いちじのこう linear term 67 合計 ごうけい total

11 １次方程式 いちじほうていしき linear equation 68 公式 こうしき formula

12 一の位 いちのくらい the 1's place 69 公倍数 こうばいすう common multiple

13 一万の位 いちまんのくらい the  10,000's place 70 公約数 こうやくすう common divisor

14 因数 いんすう factor 71 午後 ごご afternoon

15 因数分解 いんすうぶんかい factorization 72 誤差 ごさ error

16 右辺 うへん right side 73 午前 ごぜん morning

17 x座標 えっくすざひょう x coordinate 74 言葉の式 ことばのしき verbal expression

18 x軸 えっくすじく x axis 75 根号 こんごう radical sign

19 xについて解く えっくすについてとく to solve for x 76 差 さ difference

20 円グラフ えんぐらふ pie graph 77 最小 さいしょう minimum

21 帯グラフ おびぐらふ rectangular graph 78 最小公倍数 さいしょうこうばいすう least common multiple

22 重さ おもさ weight 79 最小値 さいしょうち minimum value

23 およその数 およそのかず round number 80 最大 さいだい maximum

24 折れ線グラフ おれせんぐらふ line graph 81 最大公約数 さいだいこうやくすう greatest common factor

25 解 かい solution 82 最大値 さいだいち maximum value

26 階級 かいきゅう class 83 最頻値（モード） さいひんち（もうど） mode

27 階級値 かいきゅうち class value 84 座標 ざひょう coordinate

28 階級の幅 かいきゅうのはば class interval 85 座標軸 ざひょうじく coordinate-axis

29 外項 がいこう outer term 86 座標平面 ざひょうへいめん coordinate plane

30 概数 がいすう approximate number 87 左辺 さへん left side (of an expression)

31 確率 かくりつ probability 88 ３乗 さんじょう third power (cubed)

32 かけ算 かけざん multiplication 89 ２／３（３分の２） さんぶんのに two-thirds

33 かけられる数 かけられるかず multiplicand 90 時 じ time

34 かける数 かけるかず multiplier 91 時間 じかん length of time

35 加減法 かげんほう addition and subtraction method 92 式 しき expression, formula

36 傾き かたむき gradient 93 式の値 しきのあたい value of an expression

37 （　） かっこ parenthesis (sing.), parentheses (plur.) 94 式を展開する しきをてんかいする to expand an expression

38 仮分数 かぶんすう improper fraction 95 時刻 じこく instant of time

39 加法 かほう addition 96 四捨五入 ししゃごにゅう rounding off

40 仮平均 かりへいきん assumed mean 97 指数 しすう index 

41 関数 かんすう function 98 次数 じすう degree

42 奇数 きすう odd number 99 自然数 しぜんすう natural number

43 逆算 ぎゃくさん inverse operation 100 四則 しそく four fundamental rules of arithmetic

44 逆数 ぎゃくすう reciprocal number 101 時速 じそく speed

45 既約分数 きやくぶんすう irreducible fraction 102 集合 しゅうごう set

46 共通因数 きょうつういんすう common factor 103 十の位 じゅうのくらい 10's place

47 切り上げ きりあげ rounding up 104 1/10の位 じゅうぶんのいちのくらい first decimal place

48 切り捨て きりすて rounding down 105 樹形図 じゅけいず tree diagram

49 近似 きんじ approximation 106 十進法 じゅっしんほう decimal system

50 近似値 きんじち approximate value 107 循環小数 じゅんかんしょうすう recurring decimal

51 偶数 ぐうすう even number 108 順列 じゅんれつ permutation

52 九九 くく multiplication table 109 商 しょう quotient

53 組合わせ くみあわせ combination 110 消去する しょうきょする to eliminate

54 位 くらい place, digit 111 小数 しょうすう decimal number

55 位取り くらいどり decimal scaling position 112 小数第一位 しょうすうだいいちい first decimal place

56 グラフ ぐらふ graph 113 小数第三位 しょうすうだいさんい third decimal place

57 くり下がり（くり下がる） くりさがり（くりさがる） borrowing (to borrow) 114 小数第二位 しょうすうだいにい second decimal place
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用語 よみかた 英語 用語 よみかた 英語
115 小数点 しょうすうてん decimal point 172 度数分布多角形 どすうぶんぷたかくけい frequency polygon

116 乗法 じょうほう multiplication 173 度数分布表 どすうぶんぷひょう frequency distribution table

117 除法 じょほう division 174 内項 ないこう internal term

118 人口密度 じんこうみつど population density 175 何時 なんじ [ ] o' clock

119 真分数 しんぶんすう proper fraction 176 何時半 なんじはん Half past [ ] , [ ] :30

120 数 すう number 177 ２元１次方程式 にげんいちじほうていしき binary linear equation

121 数直線 すうちょくせん number line 178 ２次関数 にじかんすう quadratic function

122 数量 すうりょう numerical quantity 179 ２次式 にじしき quadratic expression

123 整数 せいすう integer 180 ２次方程式 にじほうていしき quadratic formula

124 正の項 せいのこう positive term 181 ２乗 にじょう second power (squared)

125 正の数 せいのすう positive number 182 ２乗に比例 にじょうにひれい proportionate to the square 

126 正の符号 せいのふごう plus sign 183 二進法 にしんほう binary number system

127 正の向き せいのむき positive direction 184 二等分 にとうぶん bisection

128 積 せき product 185 場合の数 ばあいのかず number of cases

129 絶対値 ぜったいち absolute value 186 倍（何倍） ばい（なんばい） double ([ ]-times)

130 切片 せっぺん segment 187 倍数 ばいすう multiple

131 全数調査 ぜんすうちょうさ complete census 188 はかり はかり balance, scale

132 千の位 せんのくらい 1000's place 189 速さ はやさ speed

133 1/1000の位 せんぶんのいちのくらい thousandths place 190 範囲 はんい range

134 素因数 そいんすう prime factor 191 反比例 はんぴれい inverse proportion

135 素因数分解 そいんすうぶんかい prime factorization 192 比 ひ ratio

136 相関 そうかん correlation 193 ひき算 ひきざん subtraction

137 相関図 そうかんず correlation diagram 194 ひく数 ひくかず subtrahend

138 相関表 そうかんひょう correlation table 195 筆算 ひっさん computation on paper

139 双曲線 そうきょくせん hyperbolic curve 196 等しい ひとしい equivalent  to

140 相対度数 そうたいどすう relative frequency 197 比の値 ひのあたい value of a ratio

141 相対度数分布表 そうたいどすうぶんぷひょう relative frequency distribution table 198 比は等しい ひはひとしい equivalent ratios

142 測定 そくてい measurement 199 百の位 ひゃくのくらい 100's place

143 測定値 そくていち measured value 200 1/100の位 ひゃくぶんのいちのくらい hundredths place

144 素数 そすう prime number 201 百分率 ひゃくぶんりつ percentile, percent

145 そろばん そろばん abacus 202 表 ひょう chart

146 代入する だいにゅうする to substitute 203 秒 びょう second

147 代入法 だいにゅうほう method of substitution 204 秒速 びょうそく speed per second

148 代表値 だいひょうち representative value 205 標本 ひょうほん sample

149 帯分数 たいぶんすう mixed fraction 206 標本調査 ひょうほんちょうさ sample survey

150 対応する たいおうする be equivalent to 207 比例 ひれい proportion

151 多項式 たこうしき polynomial expression 208 比例定数 ひれいていすう proportional constant

152 たし算 たしざん addition 209 比を簡単にする ひをかんたんにする to simplify a ratio

153 単位 たんい unit 210 分（割合） ぶ（わりあい） one-hundredth (fraction)

154 単位量あたりの大きさ たんいりょうあたりのおおきさ size per unit quantity 211 歩合 ぶあい rate, percentage

155 単項式 たんこうしき monomial 212 符号 ふごう sign

156 中央値（メジアン） ちゅうおうち（めじあん） median 213 不等号 ふとうごう inequality sign

157 柱状グラフ（ヒストグラム） ちゅうじょうぐらふ（ひすとぐらむ） histogram 214 不等号の向き ふとうごうのむき direction of the inequality sign

158 直線の式 ちょくせんのしき linear expression 215 不等式 ふとうしき an inequality

159 通分 つうぶん reduction (to common denominator) 216 負の項 ふのこう negative term

160 定数 ていすう constant number 217 負の数 ふのすう negative number

161 定数項 ていすうこう constant term 218 負の符号 ふのふごう minus sign

162 （式を）展開する （しきを）てんかいする to expand (an expression) 219 負の向き ふのむき negative direction

163 電卓 でんたく calculator 220 ＋ ぷらす plus

164 等号 とうごう equal sign 221 分（時間） ふん（じかん） minute (time)

165 等式 とうしき equality 222 分子 ぶんし numerator

166 等分 とうぶん dividing equally 223 分数 ぶんすう fraction

167 同様に確からしい どうようにたしからしい equally likely 224 分速 ふんそく speed per minute

168 同類項 どうるいこう similar terms 225 分配法則 ぶんぱいほうそく distributive law

169 解く とく to solve 226 分母 ぶんぼ denominator

170 時計 とけい clock 227 平均 へいきん mean

171 度数 どすう frequency 228 平方 へいほう square
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用語 よみかた 英語

229 平方根（aの平方根） へいほうこん（えいのへいほうこん） square root (square root of a)

230 変域 へんいき domain of variability

231 変化の割合 へんかのわりあい rate of change

232 変数 へんすう variable

233 方眼紙 ほうがんし graph paper

234 棒グラフ ぼうぐらふ bar graph

235 方程式 ほうていしき equation

236 放物線 ほうぶつせん parabola

237 母集団 ぼしゅうだん population, universe

238 － まいなす minus 

239 巻尺 まきじゃく tape measure
240 ます目（ます） ますめ（ます） measure 

241 道のり みちのり distance

242 見積り みつもり estimate

243 未満 みまん less than

244 無作為 むさくい random

245 無理数 むりすう irrational number

246 目盛り めもり scale

247 文字 もじ character

248 文字の値 もじのあたい character value

249 文字の式 もじのしき algebraic expression

250 ものさし ものさし ruler

251 約 やく approximately 

252 約数 やくすう divisor/factor

253 約分 やくぶん cancellation/reduction

254 有効数字 ゆうこうすうじ significant figures

255 有理化 ゆうりか rationalization

256 有理数 ゆうりすう rational number

257 乱数さい らんすうさい dice with different numbers of faces

258 乱数表 らんすうひょう random number table

259 立方 りっぽう cubic

260 量 りょう volume, amount

261 両辺 りょうへん both sides (of an expression)

262 厘（割合） りん（わりあい） one-thousandth (fraction)

263 累乗 るいじょう power of a number

264 累積度数 るいせきどすう cumulative frequency

265 累積度数分布表 るいせきどすうぶんぷひょう cumulative frequency distribution table

266 連立方程式 れんりつほうていしき simultaneous equations

267 六十進法 ろくじゅっしんほう sexagesimal scale

268 和 わ sum

269 y座標 わいざひょう y coordinate 

270 y軸 わいじく y axis

271 yはχの関数である わいはえっくすのかんすうである y is a function of χ

272 わられる数 わられるかず dividend

273 割（割合） わり（わりあい） one-tenth (fraction)

274 割合 わりあい fraction, part

275 割りきれない わりきれない indivisible

276 割りきれる わりきれる divisible

277 わり算 わりざん division

278 わる数 わるかず divisor
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図形領域（五十音順）

用語 よみかた 英語 用語 よみかた 英語

1 位置 いち position 59 三角柱 さんかくちゅう triangular prism

2 内のり うちのり inside measure 60 三平方の定理 さんへいほうのていり Pythagorean Theorem

3 鋭角 えいかく acute angle 61 四角形 しかくけい quadrangle, quadrilateral

4 鋭角三角形 えいかくさんかくけい acute triangle 62 四角すい しかくすい square pyramid

5 χ軸について対称 えっくすじくについてたいしょう χ-axis symmetry 63 四角柱 しかくちゅう rectangular prism

6 円 えん circle 64 軸 じく axis

7 円周 えんしゅう circumference 65 実測 じっそく actual measurement

8 円周角 えんしゅうかく inscribed angle 66 四面体 しめんたい tetrahedron

9 円周率 えんしゅうりつ π (pi) 67 斜辺 しゃへん hypotenuse 

10 円すい えんすい cone 68 周 しゅう circumference

11 円柱 えんちゅう cylinder, column 69 重心 じゅうしん center of gravity

12 延長線 えんちょうせん extended line 70 縮小 しゅくしょう reduction

13 おうぎ形 おうぎがた sector form 71 縮図 しゅくず reduced diagram

14 外角 がいかく exterior angle 72 定規 じょうぎ ruler

15 外角の和 がいかくのわ sum of the exterior angles 73 条件 じょうけん requirement

16 外心 がいしん circumcenter 74 （台形の）上底 （だいけいの）じょうてい upper base (of a trapezoid)

17 外接円 がいせつえん circumscribed circle 75 証明 しょうめい proof

18 外接四角形 がいせつしかくけい circumscribed quadrangle 76 垂心 すいしん orthocenter

19 外接する がいせつする to circumscribe 77 垂線 すいせん perpendicular line

20 回転 かいてん rotation 78 垂直 すいちょく perpendicular, vertical

21 回転移動 かいてんいどう rotational transfer 79 垂直二等分線 すいちょくにとうぶんせん perpendicular bisector

22 回転体 かいてんたい body of rotation 80 水平 すいへい horizontal

23 回転の軸 かいてんのじく axis of rotation 81 図形 ずけい diagram

24 回転の中心 かいてんのちゅうしん center of rotation 82 正三角形 せいさんかくけい equilateral (regular) triangle

25 角 かく angle 83 正三角柱 せいさんかくちゅう equilateral triangular prism

26 角すい かくすい pyramid 84 正四角柱 せいしかくちゅう square prism

27 拡大 かくだい magnification 85 正四面体 せいしめんたい regular tetrahedoron

28 拡大図 かくだいず magnified diagram 86 正十二面体 せいじゅうにめんたい regular dodecahedron

29 角柱 かくちゅう rectangular cylinder, column 87 正多角形 せいたかくけい regular polygon

30 角度 かくど angle degree 88 正多面体 せいためんたい regular polyhedron

31 角の大きさ かくのおおきさ angle size 89 正二十面体 せいにじゅうめんたい regular icosahedra

32 かさ かさ dimensions 90 正八面体 せいはちめんたい regular octahedron

33 形 かたち shape 91 正方形 せいほうけい square

34 （台形の）下底 （だいけいの）かてい lower base (of a trapezoid) 92 正六面体 せいろくめんたい regular hexahedron

35 仮定 かてい assumption, supposition 93 接する せっする to border

36 逆 ぎゃく reverse 94 接線 せっせん tangent line

37 球 きゅう sphere 95 接点 せってん point of contact

38 共通接線 きょうつうせっせん common tangent 96 線対称 せんたいしょう line symmetry

39 曲線 きょくせん curve 97 線対称な図形 せんたいしょうなずけい line symmetry diagram

40 曲面 きょくめん curved surface 98 線分 せんぶん line segment

41 距離 きょり distance 99 相似 そうじ similar

42 空間図形 くうかんずけい solid figure 100 相似条件 そうじじょうけん requirement for similarity

43 結論 けつろん conclusion 101 相似の位置 そうじのいち position of similitude

44 弦 げん string 102 相似の中心 そうじのちゅうしん center of similitude

45 弧 こ arc 103 相似比 そうじひ homothetic ratio

46 交点 こうてん point of intersection 104 側面 そくめん side 

47 合同 ごうどう congruent 105 側面図 そくめんず side view

48 合同条件 ごうどうじょうけん requirement(s) for congruence 106 側面積 そくめんせき area of side face

49 五角形 ごかくけい pentagon 107 対応する角 たいおうするかく corresponding angles

50 五角すい ごかくすい pentagonal pyramid 108 対応する頂点 たいおうするちょうてん corresponding vertices

51 五角柱 ごかくちゅう pentagonal prism 109 対応する点 たいおうするてん corresponding points

52 五面体 ごめんたい pentahedron 110 対応する辺 たいおうするへん corresponding sides

53 コンパス こんぱす compass 111 対角 たいかく opposite angles

54 作図 さくず construction 112 対角線 たいかくせん diagonal line

55 錯角 さっかく alternate angle 113 台形 だいけい trapezoid

56 三角形 さんかくけい triangle 114 対称 たいしょう symmetry

57 三角定規 さんかくじょうぎ plain triangle 115 対称移動 たいしょういどう reflection

58 三角すい さんかくすい triangular pyramid 116 対称軸 たいしょうじく axis of symmetry

－ 246 －



用語 よみかた 英語 用語 よみかた 英語

117 対称の中心 たいしょうのちゅうしん point of symmetry 171 平面図 へいめんず plain view

118 体積 たいせき volume 172 平行 へいこう parallel

119 対頂角 たいちょうかく vertical angle 173 平行移動 へいこういどう parallel translation

120 対辺 たいへん opposite side 174 平行四辺形 へいこうしへんけい parallelogram

121 多角形 たかくけい polygonal shape 175 平行線 へいこうせん parallel lines

122 高さ たかさ height 176 平面 へいめん plane (surface)

123 縦 たて length 177 辺 へん side

124 多面体 ためんたい polyhedron 178 傍心 ぼうしん excenter

125 中心 ちゅうしん center 179 傍接円 ぼうせつえん escribed circle

126 中心角 ちゅうしんかく central angle 180 母線 ぼせん generating line

127 中線 ちゅうせん median line 181 交わる まじわる to intersect

128 中点 ちゅうてん median point 182 見取図 みとりず sketch drawing

129 中点連結定理 ちゅうてんれんけつていり Triangle Midsegment Theorem 183 面 めん surface, plane

130 頂角 ちょうかく vertical angle 184 面積 めんせき surface area

131 頂点 ちょうてん apex 185 面対称 めんたいしょう plane symmetry

132 長方形 ちょうほうけい rectangle 186 容積 ようせき capacity 

133 直線 ちょくせん straight line 187 横 よこ side

134 直方体 ちょくほうたい rectangular solid 188 立体 りったい solid

135 直角 ちょっかく right angle 189 立方体 りっぽうたい cube

136 直角三角形 ちょっかくさんかくけい right triangle 190 立面図 りつめんず elevation view

137 直角二等辺三角形ちょっかくにとうへんさんかくけい isosceles right triangle 191 六角形 ろくかくけい hexagonal

138 直径 ちょっけい diameter 192 ｙ軸について対称 わいじくについてたいしょう y axis symmetry

139 つくる角（なす角） つくるかく（なすかく） angle created [by two lines]

140 底角 ていかく base angle

141 定義 ていぎ definition

142 底辺 ていへん base

143 底面 ていめん base plane

144 底面積 ていめんせき area of base

145 定理 ていり theorem

146 展開図 てんかいず development view

147 点対称 てんたいしょう point symmetry

148 点対称な図形 てんたいしょうなずけい point symmetry diagram

149 度 ど degree

150 同位角 どういかく corresponding angle

151 投影図 とうえいず projection drawing

152 同側内角 どうそくないかく same-side interior angles

153 鈍角 どんかく obtuse angle

154 鈍角三角形 どんかくさんかくけい obtuse-angled triangle

155 内角 ないかく internal angle

156 内角の和 ないかくのわ sum of internal angles

157 内心 ないしん inward

158 内接円 ないせつえん inscribed circle

159 内接四角形 ないせつしかくけい inscribed quadrangle

160 内接する ないせつする inscribed

161 長さ ながさ length

162 二等分線 にとうぶんせん bisector

163 二等辺三角形 にとうへんさんかくけい isosceles triangle

164 ねじれの位置 ねじれのいち skewed position

165 π（パイ） ぱい pi

166 半径 はんけい radius

167 半直線 はんちょくせん ray

168 ひし形 ひしがた rhombus

169 表面積 ひょうめんせき surface area

170 分度器 ぶんどき protractor
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教科書・授業の表現
（１）説明で使う論理表現など（５０音順） （２）金銭に関する表現

表現 よみかた 英語 表現 よみかた 英語
1 ある数 あるすう a given number 1 金額 きんがく amount of money

2 いずれかの いずれかの any 2 代金 だいきん cost, expense

3 一部分を いちぶぶんを part of 3 原価 げんか cost price

4 一緒にする いっしょにする to group together 4 定価 ていか set price

5 一致する いっちする to agree, be congruent , to match 5 料金 りょうきん fee, charge

6 一定な（一定の） いっていな（いっていの） fixed, constant 6 値段（価格、売値） ねだん（かかく、うりね） value (price, selling price)

7 いつでも いつでも anytime 7 利益（儲け） りえき（もうけ） profit (earnings)

8 いろいろな いろいろな various 8 損失（損） そんしつ（そん） loss

9 AならばB えいならばびい if A then B 9 値上げ ねあげ price hike

10
AはBの特別なも
のである

えいはびいのとくべつ
なものである

A is a special kind of B
10 値下げ ねさげ price cut

11
χの値が２のとき
〜

えっくすのあたいが　に
のとき

when the value for χ is two
11 ３割引 さん　わりびき thirty percent off

12 置きかえる おきかえる to substitute 12 ２割り増し に　わりまし twenty percent premium

13 同じになる おなじになる to become the same 13 半額 はんがく half price

14 （垂直に）下ろす （すいちょくに）おろす draw a line perpendicular to … 14 収入 しゅうにゅう revenue, income

15 限りなく近づく かぎりなくちがづく approach a limit 15 支出 ししゅつ expenditures

16 影をつけた部分 かげをつけたぶぶん shaded parts/portion 16 運賃 うんちん shipping cost

17 重ねる かさねる to overlap 17 何円ですか なんえんですか how much is it in yen?

18 括弧をはずす かっこをはずす to remove the parenthesis 18
（値段は）いくらで
すか

（ねだんは）いくらです
か

how much (does it cost)?

19 必ず かならず invariably 19 支払う しはらう to pay

20 〜から〜まで 〜から〜まで from - to 20 （お金を）もらう （おかねを）もらう to receive (money)

21 簡単にする かんたんにする to make simple 21 （ものを）売る （ものを）うる to sell (something)

22 くくりだす くくりだす to factor out 22 （ものを）買う （ものを）かう to buy (something)

23 項にふくまれる文字 こうにふくまれるもじ letters included in the term

24 小刻みに点をとる こきざみにてんをとる to draw points close together （３）大小関係に関する表現

25 異なる ことなる to differ, vary 表現 よみかた 英語

26
除法を乗法になお
す

じょほうをじょうほうに
なおす

to rewrite an equalition from a division to a
multiplication 1 ３より２大きい

さん　より　に　おおき
い

greater than three by two

27 少なくても すくなくても at least 2 ５より６小さい ご　より　ろく　ちいさい less than five by six

28 〜ずつ増える 〜ずつふえる to increase by 3 １００より大きい ひゃく　よりおおきい greater than one hundred

29 〜ずつ減る 〜ずつへる to decrease by 4 ０より小さい ぜろ　よりちいさい less than zero

30 ０に近づく ぜろにちかづく to approach zero 5 １０以上 じゅう　いじょう ten or greater

31
全部で（合わせる
と）

ぜんぶで（あわせると） in total (when combined) 6 １０００以下 せん　いか one thousand or less

32 それぞれ それぞれ each, every 7 ４未満 よん　みまん less than four

33 〜だけ 〜だけ only 8 最大の数は３６
さいだいのすうは　さん
じゅうろく

the greatest number is thirty-six

34 正しい ただしい correct 9 最小の数は１
さいしょうのすうは　い
ち

the least number is one

35
足りない（不足す
る）

たりない（ふそくする） insufficient (to be insufficient) 10 範囲内 はんいない inside the range

36 違う ちがう to be different 11 範囲外 はんいがい outside the range

37 ちょうど ちょうど exactly

38 直線上の点 ちょくせんじょうのてん point on a line

39 適切な てきせつな proper

40 適当な てきとうな appropriate

41 点Ａを通る てん　えい　をとおる to pass through point A

42 点線 てんせん dotted line

43 点を通る てんをとおる to pass through a point

44 点をとる てんをとる to obtain a score

45 〜とは限らない 〜とはかぎらない not necessarily true

46
〜とみなす（〜と
みる）

〜とみなす（〜とみる） to reconsider (to look)

47 どれも どれも whatever

48 どんな（点でも） どんな（てんでも） whatever type of (point for example)

49 波線 なみせん wave line

50 成り立つ なりたつ to consist of, to materialize 

51 １組の ひとくみの a pair, set

52 間違い まちがい mistake

53 文字をふくむ項 もじをふくむこう terms containing letters

54 よみとる よみとる to perceive, read into

55 例のように れいのように as in the example

56 連続する整数 れんぞくするせいすう consecutive integers

57 分ける わける to separate

58 〜を使って 〜をつかって using
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記号・数
記号 よみかた 英語

1 ＋ たす plus
2 ＝ は（いこおる） equals
3 ー ひく minus
4 × かける times
5 ÷ わる divided by
6 % ぱあせんと percent
7 ２：３（２対３） に　たい　さん two to three
8 1（一） いち one
9 2（二） にい two
10 3（三） さん three
11 4（四） し four
12 5（五） ご five
13 6（六） ろく six
14 7（七） なな（しち） seven
15 8（八） はち eight
16 9（九） きゅう nine
17 10（十） じゅう ten
18 11(十一） じゅういち eleven
19 12（十二） じゅうに twelve
20 13（十三） じゅうさん thirteen
21 14（十四） じゅうし fourteen
22 15（十五） じゅうご fifteen
23 16（十六） じゅうろく sixteen
24 17（十七） じゅうしち seventeen
25 18（十八） じゅうはち eighteen
26 19（十九） じゅうく nineteen
27 20（二十） にじゅう twenty
28 50（五十） ごじゅう fifty
29 100（百） ひゃく one hundred
30 1000（千） せん one thousand
31 10000（一万） いちまん ten thousand
32 100000（十万） じゅうまん one million
33 100000000（一億） いちおく one hundred million
34 1000000000000（一兆） いっちょう one trillion
35 -1 まいなすいち negative one
36 ３０° さんじゅうど thirty degrees
37 ４５° よんじゅうごど forty-five degrees
38 ６０° ろくじゅうど sixty degrees
39 ９０° きゅうじゅうど ninety degrees
40 １８０° ひゃくはちじゅうど one hundred and eighty degrees
41 ３６０° さんびゃくろくじゅうど three hundred and sixty degrees
42 １＜３ いち　しょうなり　さん one is less than three
43 ２>−１ に　だいなり　まいなすいち two is greater than negative one
44 χ≦２ えっくす　しょうなりいこおる　に χ is less than or equal to two
45 ｙ≧５ わい　だいなりいこおる　ご y is greater than or equal to five
46 ⌒AB（弧AB） こ　えいびぃ arc AB
47 AB//CD（平行） えいびい　へいこう　しぃでい AB is parallel to CD
48 ∠A（角） かく　えい angle A
49 AB⊥CD（垂直） えいびい　すいちょく　しぃでい AB is perpendicular to CD
50 △ABC（三角形） さんかくけい　えいびぃしい triangle ABC

51 △ABC≡△DEF（合同）
さんかくけいえいびいしい　ごうどう
さんかくけいでぃいいえふ

triangle ABC is congruent to triangle DEF

52 □ABCD（平行四辺形）
へいこうしへんけい　えいびぃしいで
い

square ABCD

53 √２ るうと２ square root of two

54 △ABC∽△DEF（相似）
さんかくけいえいびいしい　そうじ　さ
んかくけいでぃいいえふ

triangle ABC is similar to triangle DEF
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各単元における「よく使われる単語・表現」
単語・表現 よみかた 英語 単語・表現 よみかた 英語

1 気温 きおん temperature 57 回転数 かいてんすう number of rotations

2 最低気温 さいていきおん minimum temperature 58 おもり おもり weight

3 最高気温 さいこうきおん maximum temperature 59 出発 しゅっぱつ departure

4 温度計 おんどけい thermometer 60 到着 とうちゃく arrival

5 基準 きじゅん standard 61 短い みじかい short

6 水深 すいしん water depth 62 長い ながい long

7 水位 すいい water level 63 のばす のばす to lengthen

8 海面 かいめん sea level 64 両端 りょうたん both ends

9 標高 ひょうこう elevation 65 結ぶ むすぶ to tie

10 東 ひがし east 66 なぞる なぞる to trace

11 西 にし west 67 位置関係 いちかんけい positional relationship

12 北 きた north 68 折り紙 おりがみ origami (paper folding)

13 南 みなみ south 69 折り目 おりめ fold line

14 時差 じさ time difference 70 折る おる to fold

15 性質 せいしつ property 71 ひろげる ひろげる to open up

16 移動 いどう movement 72 重なる点 かさなるてん overlapping point

17 反対 はんたい opposite 73 ぴったり重なる ぴったりかさなる to overlap exactly

18 反対向き はんたいむき opposite direction 74 裏返す うらがえす to turn over, to reverse

19 道路 どうろ road 75 回す まわす to turn

20 カード かあど card 76 切る きる to cut

21 同士 どうし pal(s), fellow 77 最短の さいたんの shortest

22 ３分前 さんふんまえ 3 minutes before 78 建物 たてもの building

23 ５分後 ごふんご 5 minutes after 79 工作用紙 こうさくようし craft paper

24 得点 とくてん score 80 囲まれている かこまれている surrounded

25 おはじき おはじき marbles 81 三脚 さんきゃく tripod

26 マッチ棒 まっちぼう match stick 82 転がす ころがす to roll over

27 並べる ならべる to line up 83 動かした跡 うごかしたあと trace of movement

28 全体の個数 ぜんたいのこすう overall quantity 84 積み重ねる つみかさねる to pile up

29 けしごむ けしごむ eraser 85 容器 ようき container

30 花壇 かだん flowerbed 86 ３杯 さんばい 3 cups

31 針金 はりがね wire 87 一杯になる いっぱいになる to become full

32 歩く あるく to walk 88 表面 ひょうめん surface

33 走る はしる to run

34 音の速さ おとのはやさ speed of sound

35 省く はぶく to omit

36 関係 かんけい relationship

37 同じ数 おなじかず same number

38 同じ式 おなじしき same type

39 てんびん てんびん scale

40 変形 へんけい transformation

41 枚数 まいすう number of sheets (flat objects)

42 年齢 ねんれい age

43 行き いき going

44 帰り かえり returning

45 ともなって変わる ともなってかわる subsequent change

46 水槽 すいそう water tank

47 座席 ざせき seat

48 番号 ばんごう number

49 右上がり みぎあがり upward sloping

50 右下がり みぎさがり downward sloping

51 増加する ぞうかする to increase

52 減少する げんしょうする to decrease

53 対応する たいおうする equivalent

54 限りなくのびる かぎりなくのびる to grow without limit

55 自転車 じてんしゃ bicycle

56 自動車 じどうしゃ automobile
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単語・表現 よみかた 英語 単語・表現 よみかた 英語
1 数あて（ゲーム） かずあて（げいむ） number pool (game) 道 みち road
2 カレンダー かれんだあ calendar 並びかえる ならびかえる to resort

3
両方とも成り立た
つ

りょうほうともなりたつ both are possible, both hold good
平
方
根

（エラトステネスの）篩 （えらとすてねすの）ふるい (Eratosthenes') sieve

4 人数 にんずう number of people ひも ひも string
5 本数 ほんすう number of volumes (books) 箱 はこ box
6 個数 こすう quantity 樋 とい gutter
7 適当な方法で てきとうなほうほうで in an appropriate manner 斜面 しゃめん slope
8 変化 へんか change ボール ぼうる ball
9 変化の様子 へんかのようす dimension of change 通過する つうかする to pass through

10
χが１ずつ増加す
ると

えっくすがいちずつぞう
かすると

if χ increases one at a time
列車 れっしゃ train

11 増加量 ぞうかりょう increment ブレーキ ぶれいき brake
12 平行に移動 へいうこうにいどう to move in parallel 制動距離 せいどうきょり braking distance
13 勾配 こうばい grade 落下 らっか fall
14 追いつく おいつく to catch up with 振り子 ふりこ pendulum
15 出会う であう to meet 風速 ふうそく wind speed
16 実験 じっけん experiment 写真 しゃしん photograph

17
しきつめる（しきつ
め）

しきつめる（しきつめ） to spread all over (cover) 測量 そくりょう surveying, measurement
18 補助線 ほじょせん additional line 地図 ちず map

19 星形（星の形）
ほしがた（ほしのかた
ち）

star-shaped (shape of a star) 鏡 かがみ mirror
20 紙に写す かみにうつす to transcribe on paper （ノートの）罫線 （のうとの）けいせん ruled line (in a notebook)
21 ずらす ずらす shift, slide

22 順番にかく じゅんばんにかく to write in sequence

23 くくりだす よりどころ to factor out

24 すじ道をたてる すじみちをたてる use a logical method

25 長さの等しい辺 ながさのひとしいへん sides of equivalent length

26 同様にして どうようにして
to set to be the same, make the
same

27 土地 とち land

28 境界線 きょうかいせん boundary line

29 さいころ さいころ die (sing.), dice (plur.)

30 画鋲 がびょう thumbtack

31 出生数 しゅっせいすう number of live births

32 とらんぷ とらんぷ playing cards

33 絵札 えふだ picture card

34 王冠 おうかん crown

35 くじびき くじびき draw lots

36 袋 ふくろ bag

37 じゃんけん じゃんけん rock-paper-scissors

38 表 おもて front

39 裏 うら back

40 起こり得る場合 おこりうるばあい in case it is possible

41 ６通り ろくとおり 6 possible outcomes

42 当たりやすい あたりやすい highly probable outcome

43 選び方 えらびかた choice

44 並べ方 なべかた arrangement, line-up
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