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１ あいさつ

（日本語） （ポルトガル語）

おはよう Bom dia! ボンジア

こんにちは Boa tarde! ボアタルジ

こんばんは Boa noite! ボアノイチ

おめでとう Parabéns! パラベンス

あけましておめでとう Feliz ano novo! フェリスアノノーボ

メリークリスマス Feliz Natal! フェリスナタール

さようなら Até logo アテローゴ

ありがとう Obrigado オブリガード

ようこそ Bem vindo! ベンビンド

失礼！ Com licença! コンリセンサ

どういたしまして De nada ジナーダ

どこから来た？ De onde veio ? ジ オンジ ヴェイオ

お名前は？ Seu nome ? セウ ノーミ

私の名は○○です Meu nome é . メウ ノーミ エ

失礼しました Peço perdão. ペッソ ペルダン

気にしないでください Não se preocupe. ナン スィ プレオクッペ

もう一度(言って)ください Mais uma vez. マイズ マ ヴェース

日本語が分かりますか Entende japonês ? エンテンジ ジャポネース

これは何ですか Que é isto ? キ エ イスト

それは○○です Isso é . イッソ エ

２ 家族に関する用語

（日本語） （ポルトガル語）

お父さん papai pai パパィ パィ

お母さん mamãe mãe ママエ マエ

おじいさん vovô avô ヴォヴォ アヴォ
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おばあさん vovó avó ヴォヴォー アヴォー

お兄さん irmão mais velho イルマオ マイス ヴェリオ

お姉さん irmã mais velha イルマオ マイス ヴェリア

弟 irmão イルマオ

妹 irmã イルマ

孫 neto, ネット

従兄弟 primo, プリーモ

おじさん tio, チーオ

おばさん tia, チーア

成人 adulto, アドゥウト

子ども criança, クリアンサ

男 homem, オーメン

女 mulher ムリェール

３ 体に関する名前

（日本語） （ポルトガル語）

頭 cabeça カべッサ

髪 cabelo カベロ

顔 rosto ホスト

目 olhos オリス

鼻 nariz ナリス

眉毛 sobrancelha ソボランセリア

口 boca ボカ

歯 dente デンテ

耳 orelha オレリァ

首 pescoço ペスコッソ

胸 peito ペイト

腹 barriga バヒガ

腕 braço ボラッソ
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手 mão マオ

足 pé ペ

指 dedo(手 ) dedo de pé デド

爪 unha ウニャ

額 testa テスタ

まぶた pálpebra パウペブラ

頬 bochecha ボシェシャ

唇 lábios ラービオス

あご queixo ケイショ

舌 língua リングァ

喉 garganta ガルガンタ

肩 ombro オンブロ

肘 cotovelo コトヴェーロ

手首 pulso プウソ

親指 dedão, polegar デッダン／ポレガール

人差し指 dedo indicador デッド インジカドール

中指 dedo médio デッド ジ メージオ

薬指 dedo anular デッド アヌラール

小指 dedo mínimo,mindinho デッドミーニモ／ミンジーニョ

背中 costas コスタス

腰ウエスト cintura スィントゥーラ

尻 quadris クァドゥリス

膝 joelho ジョエーリョ

足の指 dedos do pé デッドス ド ペ

皮膚 pele ペレ

筋肉 músculo ムスクロ

骨 osso オッソ



- 5 -

４ 日時に関する用語

（日本語） （ポルトガル語）

一週間 uma semana ウマ セマナ

一か月 um mês ウン メス

朝 manhã マニャ

昼 tarde タルデ

夜 noite ノイテ

夕方 à tarde ア タルデ

今日 hoje, オジェ

明日 amanhã, アマニャン

昨日 ontem, オンテン

今週 esta semana, エスタ セマーナ

来週 semana que vem セマーナ キ ヴェン

先週 semana passada セマーナ パッサーダ

今月 este mês, エスチ メース

来月 mês que vem メース キ ヴェン

先月 mês passado メース パッサード

今年 este ano, エスチ アーノ

来年 ano que vem アーノ キ ヴェン

昨年 ano passado アーノ パッサード

時 hora(s) オーラ(ス)

分 minuto(s) ミヌット(ス)

秒 segundo(s) セグンド(ス)

午前の de manhã ダ マニャン

午後の da tarde ダ タージ

夜の da noite ダ ノイチ
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５ 四季・月・曜日・天候

（日本語） （ポルトガル語）

春 primavera プリマベーラ

夏 verão ベラォン

秋 outono オウトーノ

冬 inverno インヴェルノ

１月 janeiro ジャネイロ

２月 fevereiro フェヴェレイロ

３月 março マルソ

４月 abril アブリゥ

５月 maio マイオ

６月 junho ジューニョ

７月 julho ジューリョ

８月 agosto アゴスト

９月 setembro セテンブロ

１０月 outubro オウトゥブロ

１１月 novembro ノヴェンブロ

１２月 deZembro デセンブロ

日曜日 domingo ドミンゴ

月曜日 segunda-feira セグンダフェイラ

火曜日 terça-feira テルサフェイラ

水曜日 quarta-feira クワルタフェイラ

木曜日 quinta-feira キンタフェイラ

金曜日 sexta-feira セスタフェイラ

土曜日 sábado サバド

晴れ tempo bom, ボン テンポ

雨 chuva, シューヴァ

曇り nublado, ヌブラード
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雪 neve, ネーヴェ

暑い quente, ケンチ

寒い frio フリーオ

６ 色・場所を表すような用語

（日本語） （ポルトガル語）

赤 vermelho, ヴェルメーリョ

青 azul, アズーウ

黄 amarelo, アマレーロ

緑 verde, ヴェルジ

黒 preto, プレット

白 branco, ブランコ

（日本語） （ポルトガル語）

こちら pra cá プラ カ

あちら pra lá プラ ラ

こ れ este エステ

あ れ aquele アケレ

右 direita ジレイタ

左 esquerda エスケルダ

上 に cima シイマ

下 に baixo バイシ

まん中 meio メイオ

前 frente, フレンチ

後 atrás, アトゥラース

東 leste, レスチ

西 oeste オエスチ

南 sul, スウ

北 norte, ノルチ
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７ 数詞・代名詞

（日本語） （ポルトガル語）

1 um ウン

2 dois ドイス

3 três トレィス

4 quatro クワトゥロ

5 cinco スィンコ

6 seis セイス

7 sete セティ

8 oito オイト

9 nove ノォヴィ

10 dez デイス

11 onze オンゼ

12 doze ドォゼ

13 treze トレーゼ

14 quatorze クワトロゼ

15 quinze キンゼ

16 dezesseis ﾃﾞｨｾﾞセイス

17 dezessete ﾃﾞｨｾﾞセチ

18 dezoito ﾃﾞｨゾイト

19 dezenove ﾃﾞｨｾﾞﾉｳﾞｨ

20 vinte ヴィンチ

30 trinta トゥリンタ

40 quarenta ｸﾜﾚﾝﾀ

50 quinta キンタ

60 sessenta ｾｾﾝﾀ

70 setenta ｾﾃﾝﾀ

80 oitenta ｵｲﾃﾝﾀ
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90 noventa ﾉｳﾞｪﾝﾀ

100 cem セン

200 duzentos ﾄﾞｩｾﾞﾝﾄｽ

300 trezentos ﾄｩﾚｾﾞﾝﾄｽ

400 quatrocentos ｸﾜﾄｩﾛｾﾝﾄｽ

500 quinhentos ｷﾈｪﾝﾄｽ

600 seiscentos ｾｲｽｾﾝﾄｽ

700 setecentos ｾﾁｾﾝﾄｽ

800 oitocentos ｵｲﾄｾﾝﾄｽ

900 novecentos ﾉｳﾞｨｾﾝﾄｽ

1000 mil ﾐﾙ

2000 dois-mil ﾄﾞｲｽ ﾐﾙ

3000 três-mil ﾄﾚｽ ﾐﾙ

9000 nove-mil ﾉｰｳﾞｨ ﾐﾙ

10000 dez-mil ﾃﾞｲｽ ﾐﾙ

1番目 primeiro ﾌﾟﾘﾒｲﾛ

2番目 segundo ｾｸﾞﾝﾄﾞ

3番目 terceiro ﾃﾙｾｲﾛ

4番目 quarto ｸﾜﾙﾄ

5番目 quinto ｷﾝﾄ

6番目 sexto ｾｼﾓ

7番目 sétimo ｾﾁﾓ

8番目 oitavo ｵｲﾀｰｳﾞｫ

9番目 nono ﾉｰﾉ

10番目 décimo ﾃﾞｯｼﾓ

1995 mil novecentos e noventa e ミル・エ・ノヴィセントス・
cinco エ・ノヴェンタ・エ・シンコ

2001 dois mil e um ドゥアスミル・エ・ウン
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33 trinta e três トゥリンタ・エ・トレイス

51 cincoenta e um シンクェンタ・エ・ウン

567 quinhentos e sessenta e sete キニェントス・エ・セセンタ・エ・セチ

（日本語） （ポルトガル語）

いつ Quando, クァンド

どこで Onde, オンジ

だれが Quem, ケン

なに Que, ケ

どう Como, コモ

これ Isto, イスト

それ Isso, イッソ

あれ Aquilo, アキーロ

私 Eu, エウ

私たち Nós, ノス

あなた O senhor(a senhora), オ セニョール(ア セニョーラ)

あなたたち Os senhores(as senhoras) オス セニョーレス(アスセニョーラス)

彼(女) Ele(Ela), エリ(エラ)

彼(女)たち Eles (Elas) エレス（エラス）

８ 小学校で使用する主な学用品―覧

（日本語） （ポルトガル語）

えんぴつ lápis ラッピス

カスタネット Castanholas カスタオ－ラス

カッタ一ナイフ Canivete カニベテ

かばん mala マラ

漢字練習 ノート Caderno de kanji カデルノ デ カンジ

教科書 livro リブロ

切り出しナイフ Estilete エスチレテ
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クレヨン Creiom クレイオン

クレパス Pastel パステル

グラフ用紙 Papel gráfico パペル グラフィコ

けしごむ borracha ボハッシャ

鍵盤ハモニカ Harmônica com tecla アルモニカ コム テクラ

国語 8～ 10ますノート (Oito du deg medidas)Caderno カデルノ ジャポネス
Japonês

国語 12ます ノート (Doge med idas )Caderno カデルノ ジャポネス
Japones

コンパス Compasso コンパッソ

裁縫道具一式 Serviço de utensílio de セルビコ デ ウテンシリ
costura オ コスツラ

三角定規 Triângulo トリアングロ

算数ますノート Caderno matemática カデルノ マテマチカ

習字紙 Papel caligráfico パペル カリグラフィカ

習字道具一式 Servico de utensílio caligráfico セルビコ デ ウテンシ
リオ カリグラフィカ

水彩道具一式 Serviço de material de pintura セルビコ デ マテリア
ル デ ピンツラ

そろばん Soroban ソロバン

彫刻刀 Canivete escultural カニベテ エスカルツラル

ノ一ト caderno カデルノ

ハーモニカ Harmônica ハルモニカ

分度器 Transferidor トランスフェリドル

ぼうし chapéu シャペウ

ものさし 30cm竹製 Régua de bambu レグア デ バンブ

ランドセル mochila モシーラ

リコーダー Flauta フルッタ
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９ 帰りの会 Na hora de voltar para casa ナ・オーラ・ジ・
ヴァウタル・パラ・カーザ

（日本語） （ポルトガル語）

宿題 Lição de casa リサォン・ジ・カーザ

当番 Turno, vez トゥルノ, ヴェス

ノート Caderno カデルノ

持ち物 Material escolar マテリアウ・エスコラール

体操服 Roupa de ginástica ホウパ・ジ・ジナスチカ

集金袋 E n v e l o p e d e エンヴェロッペ・デ・コント

contribuição mensal リプイン・メンサウ

ぞうきん Pano de chão パンノ・ジ・シャンオ

てさげ袋 Sacola サコーラ

帰る用意をしましょう Vamos preparar para ir ヴァモス・プレパラル・パラ

embora ・イール・エンボーラ.

明日の持ち物は～です Traga amanhã os トラーガ・アマニャン・オス・セ

seguintes materiais ～ ギンテス・マテリアイス～.

忘れずに持ってきましょう Traga sem falta. トラーガ・セン・ファウタ

ノートに書きましょう。 Vamos tomar nota no ヴァモス・トマール・ノッタ・ノ

caderno de recado. ・カデルノ・ジ・ヘカード.

もう一度言ってください Por favor,fale mais ポル・ファヴォール・ファー

uma vez. レ・マイス・ウマ・ヴェス

10 休み時間 No intervalo de aula ノ・インテルヴァーロ・デ
・アウラ

（日本語） （ポルトガル語）

教室 Sala de aula サーラ・ジ・アウラ

体育館 Ginásio esportivo ジナスィオ・エスポルチーヴォ

外 Fora フォーラ

トイレ Banheiro バニェイロ

遊ぶ Brincar ブリンカール

友達 Amigos アミーゴス
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いいですよ。 Vamos ヴァモス.

だめです。 Não posso ナォン・ポッソ.

ボールで遊んでいます Estou brincando de エストウ・ブリンカンド・ジ

bola. ・ボーラ.

～に行っていました。 Estava no～ エスターヴァ・ノ～

～と遊んでいました。 Estava brincando com エスタヴァ・ブリンカンド・

～ コン～

一緒に遊びましょう。 Vamos brincar? ヴァモス・ブリンカール？

何をして遊んでいますか？ Vocês estão brincando ヴォセス・エスタオン・ブリ

de quê？ ンカンド・ジ・ケ？

どこに行っていたのです Aonde você estava? アオンジ・ヴォセ・エスター

か？ ヴァ？

だれと遊んでいたのです Com quem você コン・ケン・ヴォセ・エスタ

か？ estava brincando? ヴァ・ブリンカンド？

11 給食 Almoço アウモッソ

（日本語） （ポルトガル語）

白衣 Avental アヴェンタウ

当番 Turno,Vez トゥルノ,ヴェス

給食室 Cozinha コズィンニヤ

手をきれいに洗いましょう。 Lave bem as mãos ラーヴェ・ベン・アス・マォス

用意をしましょう。 Vamos nos preparar. ヴァーモス・ノス・プレパラール

配りましょう。 Vamos distribuir. ヴァーモス・ジストリヴイール

準備 Preparação プレパラオ

食事中 Durante o almoço ドウランテ・オ・アウモッソ

食べる Comer コメール

スプーン Colher コリェール

お盆 Bandeja バンデージャ

はし Palitinho para comer パリチニョ・パラ・コメル

さら Prato プラット

いただきます。 Vou me servir. ヴォウ・ミ・セルヴィール.
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これが食べられません。 Não consigo comer isto ナォン・コンスィーゴ・
コメル・イス

おいしいですか？ Está gostoso? エスタッ・ゴストーゾ？

おかわりをしてもいいですか？ Posso repetir? ポッソ・ヘペチール？

食事の後 Após o almoço アポス・オ・アウモッソ

食器をかたづけましょう Vamos arrumar os ヴァモス・アホゥマール
pratos ・オス・プラットス

ごちそうさまでした Estou satisfeito. エストウ・サチスフェイト

明日は、給食がありません Amanhã não teremos アマニャン・ナォン・テ
merenda レーモス・メレンダ

明日は、お弁当がいります Amanhã favor trazer アマニャン・ファヴォール・

um lanche トラゼール・ウン・ランシェ

12 学校で日常使う用語
ア 児童会活動

（日本語） （ポルトガル語）

代表委員会 comitê de conferência コミッチ ジ コンフェレンシア

美化委員会 de limpeza ジ リンペザ

保健委員会 de segurança ジ セグランサ

体育委員会 de esportivo ジ エスポルチボ

給食委員会 de refeição ジ ヘフェイサオン

放送委員会 de divulgação ジ ジブガサオン

新聞委員会 de jornalístico ジ ジョルナリスチコ

図書委員会 de bibliotecário ジ ビブリオテオリオ

飼育委員会 de criação ジ クリアサオン

栽培委員会 de criar ジ クリアール

イ 校内設備

（日本語） （ポルトガル語）

玄 関 entrada エントラーダ

児童用入り口 entrada dos alunos エントラーダ ドス アルーノス

くつ箱 caixa de sapato カイシャジ ジ サポート
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階 段 escada エスカダ

教 室 classe クラッセ

屋 上 terraço テハッソ

校長室 diretoria ディレトリア

職員室 sala dos professores サーラ ドス プロフェッソーレス

保健室 enfermaria エンフェルマリア

放送室 sala de comunicação サーラ ジ アコムニカサオン

工作室 sala de artes técnicas サーラ ジ アルテス テクニカス

調理室 cozinha コジンニャ

音楽室 sala de música サーラ ジ ムージカ

視聴覚室 sala de projeção de filme ｻｰﾗ ジ プロジェサオン ジ フィラメ

図書室 biblioteca ビブリオテカ

理科室 sala de ciências サーラ ジ シエンシアス

理科準備室 laboratório ラボラトリオ

教材室 sala de materiais サーラ ジ マテリアイス

児童会室 sala de reunião de alunos サーラ ジ ヘウニアオン ジ アルーノス

給食室 quarto de mantimentos ファルト ジ マンチメントス

体育館 ginásio de esportes ジィナジオ デ コスポルテ

体育倉庫 depósito de material esportivo デポジット ジ マテリアウ エスポルチボ

運動場 campo カンポ

男子トイレ banheiro masculino バニュイロ マスクリノ

女子トイレ banheiro feminino パニュイロ フェミニノ

校 舎 prédio escolar プレジオ エスコラール

砂 場 pátio com areia パチオ コン アレイァ

プール piscina ピッシーナ
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ウ 学校の職員

（日本語） （ポルトガル語）

校 長 diretor ディレトル

教 頭 vice diretor ヴィセ ジレトール

先 生 professor プロフェソル

保健の先生 p r o f e s s o r d e プロフェッソル ジ エ
enfermaria ンフェルメイラ

事務員 servente セルヴェンチ

調理員 cozinheira コジンニェイラ

エ 道具、ものの名前

（日本語） （ポルトガル語）

掃除道具 material de limpeza マラリアウ ジ リンペザ

ほうき vassoura バソウラ

ばけつ balde バウデ

ぞうきん pano de chão バノ デ ション

モップ flanela de limpeza フランネロ ジ リンペザ

ちりとり pá パ

ごみ箱 lixo リッショ

黒 板 lousa ロウザ

チヨ一ク giz ジス

黒板消し apagador アポガドル

教科書 livro リブロ

ノート caderno カデルノ

ランドセル mochila モシラ

かばん mala マラ

ぼうし chapéu シャペウ

えんぴつ lápis ラッピス

けしごむ borracha ボハッシャ
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13 基本的な動詞、形容詞

（日本語） （ポルトガル語）

書 く escrever エスクレべル

消 す apagar アパガル

つかむ pegar ペガル

にぎる segurar セゲラル

お る dobrar ドブラル

聞 く ouvir オウビル

話 す conversar コンヴェルサル

歌 う cantar カンタル

笑 う rir ヒル

泣 く chorar ショラル

走 る correr コへル

歩 く andar アンダル

たたく bater バテル

調べる examinar エザミナル

まとめる juntar ジュンタル

考える pensar ペンサル

食べる comer コメル

飲 む beber ベベル

拾 う catar カッタル

捨てる jogar ジョガル

洗 う lavar ラヴァル

貸 す emprestar エンプレスタル

行 く ir イル

帰 る voltar ヴォルタル

開 く abrir アブリル

持 つ segurar セグラル
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履 く calçar カウサル

見 る ver ヴェル

寝 る dormir ドルミル

勉強する estudar エストウダル

買 う comprar コンプラル

美しい bonito ボニト

小さい pequeno ペケノ

大きい grande(largo) グランデ

深 い fundo フンド

浅 い raso ハーゾ

多 い muito ムイト

少ない pouco ポウコ

広 い largo ラルゴ

狭 い apertado アペルタド

うれしい contente コンテンテ

速 い rápido ハッピド

遅 い lerdo レルド

強 い forte フォルテ

弱 い fraco フラッコ

高 い alto アウト

低 い baixo バイショ

暑 い calor カロル

寒 い frio フソオ

重 い pesado ペザド

軽 い leve レヴェ

長 い comprido コンプリド

短 い curto クルト
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14 保健室で＝ Na Enfermaria ナ・エンフェルマリア

◎ どこが？ Aonde? アオンジ？
体の部分名 Partes do corpo humano パルテス・ド・コルポ・ウマーノ

（日本語） （ポルトガル語）

顔 rosto ホスト

頭 cabeça カベッサ

目 olho オーリョ

耳 orelha オレーリャ

はな nariz ナリース

口 boca ボッカ

のど garganta ガルガンタ

首 pescoço ペスコッソ

肩 ombro オンブロ

むね peito ペイト

うで braço ブラッソ

はら barriga バヒーガ

背中 costas コスタス

腰 quadril クワドリウ

手 mão マオン

ひざ joelho ジョエーリョ

足 pé ペー

かかと calcanhar カウカニャル

◎どうしたの？＝ O que voc tem? オ・ケ・ヴォセ・テン？

（日本語） （ポルトガル語）

病気 Doenças ドエンサス

いたい Dor ドール

つらい Cansaço カンサッソ

だるい Fadiga ファジーガ
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熱がある Tenho febre テニョ・フェーブレ

気持ちが悪い Estou me sentindo mal. エストウ・メ・センチンド・マウ

暑い Quente ケンチ

寒い Frio フリオ

せきが出る Tenho tosse テニョ・トッセ

かぜ気味 Estou resfriado エストウ・ヘスフリアード

けが Machucado マシュカード

.ころんだ Tropecei トロペセイ

～から落ちた Caí da ～ カイ・ダ～

～にぶつかった Bati em～ バチ・エン

ひねった Torci トルスィー

～にかまれた Fui mordido por～ フィ・モルジド・ポル～

すりきず Arranhão アハニャオン

切りきず Corte コルテ

ねんざ Distensão muscular ジステンサォン・ムスクラール

Nenza

やけど Queimadura ケイマドゥーラ

◎会話コーナー

（日本語） （ポルトガル語）

体の具合が悪くなりました。 Estou me sentindo mal. エストウ・メ・センチンド・マウ.
どうしたらよいですか？ O que eu faço? オ・ケ・エウ・ファッソ？

保健室へ行きなさい Vá a enfermaria ヴァ・ア・エンフェルマリア

トイレに行きなさい Vá ao banheiro ヴァ・アオ・バニェイロ

家に帰った方がよいです melhor ir embora para エ・メリョール・イール・
casa. エンボーラ・パラ・カーザ.

病院に行った方がよいです melhor ir ao hospital. エ・メリョール・イール
・アオ・オスピタウ.

家の人に迎えにきてもらい Vou pedir para os seus ヴォウ・ペジール・パラ・
ましょう pais virem buscar. オス・セウス・パイス・ヴ

ィレン・ブスカール.



- 21 -

１５ 授業中＝ Durante a aula ドウランテ・ア・アウラ

◎基本単語

（日本語） （ポルトガル語）

先生 Professor プロフェソール

友達 Amigos アミーゴス

わたし Eu エウ

教科書 Livro didático リーヴロ・ジダッチコ

ノート Caderno カデルノ

鉛筆 Lápis ラッピス

けしごむ Borracha ボハーシャ

体操服 Roupa de ginástica ホウパ・ジ・ジナスチカ

内ズック Sapatilha サパチーリャ

教室 Sala de aula サーラ・ジ・アウラ

体育館 Ginásio de esportes ジナージオ・ジ・エスポルチス

音楽室 Sala de música サーラ・ジ・ムーズィカ

職員室 Sala dos professores サーラ・ドス・プロフェソーレス

ろうか Corredor コヘドール

トイレ Banheiro バニェイロ

玄関 Entrada エントラーダ

国語 Língua pátria リングァ・パートリア

算数 Matemática マテマッチカ

理科 Ciêcias スィエンスィアス

社会 Estudos Sociais エストゥードス・ソスィアイス

生活 Cotidiano コチジアーノ

図画工作 Desenho , Artes デゼーニョ、アルテス

体育 Educação física エドゥカソン・フィーズィカ

音楽 Música ムーズィカ

道徳 Educação Moral エドゥカソン・モラウ
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◎会話コーナー

（日本語） （ポルトガル語）

わかりますか？ V o c ê e s t á ヴォセ・エスタッ・エンテンデンド？

entendendo

わかります。 Sim. Estou entendendo. スィン. エストウ・エンテンデンド.

わかりません。 Não entendi ナォン・エンテンジ

もう一度言って下さい。 Por favor,fale mais ポル・ファボール・ファーレ
uma vez. ・マイス・ウーマ・ヴェス.

.もう一度教えて下さい。 Por favor, ensine-me ポル・ファボール・エンスィ
outra vez. ーネ・オウトラ・ヴェス.

できましたか？ Já terminou? ジャ・テルミノウ？

できました。 Terminei. テルミネイ

まだできません。 Ainda não. アインダ・ナォン

これは何と読みますか？ Como se lê isso? コモ・セ・レ・イソ？

.～と読みます。 Lê-se assim～ レ・セ・アスイン～

疲れました。 Estou cansado. エストウ・カンサード

もう少しがんばりましょう Vamos esforçar mais ヴァモス・エスフォルサル
um pouco. ・マイス・ウン・ポウコ.

明日までの宿題です。 Esta é a lição de casa エスタ・エ・ア・リサオン・

para amanhã. ジ・カ-ザ・パラ・アマニャン



- 23 -

16 教科に必要な用語

ア 国語科に関する用語

（日本語） （ポルトガル語）

文 学 escrita エスクリッタ

読 書 leitura レイシラ

作 文 redação へダッソン

日 記 diário ジアリオ

辞 書 dicionário ジシオナリオ

詩 verso ヴェルソ

イ 算数科に関する用語

（日本語） （ポルトガル語）

数 números ヌーメロス

足 算 soma ソマ

引 算 subtração スビトラソン

長 さ comprimento コンプリメント

体 積 unidade de volume ウニダージ ジ ヴォルメ

容 積 volume ヴォルメ

重 さ peso プゾ

面 積 área アレア

三角形 Triângulo トリアングロ

長方形 Quadrado retângulo クアドラード ヘタングロ

正方形 quadrado クアドラード

円 círculo シルクロ

球 esfera エスフェラ

直 角 ângulo アングロ

かけ算 multiplicação ムウチプリカソン

わり算 divisão ジヴィゾン
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分 数 fração フラサオン

小 数 decimal デシアウ

た て horizontal オリゾンタウ

よ こ vertical ヴュルチカウ

ものさし medida de comprimento メジーダ ジ コンプリメント

計 算 cálculo カウクロ

式 cerimônia セリモ二ア

コンパス compasso コンパッソ

ウ 社会科に関する用語

（日本語） （ポルトガル語）

地 図 mapa マッパ

商 店 comércio コメルツオ

電 気 luz ルス

ガ ス gás ガス

国 país パイス

県 província プロビンシア

市 cidade シダ―ジ

農 業 agricultura アグリクウツラ

漁 業 pesca ペスカ

工 業 indústria インドウストリア

商 業 comércio コメルシオ

交 通 trânsito トランジット

新 聞 jornal ジオルナル

電 話 telefone テレフォネ

山 montanha モンタ二ャ

川 rio ヒオ

池 lago ラゴ
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畑 roça ホッサ

歴 史 história イストリア

文 化 cultura クウトウラ

国 旗 bandeira de país バンディラ ジ パイス

エ 理科に関する用語

（日本語） （ポルトガル語）

植 物 planta プランタ

根 raiz ハイス

葉 folha フォリア

茎 caule カウレ

種 子 semente セメンチ

昆 虫 inseto インセト

動 物 animal アニマウ

光 brilho プリリオ

空 気 ar アル

乾電池 bateria elétrica バテリア エレトリカ

磁 石 imã イマ

太 陽 sol ソウ

発 芽 broto プロト

おしべ estame エスタメ

めしべ pistilo ピスチロ

花 粉 pólen ポレン

て こ alavanca アラバンカ

でんぶん fécula フエクラ

酸 素 oxigênio オキシジェニオ

二酸化炭素 gás carbônico ガス カルボニコ

北極星 estrela polar エストラ ポラー



- 26 -

オ 音楽に関する用語

（日本語） （ポルトガル語）

リズム ritmo ヒンチモ

歌 música ムージカ

拍 子 compasso コンパッソ

楽 器 instrumento de música インストウルメント ジ ムージカ

伴 奏 acompanhamento アコンパ二ャメント

オルガン orgão オルガン

ピアノ piano ピアノ

リコーダー flauta フル一タ

合 唱 coro コーホ

カ 図画工作科に関する用語

（日本語） （ポルトガル語）

粘 土 solao ソラオン

クレヨン creon クレオン

絵 desenho デゼン二

形 forma フォルマ

色 cor コル

材 料 material マテリアウ

はさみ tesoura テゾウラ

糊 cola コラ

描 く pintar ピンタール

作 る fazer ファゼル

デザイン desenho デゼンニョ

絵の具 material de pintura マテリアラ ジ ピントウラ

作 品 obra オプラ

版 画 gravura グラブラ
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彫 る cingelar シンゼラール

削 る afiar アフィアール

切 る corta コルタ

キ 家庭科に関する単語

（日本語） （ポルトガル語）

針 agulha アゲリア

縫 う coser(costurar) コセール(コストウラール)

ミシン máquina de costurar マキナ デ コスツラル

栄 養 nutrição ヌトウリサオン

食 品 alimentos アリメントス

野 菜 verdura ヴェルドウラ

卵 ovo オヴォ

洗 濯 lavar ラバール

食 器 louça da mesa ロウサ ダ ミザ

清 掃 limpar リンパール

日常着 roupa ホウパ

エプロン avental アヴェンタウ

米 飯 arroz cozido アホース コジード

料 理 culinária クリナリア

配 膳 distribuição ジストウリプイサオン

照 明 luz ル一ス

家 族 família ファミリア

ク 体育科に関する単語

（日本語） （ポルトガル語）

運 動 exercício エゼルツッシオ

体 操 ginástica ジナスチカ

ゲーム jogo ジオゴ
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勝 敗 vitória ou derrota ヴィトリア オウ デホータ

ボール bola ボーラ

マット colchão de segurança コルシャオン デ セグランサ

鉄 棒 bastão バスタオン

跳 箱 caixa para pular カイシャ パラ プルラール

縄跳び corda de pular コルタ ジ プラー

走り幅跳び salto em comprimento サウト エン コンプリメント

走り高飛び cálculo de altura カウクーロ ジ アウトウラ

水 泳 natação ナタソン

かけっこ corrida コヒダ

リレー revezamento ヘヴェザメント

フオークダンス dança ダンサ
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17 学校行事用語 50音順

（あ行）

（日本語） （ポルトガル語）

１年生を迎える会 Recepção de boas vindas da nova 1ªsérie.

一日入学 Dia de experiência da vida escolar

稲刈り学習 Ceifa do arroz

岩倉祭り Festival de Iwakura

運動会 Gincana esportiva

運動会準備 Preparação do Undokai [Festa esportiva]

運動能力体力診断テスト Teste de Habilidade e Resistência Física

海の日 Dia do Mar

演劇鑑賞会 Dia de apreciação de um espetáculo artístico

遠足 Excursão (Trazer marmita)

遠足予備日 Dia de reserva da excursão

オーケストラ鑑賞 Apreciação de orquestra

音楽発表会（市内） Apresentação Musical da Cidade

大掃除 Limpeza geral

（か行）

（日本語） （ポルトガル語）

夏季休業日 Início das férias de verão

家庭訪問 1日目 Visita às famílias dos alunos[1º dia]

書き初め Iniciação à escrita com pincel

学級個人懇談会 R e u n i ã o d o p r o f e s s o r c o m o s p a i s
(individual/coletiva)

学級写真 Foto da Classe

学芸会 Festival de teatro

学校行事 Atividades da escola
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学校年間計画 Plano anual da Escola

学校訪問 Visita do orientador geral da educação à escola.

学習発表会 Apresentação Artística da escola

学年末休業日 Férias de primavera.

眼科検診 Exame de Vista

休日 Folga

給食開始 Início do almoço escolar

給食開始 Reinício da merenda escolar

給食最終日 Último dia de refeição escolar

給食試食会 Reunião para experimentar a merenda

給食終了 Término da merenda escolar

教育実習開始 Início das aulas com estagiários

教育実習終了 Fim das aulas com estagiários

寄生虫検査 Exame de parasita (Fezes)

勤労感謝の日 Dia de gratidão ao trabalho.

ぎょう虫検査 Exame de oxiúro (Parasita)

ぎょう虫配布 Entrega do celofane para exame de oxiurose

行事予定 Programa de atividade

クラブ作品展 Exposição de trabalhos realizados nos clubes

クラブ見学３年 Demonstração das atividades do clube(3ª série)

クラブ発表会 Festa de apresentação das atividades do clube

クラブ活動最終日 Último dia de atividades do clube

敬老の日 Dia do idoso (feriado)

建国記念の日 Dia da fundação nacional (feriado)

憲法記念日 Dia da Constituição (Feriado)

検尿（２回目） Exame de urina 2º fase.

検便（２回目） Exame de fezes 2º fase.

検尿回収 Recolhimento de urina à exame



- 31 -

検便回収 Recolhimento de fezes à exame

見学学習 Visita de estudo

交流給食 Refeição junto com outras séries.

こどもの日 Dia da Criança (Feriado)

コンサート Concerto

コンピュータ Computador

個人懇談会 Reunião individual dos pais com o professor

交通安全教室 Aula de Segurança no Trânsito

講演会 Palestra

国民の休日 Dia do Cidadão (Feriado)

ゴミゼロ運動 Atividade de limpeza

（さ行）

（日本語） （ポルトガル語）

書写競技会 Concurso de Caligrafia

収穫祭 Festa das colheitas

就学時検診 Teste Vocacional

就学時健康診断 Exame médico prévio dos calouros do próximo ano

修学旅行（6年） Viagem dos formandos ( 6ª série)

修了式 Cerimônia de encerramento das aulas

秋分の日 Dia de equinócio de outono(feriado)

終業式１学期 Cerimônia de Encerramento do Período escolar.

終業式２学期 Cerimônia de encerramento do 2º Quadrimestre

終業式 Cerimônia de encerramento das aulas

終了式 Cerimônia de encerramento das aulas

集金日 A cobrança das despesas

出校日 Dia de comparecimento à escola

春分の日 Equinócio de primavera (feriado)

職員研修日 Estágio de professores.
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始業式 Cerimônia de Início das aulas

始業式２学期 Cerimônia de Início do 2º Quadrimestre

始業式３学期 Cerimônia de Início do 3º Trimestre

市内水泳大会 Campeonato municipal de natação

市民祭り Festival da cidade

指導主事訪問日 Visita do orientador geral da educação à escola

視力検査 Exame de vista.

歯科 Exame dentário

歯科検診 Exame Odontológico

色覚検査 Exame de daltonismo

心臓検診 Exame médico cardíaco

心電図 Eletrocardiograma

新入学児保護者会 Reunião de pais de novos alunos

新任式、始業式，入学式 Ceremônia inaugural do novo ano letivo e nomeaçao dos professores

ジフテリア・破傷風予防接種（６年） vacinação de difteria e tétano (6ª série)

授業参観 Observação da aula pelos pais

授業参観・学級懇談会 Dia de Observação da aula pelos pais

授業参観（全） Apresentação das aulas para os pais(todas as séries)

児童総会 Reunião plenária dos alunos

耳鼻咽喉科検診 Exame Otorrinolaringológico

耳鼻科 Exame de otorrinolaringologia

自宅学習 estudam em casa

自転車教室 Aula de bicicleta: Demonstração de andamento de bicicleta

人権意見発表会 Declaração de opiniões dos direitos humanos.

スポ－ツテスト Teste de capacidade esportiva

水泳検定 Exame de classificação de natação

成人の日 Dia da maioridade (feriado)

全校登校日 Dia obrigatório de ir a escola (todos os alunos da escola)
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総合学習 Estudos gerais

卒業式予行 Ensaio da cerimônia de formatura

卒業式準備 Preparação da cerimônia de formatura

卒業式 Cerimônia de formatura

卒業生を送る会 Festa de despedida da 6ª série.

（た行）

（日本語） （ポルトガル語）

体育の日 Dia da Educação Física

体力テスト Exame de capacidade física

対面式 Cerimônia da apresentação da 1ª série.

短縮日課 Horário abreviado de aula

田植え Aula de plantar o arroz.

代替休日 Dia de reposição do feriado.

中学校入学説明会 Explicação aos pais de ingressantes ao Ginásio.

聴力検査 Exame de potência auditiva

地区別活動 Atividade por bairros

ツベルクリン接種 Vacinação anti tuberculose/ Teste tuberculínico

ツベルクリン反応 (1 年 ) Teste de tuberculina(1ªséries)

ツベルクリン判定 Declaração do teste de tuberculina

通学班集会 Grupos de tráfego escolar

通学班集会（集団下校） Atividade por bairros [A saída da escola em grupo]

通学路クリーン作戦 Embelezamento da zona escolar

天皇誕生日 Aniversário do imperador (feriado)

冬季休業日 Férias de inverno.

（な行）

（日本語） （ポルトガル語）

夏休み Férias de verão
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夏休み作品展 Exposição dos trabalhos realizados nas férias de verão

内科 Exame de medicina interna

内科検診 Exame Clínico

苗床作り Construção do canteiro de arroz.

野外学習（５年） Curso de férias no campo(5ª série)

入学式 Cerimônia de Ingresso escolar

尿検査 Exame de urina

二種混合接種（６年） Dia de Vacinação Dupla

日本脳炎接種（４年） Vacinação Encefalitis Japonesa

日曜学級 Dia de aula no domingo

年度 Ano

（は行）

（日本語） （ポルトガル語）

歯みがき教室 Aula de escovar dentes

春休み Férias de primavera

発育測定 Medir o crescimento físico.

避難訓練 Exercícios de salvamento e refúgio

ＢＣＧ予防接種 Vacinação BCG

ＰＴＡ総会 Reunião de P.T.A[Associação dos pais e professores].

振替休日 Feriado substituto

冬休み Férias de Inverno

風疹接種 Vacinação de rubéola

文化の日 Feriado nacional Dia da Cultura

プールのある日 Dia de piscina

プール開き Abertura das piscinas

プール清掃 Limpeza da piscina

プラネタリウム（５年） Estudo no Planetário (5ª série)
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奉仕活動（６年） Atividade beneficente(6ªsérie)

（ま行）

（日本語） （ポルトガル語）

マス釣り大会 Dia de pesca

マラソン大会 Competição de maratona.

みどりの日 Dia do Verde

餅つき準備 Preparação de Omochitsuki.[Preparar afazer massa de arroz]

（や行）

（日本語） （ポルトガル語）

野外活動（５年） Acampamento de Estudos (5ªséries)

４時間授業 Dia com 4 horas de aula

（ら行）

（日本語） （ポルトガル語）

離任式 Despedida dos professores

陸上記録会 Dia de campeonato de atletismo do município.

臨海学校（6年） Curso de verão em praia(6ª série)

両親学級 Aula com participação dos pais

レントゲン Radiografia

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ希望調査 Coleta de candidatos a tirar radiografia

ろう下ワックスがけ Passar a cera no corredor.
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18 保健関係用語 50音順

（あ行）

（日本語） （ポルトガル語）

あせも brotoeja ブロトエージャ

アトピー性皮膚炎 dermatite atópica デルマチッチ アトーピカ

アレルギー性鼻炎 rinite alérgica ヒニッチ アレルジカ

胃炎 gastrite ガストゥリッチ

咽頭炎 faringite ファリンジッチ

咽喉炎 laringite ラリンジッチ

エイズ AIDS アイジス

おたふく caxumba, parotidite カシュンバ／パロチディッチ

（か行）

（日本語） （ポルトガル語）

回虫 lombriga ロンブリーガ

関節炎 artrite アルトゥリッチ

外耳炎 otite externa オチッチ エステルナ

気管支炎 bronquite ブロンキッチ

狭心症 angina do peito アンジーナ ド ペイト

結核 tuberculose トゥベルクローゼ

結膜炎 conjuntivite コンジュンチヴィッチ

月経 mestruação メンストゥルアサン

下痢 diarréia ジアヘイア

口内炎 estomatite, afta エストマチッチ／アフィタ

高血圧 hipertensão ヒーペルテンサン

骨折 fratura de osso フラトゥーラ ジ オッソ
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（さ行）

（日本語） （ポルトガル語）

歯周病 gengivite,piorréia ジェンジヴィッチ／ピオヘイア

湿疹 eczema, エキゼーマ

歯肉炎 gengivite ジェンジヴィッチ

食中毒 intoxicação alimentar イントクスィカサン アリメンタール

心不全 insuficiência cardíaca インスフィスィエンスィア カルジーアカ

神経痛 neuralgia ネウラウジーア

腎臓 rins ヒンス

蕁麻疹 urticária ウルチカーリア

痔 hemorróidas オモホイダス

頭痛 encefalite, dor de cabeça エンセファリッチ／ドール ジ カベッサ

精神分裂 esquizofrênia. エスキゾフレニーア

前立腺肥大 inflamação na próstata インフラマサン ナ プロスタタ

喘息 asma アズマ

（た行）

（日本語） （ポルトガル語）

脱臼 deslocamento da articulação デスロカメント ダ アルティクラサン

蓄膿症 empiema エンピエーマ

中耳炎 otite média オチッチ メージア

虫垂炎 apendicite アペンディスィッチ

腸閉塞 contração dos intestinos コントゥラサン ドス インテスティーノス

椎間板ヘルニア hérnia de disco エルニア ジ ジスコ

低血圧 hipotensão ヒポテンサン

てんかん epilepsia エピレプスィーア

糖尿病 diabetes ジアベッチ
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（な行）

（日本語） （ポルトガル語）

内耳炎 otite interna オチッチ インテルナ

にきび acne アクニ

尿道炎 uretrite ウレトゥリッチ

妊娠 gravidez グラヴィデース

寝違え torcicolo トルスィコーロ

捻挫 torsão トルサン

ノイローゼ neurose ネウローゼ

（は行）

（日本語） （ポルトガル語）

肺炎 pneumonia ピネウモニーア

白内障 catarata カタラッタ

はしか sarampo サランポ

破傷風 tétano テタノ

ヒステリー histeria イステリーア

貧血 anemia アネミーア

鼻炎 rinite ヒニッチ

風疹 rubéola フベーオラ

腹膜炎 peritonite ペリトニッチ

不整脈 arritmia cardiovascular アヒチミーア カルジオヴァスクラール

ヘルペス herpes エルペス

扁桃腺炎 amigdalite アミグダリッチ

便秘 prisão de ventre プリザン ジ ヴェントゥリ

膀胱炎 cistite スィスティッチ
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（ま行）

（日本語） （ポルトガル語）

水ぼうそう catapora カタポーラ

水虫 pé de atleta ペ ジ アトゥレッタ

虫歯 cárie カーリエ

むち打ち concussão コンクッサン

メニエール病 síndrome de Menière スィンドゥローメ ジ メニエーレ

ものもらい conjuntivite, tersol コンジュンチヴィッチ／テルソウ

（や行）

（日本語） （ポルトガル語）

火傷 queimadura ケイマドゥーラ

腰痛 dor de coluna ドール ジ コルーナ

（ら行）

（日本語） （ポルトガル語）

緑内障 glaucoma グラウコーマ

肋間神経痛 neuralgia das costelas ネウラウジーア ダス コステーラス


