
在日フィリピン人児童のための算数教材　　　『割り算マスター・日本語クリアー』

27課 / Lesson 27 / Leksyon 27

ようご と ぶん / Words and phrases / Mga Salita

ようご Words Mga salita
いろいろな various ibat ibang

はん、ぱん (counter for the number of group of people) Gamit na bilang sa paggugrupo
 o pangkat

はい (counter for the volulme with glass, cup) gamit sa dami  ng kung ilang tasa 

りょう amount dami

おもさ heaviness / how heavy bigat

ぶん Phrases Grupo ng mga salita

いろいろな　ぶんしょうだい Various math problems ibat ibang math formula

1ぱんに　なんまい How many pieces for 1 group Ilang piraso sa 1 pangkat?

７はいに　わけると、
１ぱいの　りょうは
なんdl になりますか。

How many dl will be in 1 cup when you
divide it into 7 cups?

Kapag hinati sa 7 tasa, ilang dl ang dami
ng isang tasa?

１この　おもさは　なんｇ
ですか。

How many grams is one piece? Ilang gramo ang bigat ng isang piraso?

（注）塗り潰し部分は「ものの数え方」に関する日本語です。
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 「全部の数÷分ける人数」で「一人分の数」を求める問題 

   ５にんで おなじかずずつ わけると ひとりぶんは 

①４５まいの かみを ５にんで おなじかずずつ わけると、 

  ひとりぶんは なんまいに なりますか。 

 （しき） 

 （こたえ） 

 

②４８ほんの えんぴつを ６にんで おなじかずずつ わけると、 

  ひとりぶんは なんぼんに なりますか。 

27 いろいろな ぶんしょうだい①  等分除 

１ 

（しき） 

 （こたえ） 

 

③５６この あめを ７にんで おなじかずずつ わけると、 

  ひとりぶんは なんこに なりますか。 

（しき） 

 （こたえ） 
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 「全部の数÷分ける人数」で「一人分の数」を求める問題で「人」ではない場合① 

   １ぱんに なんまい 

２ 

①４５まいの かみを ５はんに おなじかずずつ くばると、 

  １ぱんに なんまい くばれますか。 

 （しき） 

 （こたえ） 

 

②２７ほんの ほうきを ３つのくみに おなじかずずつ くばると、 

  １つのくみに なんぼん くばれますか。 

   （しき） 

 （こたえ） 

 

③１００にんの こどもを 

バス４だいに おなじかずずつ のせると、 

  １だいに なんにん のりますか。 

 （しき） 

  （こたえ） 
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「全部の数÷分ける人数」で「一人分の数」を求める問題で「人」ではない場合② 

   ６ぽんに わけると、 １ぽんの ながさは 

３ 

①２４ｃｍの テープを おなじ ながさずつ ６ぽんにわけると、 

  １ぽんの ながさは なんｃｍになりますか。 

 （しき） 

 （こたえ） 

②２８ｄℓの みずを おなじ りょうずつ ７はいに わけると、 

  １ぱいの りょうは なんｄℓになりますか。 

 （しき） 

 （こたえ） 

 

③５００ｇの ねんどを おなじ おもさずつ ５こに わけると、 

  １この おもさは なんｇですか。 

 （しき） 

 （こたえ） 
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 「全部の数÷分ける人数」で「一人分の数」を求める問題で余りがある場合 

   ひとりぶんは なんまいに なって、なんまい あまりますか。 

４ 

①３８まいの かみを、４にんで おなじかずずつ わけると、 

ひとりぶんは なんまいに なって、なんまい あまりますか。 

（しき） 

 （こたえ） 

 

②４８まいの かみを ５はんに おなじかずずつ くばると、 

  １ぱんに なんまい くばれて、なんまい あまりますか。 

 （しき） 

 （こたえ） 

 

③２８ほんの ほうきを ３つのくみに おなじかずずつ くばると、 

  １つのくみに なんぼん くばれて、 

  
  なんぼん あまりますか。 

 （しき） 

 （こたえ） 
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