
その１ 仮名遣い

１ 基本的な仮名遣い

１．直音（清音・濁音・半濁音）

雨 赤 馬 道 村 羽根 寿司 部屋

車 桜 夜明け 祭り 垣根 名前

太鼓 記憶 トナカイ 石油 煙 塗り絵

初雪 稲刈り 会話 読み聞かせ クラス会

夏休み 待合室 生野菜 南向き

家具 古着 落語 小川 速度

湖 名簿 時代 随筆

土鍋 元手 ガラス張り ゆで卵

こいのぼり 鏡開き 外来語

麦畑 水しぶき 炭火焼き

曇り空 腕時計 地獄谷

ポスト ピアノ パルプ ペチカ ピラフ

ポプラ パスタ ポテト プリズム

パノラマ プログラム プラモデル パイプ

スケート コーヒー ケーキ レーザー スピード



２．拗音・拗濁音・拗半濁音

許可 百薬 配慮 祝日

直立 客席 脈拍 主食

努力 着色 如来 樹海

略歴 ニュース トリュフ シュート おもちゃ

魚雷 蛇口 手術 逆戻り

ミュージカル チューナー 助手 天邪鬼

技術者 脚立 デビュー ピューマ

若輩者 事務所 芍薬 リキュール



３．撥音

鉛筆 場面 天女 根拠 パンダ

新幹線 順序 アンパンマン 伝言

ピンポン ペンギン ジャンプ こんにゃく

腕白 観覧車 座布団 盆踊り

乾杯 懇談会 瞬間 湾曲

ギャング 南極 回覧板 ジョギング

進歩 美術館 コンピュータ チャンピオン



４．促音

錯覚 キッチン ポケット リラックス 熱心

出発 きっかけ 達筆 褐色

チャット 鉄筋 石灰岩 出席者

百貨店 ヒュッテ リュック 圧迫

活発 チュニック ケチャップ 白虎隊

音楽会 作曲家 著作権

全国区 洗濯機 医学界 敵国



※ 助詞「ヲ 「ハ 「ヘ」の書き方」 」

こんばんは やむを□得ぬ ここへ□おいで

東へ□向かう 本を□読む 春は□あけぼの

文句を□言うな 母は□強し わたしから□あなたへ



５．長音の書き表し方

おばあさん なあに おじいさん 柊

警察 形成 あかんべえ やじろべえ

高校 用意 ろうそく 道路 普通

弁当 要領 放送 早朝

投入 中流 紹介 旅行

習慣 夕焼け 野球 工業 幸運

病院 中東 上下 誘導

包丁 望遠鏡 工事中 調子

優勝 強調 太平洋 報道

表情 暴風雨 湯豆腐 毛筆

報酬 講習 宗教 爬虫類

ゾウ ヒョウ コウモリ 蝶 九官鳥

サトウキビ えんどう豆 トウモロコシ 茗荷

労働 教育 誕生 救急車

交響曲 招待状 調味料

盲導犬 教科書 発表 両方

堂々たる 仰々しい 超能力

竜宮城 鍾乳洞 設ける



評する 生ずる 問う 整う 通う

迷う 厭う 漂う 乞う 行き交う

潤う 争う 閏年 未曽有 不運

やるだろう 行こうよ わかるでしょう 遊ぼう

見ましょう できそうだ 預けよう 歩こうね

添うように やり直そう 考えよう おはよう

ずうっと 問うた 若人 素人 仲人

久しゅう 大きゅう



※ オ列長音（長音符を使うか「オ」を添えるかの判断）

十日 頬紅 扇 往来 頬白

コウノトリ 箒星 広小路 峠

催し 妹 通り雨 遠回り 逢瀬

大手門 追手門 横行 大台

雄々しい 女王 登竜門 大相撲

応接間 王道 大通り 旺盛

黄金 横着 押印 大笑い

頬かぶり 大晦日 大昔 到来物

香の物 向こう見ず 畏れ多い 待ち遠しい

やり通す 尊い 隠しおおせる 放り出す

通せんぼ 神戸港 待ちぼうけ 親孝行

遠吠え 大袈裟 鸚鵡 往生

覆い隠す 氷砂糖 八日間 お送り



６ 「ジ ズ ジャ ジュ ジョ」と「ヂ ヅ ヂャ ヂュ ヂョ」．

図鑑 糠漬け 布地 就中

缶詰 杯事 路地 お小遣い

許嫁 気短 稲妻 恥

地盤 蹄 相槌 頭脳 合図

字面 傷付く ちりぢり 東屋

礎 渦巻き 埋み火 上澄み

数珠 鷲掴み 愛想尽かし 言伝て

奥付 裏付ける 頷く 後付け

息遣い 石突き 図々しい 上積み

縁続き 茶筒 鶉豆 折鶴

折詰 深爪 徒然 緋縮緬

悪知恵 親子連れ 頬杖 でずっぱり

手作り品 仏頂面 固唾を□呑む

組んず□ほぐれつ 一途な□思い



２ その他の仮名遣い

１．外来語・外国語

ティッシュ ファンファーレ パラグァイ デュエット

ヴィヴァルディ フュージョン コンチェルト

カンツォーネ シミュレーション ツェッペリン

ファンタジー フォワード コミュニティ フェミニン

アポストロフィ エキジビション ドビュッシー

シェパード ジェンナー トゥモロウ ウォッカ

クォーツ クィック ツァラトゥストラ ジュネーヴ

スィート フョードル ダヴィンチ グァテマラ

ボディガード インタヴュー ウィークリー

ボーヴォワール ラヴェル ツィゴイネルワイゼン

カルテット クァルテット フェルト フエルト

カタピラー キャタピラー ベートーベン

ベートーヴェン エカテリーナ エカチェリーナ

エルサレム イェルサレム インスリン インシュリン

エンターテーナー エンターテイナー ヴォーカル

ボーカル ウインドー ウィンドウ



２．擬声語・擬態語・嘆声など

あかあか こつこつ さらさら パラパラ

ゲロゲロ ぐだぐだ あんぐり ギョロリ

キャンキャン ぐにゃぐにゃ ちょろちょろ

ぺちゃくちゃ ぽっかり にゅるっと べっとり

ぬらり□くらり アップ□アップ けちょん□けちょん

カアカア カーカー きゃあきゃあ ニャアニャア

ザアザア わあん ひいひい ギイギイ

じいんと ぐいぐい じいっと メエメエ

ええん ぜえぜえ ぬうっと クウン キャーキャー

ガオー コケコッコー ホーホケキョ ピーヒョロロ

ピューピュー ドオーン ギャアー ヒョーン

ヴォオオン にょろ～～り バァーーーー ゴオ

グワーッ オホホホホ イヒヒヒヒヒヒ

ガアアアアアアアアン ぎゅうっと ぎゅううっと

ぴっっかぴか ぐううううう



３．方言

うっつぁしなぃ 仕事さ□行がんにぇ
い

おもしぇ□話 あんじょう きつう□おます

買うてんか しゃーないなあ ちゃう

はよ□見とぉみ よおけ なんぎやなぁ

行こみゃあ んだんずな

４．特殊音点字を用いても書き表せない文字

ワﾞイオリン ヰﾞオロン ヰﾞクトリア ヱﾞスヰﾞア



５．固有名詞の仮名遣い

天童市 東御市 近江 遠江

郡山市 下総 上総 木更津

会津 焼津 柳津町 舞鶴
まち

安土城 小千谷 綴喜郡 和泉市

伊豆 出雲 鹿角市 小豆郡

八頭郡 宍道湖 赤穂市 武生

丹生郡 秋保□温泉 静子 太田

夕子 幸田□文 麻生□太郎 加寿子

千寿子 上野□千鶴子 十市氏□系図

かづ子 なほ子 かをり 相田□みつを ゆふ子

いづみ こう子 ちう みう まんのう町
ちよう

ヲルガン座 よしゑ カツヱ 旅館□き乃ゑ

ヱスビー□食品 オータ□薬局

かほり□ゑてがみ□教室 たかはし□あゐぞめ店

小野□まんぢゅう店 ブルドック□ソース レガシィ

ゼクシィ シヤチハタ キユーピー ビック□カメラ



〈参考〉６．歴史的仮名遣い ７．現代文中に引用された漢文

庵 位 仰ぐ をかし かなしう

閑かさや□岩に□しみ入る□蝉の□声

幾山河□越えさり行かば□寂しさの□終てなむ□国ぞ□今日も□旅□

ゆく

レバ ヘ シ ヒ

有備無憂 → 有 備 無 憂
レ レ

レテ リ

国破山河在 → 国破 山河在



その２ 数字

１ 数の書き方

１０ ２０５ 七百六 八千三十四

２０１９ ３７９８ ２０００ 三千億

８２９７５ ６０００４ １２９８７４６５, , , ,

１４３６ ００５ ５２１３３. . .

１ ５ ３ ４
７

６ ９ ８ 11

幾千 数十 何千 何百 数百万 何千億

三、四百万 六十五、六 二千七、八 百十六、七

百七、八十 二千二、三百 九万八千五、六百

'０８ '６５

※ 位取り点を使い、数全体を一つの数符に続けて表記する書き方練習

６５８０００ １２９８７４６５, , ,



２ 数を含む言葉の書き方

１． 数字を漢字音で発音する場合

一升瓶 一石□二鳥 ２両目

二人□三脚 三羽烏 四天王

五人囃子 七福神 八分丈

二十四節気 ４７都道府県 ７２０ミリリットル

１５００メートル走 百万□都市

一千万人 御三家 二等辺□三角形

四捨□五入 ２０何年 一流品

３５００ウォン 三連休 ５０アンペア

１割 １２ラウンド ３２インチ

四六判 三寒□四温 三々五々

一方的 一大事 ご一行様 二の腕

二の舞 五目寿司 七輪 八方□美人

村八分 十手持ち 十二分 百人力
じゅうにぶん

千石船 千枚漬け 五・一五□事件 七五調



※ 同じ語を点字では数字と仮名に書き分ける例、墨字の書き方が違って

も点字では同じ書き方をする例

午後□一時 一時的な□問題

コピーを□一部□とる 一部の□人の□意見

一面の□銀世界 朝刊□一面の□記事

一円しか□ない 関東□一円の□地域

三千二百五十 ３千２５０ ３２５０

一万人 １０,０００人

はじめの□いっぽ はじめの□一歩



２．数字を和語読みする場合

一安心 二日酔い 三毛猫 三つ編み

四つ角 四つ葉 五つ星 七光

七曲り 八重桜 八つ切り 単四

八目□鰻 ７歳児 四畳半

四輪□駆動 三味線 二 親
ふたおや

３．外国語の読みをする場合

３アウト ８ビート ラッキー□７

サイボーグ□００９ ００７は□二度□死ぬ



４．地名や人名などの固有名詞

十勝川 八ヶ岳 九十九里浜

四万十川 三軒茶屋 六本木

九谷焼 五木の□子守歌 三宅島

八丁堀 十返舎□一九 三四郎

倉田□百三 二位の□尼 六角堂

五条□大橋 伊豆□七島 知床□五湖

５．電話番号などの書き方

０３ ５０００ １１１１代表□電話□□ － －

５Ａ １８２０９０２職員□番号□□ －



その３ アルファベット

１ 文字として書き表す場合

CM OPEC JTB UFO TDL

NASA UNESCO cm kg KW５０ ３ １

９７０ １０ □１hPa MHz mRNA Vol.

１５７ シャツ 型 組 字形O T AB B V

軸 会 法 順X OB PL ABC

席 級 局 盤 化S A TV CD IT

□８時 □メール □リーグ □東海AM E J JR

□放送 太郎 □マイナスFM Q Rh

□ターン ５ □１ 線上の□アリアU W H G

E.T. Y M C A L C CD-ROM映画□ ・ ・ ・ ／

□の□悲劇 □とは□何かY X

※ ローマ数字の書き方練習

コロナ□マーク□ 類Ⅱ Ⅲ

ⅡＢ数学□



２ 語や文を書き表す場合

ON OFF in Kyoto HIROSHIMA□と□ □東京

United Nations Security Council□ □ □

Global Radium bank orange化 線 メガ 絞りたての□

Danke schön München Purée Café au lait□ □ □

C. S. J. S. Bach□ □ルイス □ □

Long, long ago, there was a fox.□ □ □ □ □ □

□ □が□もてはやされて□いるoil free

□は□ □と□ □から□なる□合成語ですSMOG SMOKE FOG

□は□ □ □ □の□意味ですVIP Very Important Person



第２章のまとめ（短文点訳）

カッコウは□カッコー□カッコーと□鳴きます。

ザアザアと□大粒の□雨が□降り出した。

牛乳を□飲んで□カルシウムを□摂りましょう。

チューリップと□レンゲソウが□大好きです。

トウバンジャンは□四川□料理に□欠かせない。

室生□犀星は□金沢の□生まれです。

そんな□こと□ゆう□わけ□ないよ。

四国□四県には□四つの□空港が□ある。

ラーメン□一杯で□お腹□一杯に□なった。

一番が□一番□いいとは□かぎらない。

二十四日から□二十日間に□わたって□開催□します。



ソウル□五輪が□間近に□迫って□きました。

手術の□五日後に□四人部屋へ□移った。

食パン□１斤は□約□４００ｇ□です。

Ｔ・Ｐ・Ｏ□を□考えた□身だしなみを。

政局は□風雲□急を□告げる□状況だ。

夜通し□降り続いた□雨が□ようやく□止んだようだ。

話の□合間に□相槌を□入れたり□頷いて□くれたり□すると□会話が

□はずみます。

凍りつくように□寒い□公園に、□三日月が□透き通る□光を□投げか

けて□いた。

持病の□頭痛に□悩まされながらも、□我慢強い□お母さんは□年中□

働き詰めだ。



ジャコウウシは□ゾウの□祖先□マンモスと□同時代を□生き抜いて□

きた。

キュウリや□ピーマンの□シャキシャキ□した□食感を□楽しむ。

ディナーの□メイン□ディッシュは、□ロシア風□ギョウザと□鱈の□

白ブドウ酒蒸しでした。

三輪車に□乗った□坊やを□大通りの□十字路で□見かけた。

新鮮な□秋刀魚を□七輪で□ジュウジュウ□焼くのが、□一番□おいし

い□食べ方です。

問□１と□問□２は□後回しに□して□問□３へ□進んだ。

四季の□美しさを□五七五の□十七音で□表現□する。

何百人もの□一段と□高鳴る□拍手に□応えて、□二人は□もう□いち

ど□テラスに□上がった。

２割引きで□１ｋｇ入り□７２０円の□小豆を□二袋□購入□しました。



勾配の□急な□九十九折りの□坂道を、□峠まで□２時間□４､５０分

□かけて□歩きました。

３月□１０日から□四日間、□真鶴□岬を□回り、□磯釣りや□船釣り

を□楽しんで□来ました。

ゴルゴ□１３を□読んでから□すっかり□とりこに□なり、□以来□二

十数年の□ファンです。

はじめは□わづか□十数個だった□灯りが□次第に□増え、□やがて□

何千と□いう□数に□なった。

千□二、三百段もの□石段を□一気に□駆け上がった□選手たちは、□

皆□一様に□跪くように□倒れ込んだ。

ＴＶ□番組の□感想を□Ｂ５判の□用紙に□書いて□ＮＨＫ□に□送っ

た。

□は□ □ □ □ □から□名付けらSuica Super Urban Intelligent Card

れた□ＩＣ□カードです。

□用品は□この□ 券では□お買い求めに□なれません。BABY Service

Ｍ大□ＯＢ□の□遠山□選手は□サッカー□リーグの□ＭＶＰ賞に□輝

いた。



読み誤りやすい漢字

猛者 灰汁 四股 知己 反故 投網 点前 市井

三和土 破綻 敷設 支度 好悪 統治 版図 為替

葛籠 意気地 息吹 健気 解熱 地道 伝播 暫時

漸次 杜撰 遵守 大書 熟柿 安穏 画策 巣窟

遂行 喪失 更迭 総帥 婉曲 従容 業腹 獰猛

耽溺 還俗 喧伝 脆弱 席巻 平生 嗅覚 根抵当

赤銅色 灰白色 愛弟子 野放図 句読点 土産物 お呪い

義捐金 羞恥心 女丈夫 九十九折り 傍迷惑 戸口□調査

悪口□雑言 呵々□大笑 国家□神道 該当□事項 疾病□保険

大仏□建立 各国□外相 開眼□法要 片言□隻語 弁える

気色ばむ 潔い 諾う 抗う 繕う 質す 目眩く

気圧される 解せない 忸怩たる□思い 思惑通り 清々しい

相応しい 奇しくも 祭りの□山車 非業の□最期

店晒しの□商品 衆生の□済度 金の□亡者 辞書の□凡例

示唆□する 読経□する 人口に□膾炙□する 笑いを□堪える

辣腕を□振るう 相好を□崩す 身を□粉に□する 気が□急く

あらぬ□方を□見る 罰が□あたる 口の端に□上る 本を□購う

帽子を□目深に□かぶる 言質を□取る 琴線に□触れる

甲高い□声 朱点を□点す 労を□労う 不興を□被る

ため息を□吐く 情が□強い 約束を□違える 喜びも□一入



文脈によって読みの異なる漢字

一途に□勉強□する 混迷の□一途を□たどる一途

百聞は□一見に□しかず 一見の□客一見

アメリカ□追従型□外交 お追従□笑い追従

手練の□業 手練□手管手練

富士□登山の□強力 強力な□エンジン 強力粉強力

一端を□担う 一端の□専門家一端

舞台の□上手 彼は□一枚□上手だ お世辞が□上手だ上手

半身浴 半身に□構える半身

気骨の□ある□人 気骨が□折れる気骨

三味線を□爪弾く 世間から□爪弾きに□される爪弾き

人気が□集まる 人気の□ない□夜道人気

音声□入力 大音声が□轟く音声

分別の□ある□人 ゴミの□分別分別

大勢の□人 大勢に□変化□なし大勢

努力を□認められる 手紙を□認める認める

細々と□暮らしを□立てる 細々と□準備□する細々

鎌倉□時代□末期 末期の□水末期



城を□攻め倦む 倦まずに□努力□する倦む

査察団の□一行 最後の□一行を□削る一行

よく□熟れた□柿 よく□熟れた□寿司熟れる

好事□魔□多し 好事家好事

暮らしを□支える 天井に□支える支える

一球□入魂 入魂の□間柄入魂

大事件が□出来□する その□作品は□出来が□良い出来

何の□造作も□ない 隠居所を□造作□する造作

予定が□詰って□いる 約束□違反を□詰る詰る

名代の□蕎麦屋 父の□名代を□務める名代

利益を□上げる ご利益が□ある利益

下手な□芝居 舞台の□下手 下手に□出る 下手人下手

身上話に□涙□する 身上持ち 身上□調査身上

身代を□崩す 身代金を□要求□される身代




