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１．もじ 

きまり 

ローマ字を かく もじは ラテンもじです。大もじ（おおもじ）と 小もじ（こもじ）が そ
れぞれ ２６こ ありますが、ふつうの かきかたで つかうのは １９こ だけです。 

よむ もじには かざりが ついていますが、かく もじは やさしく かける ように なっ
ています。そのため、よむ もじと かく もじは すこし みためが ちがいます。小もじの a 

と g は かたちも ちがいます。かきじゅんの きまりは ありません。 

よむ もじ 

 

かく もじ 

 



 

2 

よむ もじには、かざりつけの ちがいなどに よって、いろいろな みための ものが あ
ります。 

 

【１】＿＿ に はいる もじを かきなさい。 

おしまいの ページを コピーして そこに こたえを かきましょう。 

(1) A B C ＿＿ E F ＿＿  (2) H ＿＿ J K L ＿＿ N 
(3) O P Q ＿＿ S ＿＿ U  (4) V ＿＿ X ＿＿ Z 
(5) a ＿＿ c d ＿＿ f g  (6) ＿＿ i j ＿＿ l m n 
(7) o ＿＿ q r ＿＿ t u  (8) v ＿＿ x y ＿＿ 
(9) ＿＿ ＿＿ C D ＿＿ F G  (10) ＿＿ I J ＿＿ L M ＿＿ 
(11) ＿＿ ＿＿ Q R ＿＿ T ＿＿  (12) V W X Y ＿＿ 
(13) ＿＿ b c ＿＿ e f ＿＿  (14) h ＿＿ j k l ＿＿ ＿＿ 
(15) ＿＿ p q ＿＿ s ＿＿ ＿＿  (16) v w x ＿＿ z 
(17) A B ＿＿ D E ＿＿ G  (18) H I ＿＿ K L M N 
(19) a b ＿＿ d e ＿＿ g  (20) h i ＿＿ k ＿＿ m n 

 

【２】小もじを 大もじに なおしなさい。 

(1) a b c  (2) w y z  (3) d g o  (4) i n p 
(5) e h t  (6) k m r  (7) s u z  (8) f j x 

 

【３】大もじを 小もじに なおしなさい。 

(1) X Y Z  (2) B K T  (3) D G P  (4) H N U 
(5) E M S  (6) C I R  (7) A F O  (8) J L W 
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２．ふつうの 音 

きまり（１） 

あ い う え お 

a i u e o 
か き く け こ 

ka ki ku ke ko 
さ し す せ そ 

sa si su se so 
た ち つ て と 

ta ti tu te to 
な に ぬ ね の 

na ni nu ne no 
ローマ字を よんだり かいたり する ときは、ことばの 音を かんがえます。たとえば、 

ka は「か」の 音を あらわしています。よむときは ka を「か」の 音で よみ、かくと
きは「か」の 音を ka と かきます。 

きまりには ほうそくが あります（ヒントは たてと よこ）。 

【１】ローマ字を よみなさい。 

(1) i  (2) o  (3) ue  (4) ie 
(5) aki  (6) koe  (7) eki  (8) usi 
(9) asa  (10) uta  (11) inu  (12) tuki 
(13) uso  (14) tako  (15) niku  (16) kitune 
(17) kinoko  (18) toti  (19) tokei  (20) sekai 
(21) teinei  (22) keisatu  (23) taiiku  (24) tesuto 
(25) tonakai 
 

【２】ローマ字で かきなさい。 

(1) え  (2) した  (3) くさ  (4) なつ 
(5) あか  (6) うち  (7) そと  (8) きた 
(9) にし  (10) かお  (11) ネコ  (12) あし 
(13) イカ  (14) つくえ  (15) おかし  (16) タヌキ 

(17) スイカ  (18) たけのこ  (19) にせさつ  (20) あおおに 

(21) ちかてつ  (22) せいと  (23) けいかく  (24) たいくつ 

(25) ネクタイ 
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きまり（２） 

は ひ ふ へ ほ 

ha hi hu he ho 
ま み む め も 

ma mi mu me mo 
や  ゆ  よ 

ya  yu  yo 
ら り る れ ろ 

ra ri ru re ro 
わ    を 

wa    o 
「を」の 音は「お」の 音と おなじなので o に なっています。 

【３】ローマ字を よみなさい。 

(1) hako  (2) hune  (3) mori  (4) haru 
(5) mati  (6) risu  (7) yoru  (8) yama 
(9) wani  (10) musi  (11) oheso  (12) kiiro 
(13) sumire  (14) kusuri  (15) hotaru  (16) hiyoko 
(17) niwatori  (18) himawari  (19) katatumuri  (20) yukiorosi 
(21) rika  (22) rekisi  (23) himitu  (24) memo 
(25) raito 

【４】ローマ字で かきなさい。 

(1) はた  (2) みち  (3) ほね  (4) トラ 
(5) ユリ  (6) かわ  (7) ゆめ  (8) むら 
(9) クマ  (10) ひも  (11) おしろ  (12) ヤモリ 

(13) ゆかた  (14) まつり  (15) かみきれ  (16) もちつき 

(17) しあわせ  (18) ふるさと  (19) むり  (20) よてい 

(21) やさい  (22) へいわ  (23) やくそく  (24) ワルツ 

(25) カメラ 
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きまり（３） 

が ぎ ぐ げ ご 

ga gi gu ge go 
ざ じ ず ぜ ぞ 

za zi zu ze zo 
だ ぢ づ で ど 

da zi zu de do 
ば び ぶ べ ぼ 

ba bi bu be bo 
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ 

pa pi pu pe po 
「ぢ」の 音は「じ」の 音と おなじなので zi に なっています。 

「づ」の 音は「ず」の 音と おなじなので zu に なっています。 

【５】ローマ字を よみなさい。 

(1) ido  (2) nizi  (3) geta  (4) kabe 
(5) ebi  (6) ude  (7) zaru  (8) bara 
(9) itigo  (10) ekubo  (11) suzume  (12) enogu 
(13) kozeni  (14) hidari  (15) aozora  (16) nakibeso 
(17) yukidaruma  (18) kaigi  (19) zidai  (20) seibutu 
(21) piano  (22) garasu  (23) pazuru  (24) poribukuro 
(25) puropera 

【６】ローマ字で かきなさい。 

(1) みぎ  (2) ヘビ  (3) つぼ  (4) かげ 

(5) ブタ  (6) こども  (7) ヒツジ  (8) はなぢ 

(9) ヒトデ  (10) はらぺこ  (11) ザリガニ  (12) みずうみ 

(13) みかづき  (14) かがく  (15) こくご  (16) さばく 

(17) かいぞく  (18) だいがく  (19) ゼロ  (20) ベル 

(21) ピエロ  (22) ポスト  (23) グルメ  (24) パスタ 

(25) プリズム 
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３．はねる 音 

きまり 

はねる音 

n 
はねる 音（ん）は、n と かきます。ただし、つぎの 音が「あ」「い」「う」「え」「お」

「や」「ゆ」「よ」の ときは、n の うしろに きる しるし（’）を いれます。 

【１】ローマ字を よみなさい。 

(1) tanbo  (2) hanko  (3) otenba  (4) sanma 
(5) konbu  (6) remon  (7) pengin   (8) ninzin 
(9) renkon  (10) hon’ya  (11) gin’iro  (12) en 
(13) kiken  (14) dango  (15) sanpo  (16) tenki 
(17) giron  (18) denpa  (19) henka  (20) anzen 
(21) kanpai  (22) sinbun  (23) zen’in  (24) hankati 
(25) tontinkan 

 

【２】ローマ字で かきなさい。 

(1) うどん  (2) おんな  (3) てんぷら  (4) リンゴ 

(5) メロン  (6) パンダ  (7) ダイコン  (8) トンカツ 

(9) ほん  (10) びん  (11) せんろ  (12) でんわ 

(13) じかん  (14) たんい  (15) かんばん  (16) せんせい 

(17) おんがく  (18) えんとつ  (19) きんえん  (20) ペン 

(21) ヒント  (22) レンズ  (23) パンや  (24) トンネル 

(25) ナンセンス 
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４．つまる 音 

きまり 

つまる音 

kk ss tt pp 

つまる音（っ）は、つぎの 音の はじめの もじを かさねて かきます。たとえば、つぎ
の 音が「か」なら、ka の はじめの もじ k を かさねて kka に します。つぎの 音
が「ぽ」なら、po の はじめの もじ p を かさねて ppo に します。 

がいこくごから はいってきた ことばは、gg, zz, dd などに なる ことも あります。 

つまる音が ことばの おしまいに ある ときは、きる しるし（’）を かきます。 

【１】ローマ字を よみなさい。 

(1) atti  (2) happa  (3) hoppeta  (4) totte 
(5) kitte  (6) rakko  (7) nikki  (8) rappa 
(9) teppen  (10) gakki  (11) zassi  (12) zettai 
(13) gattai  (14) zikken  (15) hatten  (16) a’ 
(17) uwa’  (18) roketto  (19) koppu  (20) potto 
(21) surippa  (22) poketto  (23) toranpetto  (24) baggu 
(25) bazzi 

          

【２】ローマ字で かきなさい。 

(1) こっち  (2) しっぽ  (3) カッパ  (4) いっち 

(5) きっぷ  (6) バッタ  (7) オットセイ  (8) ひっし 

(9) しっぱい  (10) せっけん  (11) はっけん  (12) なっとく 

(13) きっさてん  (14) ゆきがっせん  (15) おっ  (16) こらっ 

(17) ペット  (18) ヨット  (19) スキップ  (20) ロボット 

(21) スケッチ  (22) トラック  (23) コロッケ  (24) カスタネット 

(25) ベッド 
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５．のばす 音 

きまり 

のばす音 

â î û ê ô 
のばす音は a, i, u, e, o の 上に やまがた（^）を のせた もじで かきます。たとえ

ば、「あ」「か」「さ」などの 音を のばす ときは a の 上に ^  を のせて â に します。
「い」「き」「し」などの 音を のばす ときは i の 上に ^  を のせて î に します。「お」
「こ」「そ」などの 音を のばす ときは o の 上に ^  を のせて ô に します。 

î は もじの かたちに 気を つけて ください。 

【１】ローマ字を よみなさい。 

(1) kôri  (2) sîtake  (3) kôrogi  (4) yûyake 
(5) ôsama  (6) dorobô  (7) okâsan  (8) onîsan 
(9) otôsan  (10) yazirobê  (11) kûki  (12) hutû 
(13) sôzi  (14) singô  (15) kendô  (16) gakkô 
(17) pûru  (18) sukî  (19) barê  (20) gurôbu 
(21) kôhî  (22) têburu  (23) râmen  (24) sâkasu 
(25) erebêtâ 
 

 

【２】ローマ字で かきなさい。 

(1) とおり  (2) いもうと  (3) ヒイラギ  (4) オオカミ 

(5) おばあさん  (6) おじいさん  (7) おねえさん  (8) すもう 

(9) どうろ  (10) ようかい  (11) ばんごう  (12) たいふう 

(13) さんすう  (14) ひこうき  (15) ほうそう  (16) ゆうめい   

(17) ケーキ  (18) ボール  (19) スープ  (20) スピード 

(21) カーテン  (22) スケート  (23) サッカー  (24) スプーン 

(25) エスカレーター 
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６．ねじれる 音 

きまり 

きゃ きゅ きょ しゃ しゅ しょ 

kya kyu kyo sya syu syo 
ちゃ ちゅ ちょ にゃ にゅ にょ 

tya tyu tyo nya nyu nyo 
ひゃ ひゅ ひょ みゃ みゅ みょ 

hya hyu hyo mya myu myo 
りゃ りゅ りょ ぎゃ ぎゅ ぎょ 

rya ryu ryo gya gyu gyo 
じゃ じゅ じょ ぢゃ ぢゅ ぢょ 

zya zyu zyo zya zyu zyo 
びゃ びゅ びょ ぴゃ ぴゅ ぴょ 

bya byu byo pya pyu pyo 
「ぢゃ」の 音は「じゃ」の 音と おなじなので zya に なっています。 

「ぢゅ」の 音は「じゅ」の 音と おなじなので zyu に なっています。 

「ぢょ」の 音は「じょ」の 音と おなじなので zyo に なっています。 

【１】ローマ字を よみなさい。 

(1) kyabetu  (2) akatyan  (3) hyottoko  (4) zyagaimo 
(5) isya  (6) kyori  (7) zyosi  (8) syumi 
(9) kingyo  (10) tyokin  (11) ninzya  (12) syasin 
(13) tikyû  (14) byôbu  (15) sinzyu  (16) ryokô 
(17) syuzyutu  (18) denpyô  (19) kyôsitu  (20) myakuhaku 
(21) ryûkô  (22) syukudai  (23) zyakuten  (24) settyakuzai 
(25) hyôsyôzyô 

【２】ローマ字で かきなさい。 

(1) おちゃ  (2) こんにゃく  (3) しゃっくり  (4) ちょんまげ 

(5) にょろにょろ  (6) ばしょ  (7) まじょ  (8) にんぎょ 

(9) じゅもん  (10) どりょく  (11) うちゅう  (12) ぎゅうにゅう 

(13) びょういん  (14) しゅりけん  (15) きょうかしょ  (16) りゅうひょう 

(17) きゅうけい  (18) ぎゃくてん  (19) はっぴょう  (20) たんじょうび 

(21) ひゃっかてん  (22) デビュー  (23) ケチャップ  (24) キャラメル 

(25) ミュージカル 
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７．ひとつだけの ものの なまえ 

きまり 

人の なまえの ように、ひとつ だけの ものの なまえは、はじめの もじを 大もじに し
ます。 

人の なまえに「さん」「くん」などを つける ときは、「さん」「くん」などを きりはな
します。ニックネームの「まあくん」「さっちゃん」などは きりはなしません。 

「町」「村」などの なまえは、「町」「村」などを つなぎ（-）で つなぎます。 

かいしゃの なまえの「かぶしき がいしゃ」は Kk.  と みじかく かく ことも ありま
す。 

【１】ローマ字を よみなさい。 

(1) Yamamoto  (2) Hirosi  (3) Mariko  (4) Nippon 
(5) Huransu  (6) Pôrando  (7) Tyûgoku  (8) Yôroppa 
(9) Tôkyô  (10) Nagoya  (11) Gunma-ken  (12) Sapporo-si 
(13) Hokkaidô  (14) Kyûsyû  (15) Taiheiyô  (16) Huzisan 
(17) Saitô Makoto  (18) Makoto Kun  (19) Mâkun 
(20) Midoriyama Higasi Syôgakkô  (21) Yoyogi Kôen   
(22) Okada Denki Kk.  (23) Heian zidai 
(24) Nippon Maru  (25) Poti 

 

【２】ローマ字で かきなさい。 

(1) たかはし  (2) さんしろう  (3) ななこ  (4) インド 

(5) ドイツ  (6) ベトナム  (7) かんこく  (8) アフリカ 

(9) おおさか  (10) よこはま  (11) きょうとふ  (12) あさひむら 

(13) とうほく  (14) しこく  (15) ほっきょくかい  (16) びわこ 

(17) いのうえ さちこ  (18) さちこ さん  (19) さっちゃん 

(20) あおぞら ようちえん  (21) なりた こくさい くうこう 

(22) ふれあい かいかん  (23) えど じだい 

(24) しんかんせん のぞみ  (25) タマ 
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８．すうじ 

きまり 

ものの かずを かぞえる ときに つける ことば などは、よむ とおりに かきます。ふ
つうは すうじと つなぎ（-）で つなぎますが、きりはなしても かまいません。 

⽇づけは、「年」を n. 、「月」を gt. 、「⽇」を nt. の ように、みじかく かく こと
も できます。 

お⾦の「円」は、はじめの もじを 大もじに して、En と かきます。 

かずが ちいさい ときは、すうじを つかわないで、よむ とおりに かいても かまいま
せん。 

【１】ローマ字を よみなさい。 

(1) 3-nen  (2) 2-kumi  (3) 4-kai  (4) 99-ten 
(5) 60-ko  (6) 70-mai  (7) 15 nin  (8) 1-tyôme 
(9) dai 7 kai  (10) 2-hon  (11) 1-pon  (12) 3-bon 
(13) 9-zi  (14) 45-hun  (15) 30-byô  (16) 2011 n. 
(17) 8 gatu  (18) 29 nt.  (19) 100-masu keisan 
(20) hana 1-monme  (21) 9 mêtoru  (22) 300 En 
(23) hitori  (24) hutatu  (25) sanbiki 

 

【２】ローマ字で かきなさい。 

(1) ４ねん  (2) １くみ  (3) １５ばん  (4) ７０まい 

(5) ５こ  (6) ８にん  (7) ３ばんち  (8) ５ねんせい 

(9) だい３かい  (10) １ぽん  (11) １２ひき  (12) ３ぱつ 

(13) ６じ  (14) １７ふん  (15) ごご３じ  (16) ２０１７年 

(17) ３月３⽇  (18) １００てん まんてん  (19) こさじ ２はい 

(20) １００メートル きょうそう  (21) ２００グラム  (22) １０円 

(23) ひとつ  (24) ふたり  (25) さんちょうめ 
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９．もう ひとつの かきかた 

きまり 

ローマ字には もう ひとつの かきかたが あります。ふつうの かきかたと ほとんど お
なじですが、いくつかの 音の かきかたが ちがいます。 

し しゃ しゅ しょ 

shi sha shu sho 
ち ちゃ ちゅ ちょ 

chi cha chu cho 
じ／ぢ じゃ／ぢゃ じゅ／ぢゅ じょ／ぢょ 

ji ja ju jo 
つ ふ   

tsu fu   
はねる 音は n ですが、b, m, pの まえの とき だけ m に します。つぎの 音と 

くぎる しるしは、きる しるし（’）の かわりに つなぎ（-）に する ことも あります。 

つまる 音は ch の まえの とき だけ t  に します。 

のばす 音を あらわす しるしは やまがた（^）の かわりに よこせん（¯）に する こ
とも あります。ī を つかわないで ii に する ことも あります。 

ふたつの かきかたを まぜては いけません。 

【１】ローマ字を よみなさい。 

(1) sushi  (2) shamisen  (3) shuriken  (4) shokku 
(5) Chiba  (6) ocha  (7) Chūgoku  (8) chokin 
(9) niji  (10) ninja  (11) jumon  (12) majo 
(13) tsunami  (14) futon  (15) kombu  (16) samma 
(17) tempura  (18) kin-en  (19) pan-ya  (20) zasshi 
(21) atchi kotchi  (22) rāmen  (23) Niigata  (24) gēmu 
(25) Tōkyō 

【２】ふたつの かきかたが まざっているのは どれですか？ 

(1) a. mitsubachi  b. mitubachi  c. mitubati 
(2) a. josi  b. joshi  c. zyosi 
(3) a. Fujisan  b. Huzisan  c. Hujisan 
(4) a. ninzya  b. ninjya  c. ninja 
(5) a. chūrippu  b. tyûrippu  c. cyūrippu 
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１０．まとめ 

ふつうの かきかた 

あ い う え お や ゆ よ 

a i u e o ya yu yo 
か き く け こ きゃ きゅ きょ 

ka ki ku ke ko kya kyu kyo 
さ し す せ そ しゃ しゅ しょ 

sa si su se so sya syu syo 
た ち つ て と ちゃ ちゅ ちょ 

ta ti tu te to tya tyu tyo 
な に ぬ ね の にゃ にゅ にょ 

na ni nu ne no nya nyu nyo 
は ひ ふ へ ほ ひゃ ひゅ ひょ 

ha hi hu he ho hya hyu hyo 
ま み む め も みゃ みゅ みょ 

ma mi mu me mo mya myu myo 
ら り る れ ろ りゃ りゅ りょ 

ra ri ru re ro rya ryu ryo 
が ぎ ぐ げ ご ぎゃ ぎゅ ぎょ 

ga gi gu ge go gya gyu gyo 
ざ じ ず ぜ ぞ じゃ じゅ じょ 

za zi zu ze zo zya zyu zyo 
だ ぢ づ で ど ぢゃ ぢゅ ぢょ 

da zi zu de do zya zyu zyo 
ば び ぶ べ ぼ びゃ びゅ びょ 

ba bi bu be bo bya byu byo 
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ ぴゃ ぴゅ ぴょ 

pa pi pu pe po pya pyu pyo 
わ    を    

wa    o    
� はねる音：n または n’（sinbun, kin’iro ） 

� つまる音：kk, ss, tt, ppなど（happa, nekko） 

� のばす音：â, î, û, ê, ô（okâsan, otôsan, onîsan） 
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もう ひとつの かきかた 

あ い う え お や ゆ よ 

a i u e o ya yu yo 
か き く け こ きゃ きゅ きょ 

ka ki ku ke ko kya kyu kyo 
さ し す せ そ しゃ しゅ しょ 

sa shi su se so sha shu sho 
た ち つ て と ちゃ ちゅ ちょ 

ta chi tsu te to cha chu cho 
な に ぬ ね の にゃ にゅ にょ 

na ni nu ne no nya nyu nyo 
は ひ ふ へ ほ ひゃ ひゅ ひょ 

ha hi fu he ho hya hyu hyo 
ま み む め も みゃ みゅ みょ 

ma mi mu me mo mya myu myo 
ら り る れ ろ りゃ りゅ りょ 

ra ri ru re ro rya ryu ryo 
が ぎ ぐ げ ご ぎゃ ぎゅ ぎょ 

ga gi gu ge go gya gyu gyo 
ざ じ ず ぜ ぞ じゃ じゅ じょ 

za ji zu ze zo ja ju jo 
だ ぢ づ で ど ぢゃ ぢゅ ぢょ 

da ji zu de do ja ju jo 
ば び ぶ べ ぼ びゃ びゅ びょ 

ba bi bu be bo bya byu byo 
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ ぴゃ ぴゅ ぴょ 

pa pi pu pe po pya pyu pyo 
わ    を    

wa    o    
� はねる音：n または n- または m（shimbun, kin-iro） 

� つまる音：kk, ss, tt, pp など、または ssh, tch, tts（kitte, atchi） 

� のばす音：ā, ī, ū, ē, ō または ii（okāsan, otōsan, oniisan） 
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１１．ローマ字 かるた 
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１２．よみもの（１） 
 

HAIKU 
 
Huruike ya kawazu tobikomu mizu no oto. 

 
Sizukasa ya iwa ni simiiru semi no koe. 

（松尾芭蕉） 

 
Suzume no ko soko noke soko noke ouma ga tôru. 
 
Yuki tokete mura ippai no kodomo kana. 

（小林⼀茶） 
 
Kaki kueba kane ga naru nari Hôryûzi. 
 
Donguri no tomo ni hakaruru otiba kana. 

（正岡子規） 

 
 

NIWATORI 
 

Uti no niwatori 
Kokekokko. 
 
Tonari no niwatori 
Kokekokko. 
 
Dandan 
Akaruku natte kita. 
 
Minasan 
Ohayô 
Kokekokko 
Sôra, ohisama dete kita zo. 

（山村暮鳥）



 

 

 


