ローマ字 あいうえお

ローマ字 手ほどき（１）練習問題の こたえ
2017-02-15

１．もじ
【１】(1)

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

(3) ウエ (4) イエ (5) アキ (6) コエ (7) エキ
(8) ウシ (9) アサ (10) ウタ (11) イヌ (12) ツキ (13) ウソ
(14) タコ (15) ニク (16) キツネ (17) キノコ (18) トチ (19) トケイ
(20) セカイ (21) テイネイ (22) ケイサツ (23) タイイク (24) テスト
(25) トナカイ
【２】(1) e (2) sita (3) kusa (4) natu
(5) aka (6) uti
(7) soto (8) kita (9) nisi (10) kao (11) neko (12) asi
(13) ika (14) tukue (15) okasi (16) tanuki (17) suika
(18) takenoko (19) nisesatu (20) aooni (21) tikatetu
(22) seito (23) keikaku (24) taikutu (25) nekutai
【３】(1) ハコ (2) フネ (3) モリ (4) ハル (5) マチ (6) リス (7) ヨル
(8) ヤマ (9) ワニ (10) ムシ (11) オヘソ (12) キイロ (13) スミレ
(14) クスリ (15) ホタル (16) ヒヨコ (17) ニワトリ (18) ヒマワリ
(19) カタツムリ (20) ユキオロシ (21) リカ (22) レキシ (23) ヒミツ
(24) メモ (25) ライト
【４】(1) hata (2) miti (3) hone (4) tora (5) yuri (6) kawa
(7) yume (8) mura (9) kuma (10) himo (11) osiro
(12) yamori (13) yukata (14) maturi (15) kamikire
(16) motituki (17) siawase (18) hurusato (19) muri
(20) yotei (21) yasai (22) heiwa (23) yakusoku (24) warutu
(25) kamera
【５】(1) イド (2) ニジ (3) ゲタ (4) カベ (5) エビ (6) ウデ (7) ザル
(2)

オ
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(8) バラ (9) イチゴ (10) エクボ (11) スズメ (12) エノグ (13) コゼニ
(14) ヒダリ (15) アオゾラ (16) ナキベソ (17) ユキダルマ (18) カイギ
(19) ジダイ (20) セイブツ (21) ピアノ (22) ガラス (23) パズル
(24) ポリブクロ (25) プロペラ
【６】(1) migi (2) hebi (3) tubo
(4) kage (5) buta
(6) kodomo (7) hituzi (8) hanazi (9) hitode (10) harapeko
(11) zarigani (12) mizuumi (13) mikazuki (14) kagaku
(15) kokugo (16) sabaku (17) kaizoku (18) daigaku
(19) zero (20) beru (21) piero (22) posuto (23) gurume
(24) pasuta (25) purizumu
３．はねる 音
【１】(1) タンボ

(2)

ハンコ

(3)

オテンバ

(4)

サンマ

(5) コンブ
(10) ホンヤ
(15) サンポ
(20) アンゼン

(6) レモン (7) ペンギン (8) ニンジン (9) レンコン
(11) ギンイロ (12) エン (13) キケン (14) ダンゴ
(16) テンキ (17) ギロン (18) デンパ (19) ヘンカ
(21) カンパイ (22) シンブン (23) ゼンイン (24) ハンカチ
(25) トンチンカン
(2) onna (3) tenpura (4) ringo (5) meron
【２】(1) udon
(6) panda (7) daikon (8) tonkatu (9) hon (10) bin
(11) senro (12) denwa (13) zikan (14) tan'i (15) kanban
(16) sensei (17) ongaku (18) entotu (19) kinen (20) pen
(21) hinto (22) renzu (23) pan'ya (24) tonneru
(25) nansensu
４．つまる 音
【１】

(1)

アッチ

(2)

ハッパ

(3)

ホッペタ

(4)

トッテ

(5)

キッテ

(6) ラッコ (7) ニッキ (8) ラッパ (9) テッペン (10) ガッキ
(11) ザッシ (12) ゼッタイ (13) ガッタイ (14) ジッケン (15) ハッテン
(16) アッ (17) ウワッ (18) ロケット (19) コップ (20) ポット
(21) スリッパ (22) ポケット (23) トランペット (24) バッグ
(25) バッジ
【２】(1) kotti (2) sippo
(3) kappa (4) itti (5) kippu
(6) batta (7) ottosei (8) hissi (9) sippai (10) sekken
(11) hakken (12) nattoku (13) kissaten (14) yukigassen
(15) o' (16) kora' (17) petto (18) yotto (19) sukippu
(20) robotto (21) suketti (22) torakku (23) korokke
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(24) kasutanetto

(25) beddo

５．のばす 音
【１】(1) コーリ

(2)

シータケ

(3) コーロギ (4) ユーヤケ (5) オーサマ
(8) オニーサン (9) オトーサン
(12) フツー (13) ソージ (14) シンゴー
(17) プール (18) スキー (19) バレー
(22) テーブル (23) ラーメン

(6) ドロボー (7) オカーサン
(10) ヤジロベー (11) クーキ
(15) ケンドー (16) ガッコー
(20) グローブ (21) コーヒー
(24) サーカス (25) エレベーター
【２】(1) tôri (2) imôto
(3) hîragi (4) ôkami (5) obâsan
(6) ozîsan (7) onêsan (8) sumô (9) dôro (10) yôkai
(11) bangô (12) taihû (13) sansû (14) hikôki (15) hôsô
(16) yûmei (17) kêki (18) bôru (19) sûpu (20) supîdo
(21) kâten (22) sukêto (23) sakkâ (24) supûn
(25) esukarêtâ
６．ねじれる 音
【１】(1) キャベツ

(3) ヒョットコ (4) ジャガイモ
(5) イシャ (6) キョリ (7) ジョシ (8) シュミ (9) キンギョ
(10) チョキン (11) ニンジャ (12) シャシン (13) チキュー
(14) ビョーブ (15) シンジュ (16) リョコー (17) シュジュツ
(18) デンピョー (19) キョーシツ (20) ミャクハク (21) リューコー
(22) シュクダイ (23) ジャクテン (24) セッチャクザイ
(25) ヒョーショージョー
【２】(1) otya (2) konnyaku
(3) syakkuri (4) tyonmage
(5) nyoronyoro (6) basyo (7) mazyo (8) ningyo
(9) zyumon (10) doryoku (11) utyû (12) gyûnyû
(13) byôin (14) syuriken (15) kyôkasyo (16) ryûhyô
(17) kyûkei (18) gyakuten (19) happyô (20) tanzyôbi
(21) hyakkaten (22) debyû (23) ketyappu (24) kyarameru
(25) myûzikaru
(2)

アカチャン

７．ひとつだけの ものの なまえ
【１】(1) ヤマモト

(3) マリコ (4) ニッポン (5) フランス
(6) ポーランド (7) チューゴク (8) ヨーロッパ (9) トーキョー
(10) ナゴヤ (11) グンマケン (12) サッポロシ (13) ホッカイドー
(14) キューシュー (15) タイヘイヨー (16) フジサン (17) サイトー マコト
(2)

ヒロシ
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(19) マークン (20) ミドリヤマ ヒガシ ショーガッコー
ヨヨギ コーエン (22) オカダ デンキ カブシキ ガイシャ
ヘイアン ジダイ (24) ニッポン マル (25) ポチ
【２】(1) Takahasi (2) Sansirô
(3) Nanako (4) Indo (5) Doitu
(6) Betonamu (7) Kankoku (8) Ahurika (9) Ôsaka
(10) Yokohama (11) Kyôto-hu (12) Asahi-mura (13) Tôhoku
(14) Sikoku (15) Hokkyokukai (16) Biwako
(17) Inoue Satiko (18) Satiko San (19) Sattyan
(20) Aozora Yôtien (21) Narita Kokusai Kûkô
(22) Hureai Kaikan (23) Edo zidai (24) Sinkansen Nozomi
(25) Tama
(18)
(21)
(23)

マコト クン

８．すうじ
【１】(1) ３ネン

(3) ４カイ (4) ９９テン (5) ６０コ
(6) ７０マイ (7) １５ニン (8) １チョーメ (9) ダイ７カイ (10) ２ホン
(11) １ポン (12) ３ボン (13) ９ジ (14) ４５フン (15) ３０ビョー
(16) ２０１１ネン (17) ８ガツ (18) ２９ニチ (19) １００マス ケイサン
(20) ハナ １モンメ (21) ９メートル (22) ３００エン (23) ヒトリ
(24) フタツ (25) サンビキ
【２】(1) 4-nen
(2) 1-kumi (3) 15-ban (4) 70-mai (5) 5-ko
(6) 8-nin (7) 3-banti (8) 5-nensei (9) dai 3-kai (10) 1-pon
(11) 12-hiki (12) 3-patu (13) 6-zi (14) 17-hun
(15) gogo 3-zi (16) 2017-nen（ 2017 n. でもいい）
(17) 3-gatu 3-ka（ 3 gt. 3 nt. でもいい） (18) 100-ten manten
(19) kosazi 2-hai (20) 100-mêtoru kyôsô (21) 200-guramu
(22) 10 En (23) hitotu (24) hutari (25) santyôme
(2)

２クミ

９．もう ひとつの かきかた
【１】(1) スシ

(2)

シャミセン

(3)

シュリケン

(4)

ショック

(5)

チバ

(6) オチャ (7) チューゴク (8) チョキン (9) ニジ (10) ニンジャ
(11) ジュモン (12) マジョ (13) ツナミ (14) フトン (15) コンブ
(16) サンマ (17) テンプラ (18) キンエン (19) パンヤ (20) ザッシ
(21) アッチ コッチ (22) ラーメン (23) ニーガタ (24) ゲーム
(25) トーキョー
【２】(1) b
(2) a (3) c (4) b (5) c
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