
◆よく使うことば・言い回しと望ましい表記一覧 頻出するもの

ことば 望ましい表記 ことば 望ましい表記

あいさつ あいさつ（×挨拶） けが けが（×怪我）

あて 例）あて名（×宛） けんか けんか（×喧嘩）

あらかじめ あらかじめ（×予め）

あるいは あるいは（×或いは） ご 御＋漢字　例）御飯、御中

注）ごあいさつ、ごべんたつは仮名

いかが いかが（×如何） ございます ございます（×御座います）

いずれ いずれ（×何れ） こども 子ども（×子供）

いたします 例）お願いいたします（×致します） ごみ ごみ（×ゴミ、塵、護美）

いただく ☆～していただく（×頂く） ころ ころ（×頃）

☆（物を）頂く（×戴く）

いったん 例）いったん決めたこと（×一旦） さい 例）８才

いまだ いまだorまだ（×未だ） ささいな ささいな（×些細な）

いろいろ いろいろ（×色々） さまざま 様々

うかがう 伺う（意見を聞く・訪問するの意味） しさい 子細（×仔細）

うちあわせ 打ち合わせor打合せ しつけ しつけ（×躾）

～してほしい ～してほしい

お 接頭語の「お」は常に仮名で しばらく しばらく（×暫く）

例）お願い、お礼、お祝い じゅうぶん 十分（×充分）

おいて ～において（×於いて） しゅし ☆趣旨（ねらい・目的・考え方）

おおむね おおむね（×概ね） 　例）趣旨を説明する

おかげ おかげ（×お蔭、お陰） ☆主旨（中心となる論旨）

おって 例）～は、おってお知らせします 　例）話の主旨

および 例）第１学年及び第２学年 しゅんこう しゅん工（×竣工）

おわび 例）おわび申し上げます（×お詫び） しんし 真し（×真摯）

か 例）三か年、五か月 ずいぶん ずいぶんorずい分（×随分）

かいしょ かい書（×楷書） すえおく すえ置く（×据え置く）

かつ かつor且つ すぐに すぐに（×直ぐに、直に）

かんがみる 事情をかんがみる（×鑑みる） すなわち すなわち（×即ち）

すべて すべて（×全て、総て）

きく 例）疑問についてきく（質問する）

きたんなく 忌たんなく（×忌憚なく） ぜいたく ぜいたく（×贅沢）

～ぎみ 例）風邪ぎみ、疲れぎみ せっかく せっかく（×折角）

きめ 例）月ぎめ（×月極） ぜんそく ぜん息（×喘息）

きゅうきょ 急きょ（×急遽）

きょうべん 教べん（×教鞭） ぞうきん 雑きん（雑巾）

きょうみしんしん 興味津々（×興味深々） そせい そ生、そせい（×蘇生）

そろえる そろえる（×揃える）

くず くず（×屑）　例）木のくず

ください ☆ください（×下さい） たち たち（×達）　例）子どもたち

　例）～してください ※熟字訓の「ともだち」は「友達」

☆下さい たばこ たばこ（×煙草）
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　例）お手紙を下さい ため ～のため（×為）

くりこす 繰り越すor繰越す　☆繰越金 だれ だれ（×誰）



ことば 望ましい表記 ことば 望ましい表記

ちなみに ちなみに（×因みに） ふさわしい ふさわしい（×相応しい）

ちょうだい ちょうだい（×頂戴） ふせん 付せん（×付箋）

ちょうど ちょうど（×丁度） ふよう ☆不用（⇔入用）　例）不用品

☆不要（⇔必要）　例）代金不要

つたない つたない（×拙い）

つづる つづる（×綴る）　☆つづり べんたつ べんたつ（×鞭撻）

つながる つながる（×繋がる、繫がる） へんとうせん へんとうせん（×扁桃腺）

つらい つらい（×辛い）

ほお ほお（×頬）

ていちょう 例）丁重なごあいさつ（×鄭重） ほど ☆ほど　例）３日ほど前

できる できる（×出来る） ☆程　例）後程

てすり てすり（×手摺） ほほえむ ほほえむ（×微笑む）

どうし 例）子ども同士、仲間同士 まじめ まじめ（×真面目）

とおり 例）次のとおり、従来どおり また また　例）～。また、～

とき 例）～とき、～。 または 又は　例）A又はB

ところ 例）～したところ、～。（×所） まで まで（×迄）

ども 例）私ども

ともに 例）～するとともに、～。 みいだす 見いだす（×見出す）

とらえる 例）要点をとらえる（×捉える） みぞう みぞう（×未曾有）

なお なお（×尚、猶） めいせき 明せき（×明晰）

なぜ なぜ（×何故） めいりょう 明りょう（×明瞭）

なついん なつ印（×捺印）

なにとぞ 何とぞorなにとぞ（×何卒） もしくは 若しくは

ならびに 並びに もちろん もちろん（×勿論）

ならわし 習わしorならわし（×慣わし） もつ ☆持つ（手に物を持つ場合）

☆もつ　例）豊かな心をもつ

にぎやか にぎやか（×賑やか） もろもろ もろもろ（×諸々）

にんじん にんじん（×人参）

やめる 例）取りやめ（×止め）

ぬくもり ぬくもり（×温もり）

ゆえん ゆえん（×所以、由縁）

ねざす 根ざす（×根差す） ゆだねる ゆだねる（×委ねる）

ねらう ねらう（×狙う）

ねんざ ねんざ（×捻挫） よい ☆良いorよい　例）良い習慣

☆善い　例）善い行い

のっとる 例）前例にのっとる（×則る） ☆よい　例）～してよい

のり のり（×糊） ようやく ようやく（×漸く）

よる ☆因るorよる　例）風邪に因る欠席

はいふ ☆配布　例）印刷物の配布 ☆よる　例）基準による（×拠る）

☆配付　例）予算の配付 よろしい よろしい（×宜しい）

はぐくむ はぐくむ（×育む） よろしく よろしく（×宜しく）

はず 例）～のはず（×筈）

はやる はやる（×流行る） ら 例）これら、彼ら（×等）

ひごと 日ごと

ひごろ 日ごろ（×日頃）

ひざ ひざ（×膝）
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ひざし 日差しor日ざし（陽射し）

ひづけ 日付

ひなた ひなた（×日向）


