
　　　　　　  　　「表記辞典７版」「表記辞典６版」「点訳ナビゲーター」「点訳フォーラム」の比較

  　  この資料は、『点字表記辞典第７版』の表記が、同書「本辞典の特徴」に書いてあるように、「第６版の表記とかなり異なった表記を採用」していて、ほかの資料と違いが大きくなったため比較したものです。

　　点訳に当たっては「点訳フォーラム」の表記をお勧めします。点訳フォーラムは、随時更新していきます。

　　それぞれに掲載がない場合は薄緑色にしています。

　　※が付いているセルは、類似語の掲載があることを示します。

　　「表記辞典第７版」が点訳フォーラムの切れ続きと異なる場合は、Ａのセルを赤にし、●を付けています。さらに、備考欄で理由を簡潔に記しています。

　　「備考」はあくまでもその語についての説明ですから、表記の規則を理解した上でお読みください。「参照」とある場合は点訳フォーラムの切れ続きを参照してください。

　　『点訳のてびき第４版』第４章に加えられた「アットマーク」「単位記号」などの変更点には省略したものもあります。

　　　　　（2020年１月15日現在）

墨字表記 表記辞典第７版 表記辞典第６版 点訳ナビゲーター 点訳フォーラム 備考

アーリオオーリオ アーリオ■オーリオ アーリオ■オーリオ

ｉＯＳ１１ 外ｉ大大ＯＳ■数１１ 外ｉ大大ＯＳ＝バン 外ｉ大大ＯＳ■数１１

ｉＣｌｏｕｄ 引ｉ大Ｃｌｏｕｄ引 引ｉ大Ｃｌｏｕｄ引

ｉＰｈｏｎｅＸ 引ｉ大Ｐｈｏｎｅ■大Ｘ引 ※　引ｉ大Ｐｈｏｎｅ引 ※　引ｉ大Ｐｈｏｎｅ引

● アイスランド アイスランド アイス■ランド アイス■ランド アイス■ランド ３拍＋３拍の外国地名

アイソメトリックトレーニング アイソメトリック■トレーニング アイソメトリック■トレーニング

ｉＴｕｎｅｓカード 引ｉ大Ｔｕｎｅｓ引■カード 引ｉ大Ｔｕｎｅｓ引■カード

ＩＴ化 外大大ＩＴ＝カ 外大大ＩＴ＝カ 外大大ＩＴ＝カ

ＩＴ企業 外大大ＩＴ■キギョー 外大大ＩＴ■キギョー

アイパッド アイパッド アイパッド

● アイライナー アイ■ライナー アイライナー
「アイライン」の派生語。この意味での

「ライナー」に自立性がない

アウトコース アウト■コース アウト■コース

葵上 アオイノウエ ※　ムラサキノウエ アオイノウエ

赤系 アカケイ アカケイ

● 赤系統の服 アカ■ケイトーノ■フク アカケイトー アカケイトー 「赤」は２拍の和語

赤坂御用地 アカサカ■ゴヨーチ アカサカ■ゴヨーチ

赤信号 アカシンゴー アカシンゴー

あかずきんちゃん アカズキンチャン ※　アカズキン アカズキンチャン

赤ペン アカペン アカペン

空きスペース アキスペース アキスペース

アクアパッツァ アクア■パッツァ アクア■パッツァ

アクセス権 アクセスケン アクセスケン

阿佐ヶ谷北 アサガヤ■キタ ※　アジナダイ■キタ アサガヤ■キタ



● 麻の葉模様 アサノハ■モヨー ※　クワノ■ハ■モヨー アサノ■ハ■モヨー

後ろに区切る成分である「模様」が付いて

も切れ続きは変わらない。「麻の葉紋」参

照

● 吾妻下駄 アズマゲタ アズマ■ゲタ ※　ヒヨリ■ゲタ アズマ■ゲタ ３拍＋２字２拍の漢語

仇原・徒原 アダシガハラ アダシガハラ

徒国 アダシクニ アダシクニ

徒なす；仇なす アダナス アダナス アダナス

● アトランダム アトランダム アトランダム アト■ランダム アト■ランダム ２拍＋４拍の外来語

アニメおたく アニメ■オタク アニメ■オタク

兄嫁 アニヨメ アニヨメ アニヨメ

● 阿呆オヤジ アホオヤジ アホ■オヤジ ２字２拍の漢語＋３拍

● 阿呆課長 アホカチョー アホ■カチョー アホ■カチョー ２字２拍の漢語＋３拍

甘塩っぱい アマジョッパイ アマジョッパイ

甘ちゃん アマチャン アマチャン

甘納豆 アマナットー アマナットー

蟻地獄 アリジゴク アリジゴク

歩きスマホ アルキ■スマホ アルキ■スマホ

● 合わせ味噌 アワセミソ アワセ■ミソ アワセ■ミソ アワセ■ミソ ３拍＋２字２拍の漢語

アングロサクソン語族 アングロ■サクソン■ゴゾク アングロ■サクソン■ゴゾク

アングロサクソン人 アングロ■サクソンジン アングロ■サクソンジン

安全地帯 アンゼン■チタイ アンゼン■チタイ

● 安全パイ アンゼンパイ アンゼン■パイ 「３拍以上＋２拍の外来語」の混種語

安全弁 アンゼンベン アンゼンベン

アンチアメリカニズム アンチ■アメリカニズム アンチ■アメリカニズム

アンチエイジング アンチ■エイジング アンチ■エージング アンチ■エージング

アンドロイド8.0 アンドロイド■数８②０ ※　アンドロイド ※　アンドロイド

Ａｎｄｒｏｉｄ8.0 引大Ａｎｄｒｏｉｄ■数８②⑤⑥０引 ※　引大Ａｎｄｒｏｉｄ引＝バン ※　引大Ａｎｄｒｏｉｄ引＝バン

いい気になって イイキニ■ナッテ イイキニ■ナル イイキニ■ナル

いい子ぶりっこ イイコ■ブリッコ イイコ■ブリッコ

いい事尽くめ イイコトズクメ イイ■コトズクメ イイコトズクメ イイコトズクメ

イートイン イートイン イートイン
※　イートイン■スタイルノ■コンビ

ニ

イートスペース イート■スペース イート■スペース

ＥＰＵＢ 外大大ＥＰＵＢ 外大大ＥＰＵＢ 外大大ＥＰＵＢ

ＥＰＡ 外大大ＥＰＡ 外大大ＥＰＡ

いいんじゃね？ イインジャ■ネ？ ※　ヤバインジャ■ネ？ イインジャ■ネ

● 家の子郎党・家の子郎等 イエノコ■ロートー イエノコ■ロードー イエノコ■ロードー イエノコ■ロードー 国語辞書の見出し語は「ろうどう」



● 行かず後家 イカズゴケ イカズ■ゴケ イカズ■ゴケ イカズ■ゴケ ３拍＋２字２拍の漢語

伊賀もの イガモノ イガモノ

● 如何せん
イカン■セン■モハヤ■チカラガ■ツキ

タ

イカン■セン■モハヤ■チカラガ■ツ

キタ
イカンセン■カネガ■ナイ イカンセン■カネガ■ナイ

１語としてのまとまりが強く副詞的に用い

られている場合

石頭 イシアタマ イシアタマ

● 医者いらず イシャイラズ イシャ■イラズ ※　イシャ■シラズ ※　イシャ■シラズ ２字２拍の漢語＋３拍

● 医者選び イシャエラビ イシャ■エラビ ※　キジ■エラビ イシャ■エラビ ２字２拍の漢語＋３拍

医食同源 イショク■ドーゲン イショク■ドーゲン

● 椅子カバー イスカバー イス■カバー ２字２拍の漢語＋３拍

伊勢エビ イセエビ イセエビ

伊勢平野 イセ■ヘイヤ イセ■ヘイヤ

痛気持ちいい イタキモチイイ イタキモチイイ

● 炒め味噌 イタメミソ イタメ■ミソ イタメ■ミソ ３拍＋２字２拍の漢語

１イニング 数１＝イニング 数１＝イニング

● １カナダドル 数１カナダドル カナダドル 数１■カナダ■ドル 「カナダ」は固有名詞

一元的 数１ゲンテキ 数１ゲンテキナ■ソシキ

１行空ける 数１ギョー■アケル ※　ヒトマス■アケル

● 苺ジャム イチゴジャム イチゴ■ジャム イチゴ■ジャム イチゴ■ジャム 「３拍の和語＋２拍の外来語」の混種語

● 苺パフェ イチゴパフェ イチゴ■パフェ イチゴ■パフェ イチゴ■パフェ 「３拍の和語＋２拍の外来語」の混種語

一時的に イチジテキニ■ワカイ■スル イチジテキニ■フソク■スル イチジテキニ■フソク■スル

一条大路 数１ジョー■オオジ

● 一族郎党；一族郎等 イチゾク■ロートー イチゾク■ロードー イチゾク■ロードー 国語辞書の見出し語は「ろうどう」

一代で財産を築く 数１ダイデ■ザイサンヲ■キズク 数１ダイデ■ザイヲ■キズク

一度限り 数１ド■カギリ 数１ド■カギリ

一番鶏 数１バンドリ ※　数１バンボシ ※　数１バンボシ 数１バンドリ

一部上場企業 数１ブ■ジョージョー■キギョー 数１ブ■ジョージョー■キギョー 数１ブ■ジョージョー■キギョー

一分銀 数１ブギン 数１ブギン 数１ブギン

一仏浄土 数１ブツ■ジョード 数１ブツ■ジョード 数１ブツ■ジョード

一部判決 イチブ■ハンケツ ※　イチブ■ヘンコー■スル ※　イチブ■ヘンコー

１メガワット 数１メガワット 数１メガワット

１ＭＷ 数１外大Ｍ大Ｗ 数１外大Ｍ大Ｗ

一夜飾り 数１ヤ■カザリ ※　ネムレヌ■数１ヤヲ■スゴス 数１ヤ■カザリ

１レース 数１＝レース 数１＝レース

一極化 数１キョクカ 数１キョクカ

慈しみ深き イツクシミ■フカキ イツクシミ■フカキ■カミノ■アイ

慈しみ育てる イツクシミソダテル ワガ■コヲ■イツクシミソダテル



● 一句物する 数１ク■モノスル 数１ク■モノ■スル 数１ク■モノ■スル 数１ク■モノ■スル 和語＋する

一見に値する イッケンニ■アタイ■スル イッケンニ■アタイ■スル イッケンニ■アタイ■スル

一刻な老人 イッコクナ■ロージン イッコクナ■ロージン

一国の首相たるもの 数１コクノ■シュショータル■モノ 数１コクノ■シュショータル■モノ

一国を挙げて歓迎する 数１コクヲ■アゲテ■カンゲイ■スル 数１コクヲ■アゲテ■カンゲイ■スル

一戸建て 数１コダテ 数１コダテ

一策を案ずる イッサクヲ■アンズル イッサクヲ■アンズル

一糸まとわず イッシ■マトワズ ※　イッシ■ミダレズ ※　イッシ■ミダレズ イッシ■マトワズ

一指を染める 数１シヲ■ソメル 数１シヲ■ソメル

一銭蒸気 数１セン■ジョーキ 数１セン■ジョーキ

一銭茶屋 数１センヂャヤ 数１センヂャヤ

一銭を笑う者は一銭に泣く
数１センヲ■ワラウ■モノワ■数１セン

ニ■ナク

数１センヲ■ワラウ■モノワ■数１セ

ンニ■ナク

一昼夜 数１チューヤ 数１チューヤ 数１チューヤ

一党独裁 数１トー■ドクサイ 数１トー■ドクサイ

一筆書き添える イッピツ■カキソエル ※　イッピツ■ケイジョー ※　イッピツ■ケイジョー イッピツ■カキソエル

● 一筆箋 数１ピツセン イッピツセン イッピツセン 「一筆」に数量的意味が弱い

一歩も譲らない 数１ポモ■ユズラナイ ※　数１ポモ■ヒカナイ ※　数１ポモ■ヒカナイ

田舎医者 イナカ■イシャ イナカ■イシャ

● 田舎味噌 イナカミソ イナカ■ミソ イナカ■ミソ ３拍＋２字２拍の漢語

イニングスコア イニング■スコア イニング■スコア

今一歩及ばない イマ■数１ポ■オヨバナイ イマ■数１ポ■オヨバナイ

意味深長 イミ■シンチョー イミ■シンチョー イミ■シンチョー

忌み嫌う イミキラウ イミキラウ

意味深 イミシン イミシンナ■ワライ イミシンナ■ワライ

忌み慎む イミツツシム イミツツシム

嫌嫌従う イヤイヤ■シタガウ ※　イヤイヤ■ベンキョー■スル ※　イヤイヤ■ベンキョー■スル

● いやいやそうではない イヤイヤ■ソーデワ■ナイ イヤ■イヤ■ソーデワ■ナイ
※　イヤ■イヤ■ソー■カンタンデワ

■ナイ

※　イヤ■イヤ■ソー■カンタンデワ

■ナイ

繰り返し言葉（繰り返すことによって新た

な意味が生じた語ではない）

イランイラン［植物名］ イランイラン イランイランノ■キ

色鉛筆 イロエンピツ イロエンピツ

いろはうた イロハウタ イロハウタ

色めき立つ イロメキタツ イロメキタツ イロメキタツ

インターセプト インターセプト インターセプト

● インターフェース インターフェース インター■フェース インター■フェース インター■フェース ３拍以上＋３拍の外来語

インナーシティー インナー■シティー



インフォームドコンセント インフォームド■コンセント インフォームド■コンセント

インフラストラクチャー インフラ■ストラクチャー インフラ■ストラクチャー

有為の奥山 ウイノ■オクヤマ ウイノ■オクヤマ

● ウーパールーパー ウーパー■ルーパー ウーパールーパー ウーパールーパー
「ウーパー」「ルーパー」それぞれに自立

した意味のまとまりがない

ウエアラブルコンピュータ ウエアラブル■コンピュータ ウエアラブル■コンピュータ

ウエアラブル端末 ウエアラブル■タンマツ ウエアラブル■タンマツ

窺い知れない ウカガイシレナイ ※　ウカガイシル ウカガイシレナイ

宇迦の御魂 ウカノ■ミタマ ウカノ■ミタマ

浮世男 ウキヨ■オトコ ウキヨ■オトコ

浮世絵 ウキヨエ ※　ウキヨエシ ウキヨエ

浮世離れ ウキヨバナレ ウキヨバナレ

受けにまわる ウケニ■マワル ウケニ■マワル

受け狙い ウケネライ ウケネライ ウケネライ

宇治抹茶 ウジ■マッチャ ウジ■マッチャ

うすらとんかち ウスラトンカチ ウスラトンカチ

嘘まみれ ウソマミレ ※　アセマミレ ウソマミレ

打たれ強い ウタレヅヨイ ウタレヅヨイ

打たれ弱い ウタレヨワイ ウタレヨワイ

うっかりミス ウッカリ■ミス ウッカリ■ミス

うっかりもの ウッカリモノ ウッカリモノ ウッカリモノ

写し絵 ウツシエ ウツシエ

ウッドデッキ ウッド■デッキ ウッド■デッキ

ウッドチェア ウッドチェア ウッドチェア

ウッド調 ウッドチョー ウッドチョー

● うなぎパイ ウナギパイ ウナギ■パイ ウナギ■パイ ウナギ■パイ 「３拍の和語＋２拍の外来語」の混種語

うまいもの市場 ウマイ■モノ■イチバ ※　ウマイ■モノ■メイカン

生まれ育ち ウマレソダチ ※　ウマレソダツ ※　ウマレソダツ ※　ウマレソダツ

産み育てる ウミソダテル ウミソダテル ウミソダテル

裏メニュー ウラメニュー ウラメニュー

閏秒 ウルウビョー ウルウビョー

愁い三重 ウレイ■数３ジュー ウレイ■数３ジュー

運任せ ウンマカセ ウンマカセ

● 運命論者 ウンメイロンシャ ウンメイ■ロンシャ ウンメイ■ロンシャ ウンメイ■ロンシャ
「運命」「論者」とも３拍以上の自立した

意味のまとまり

● 営業キロ エイギョーキロ エイギョー■キロ エイギョー■キロ エイギョー■キロ
「２字２拍以上の漢語＋２拍の外来語」の

混種語



● エイコサペンタエン酸 エイコサペンタエンサン エイコサ■ペンタエンサン エイコサ■ペンタエンサン
「エイコサ」「ペンタエンサン」それぞれ

に自立性がある

Ａ市 外大Ａ＝シ ※　外大Ｕ＝シ ※　外大Ｕ＝シ

Ａ市在住のＡ氏 外大Ａ＝シ■ザイジューノ■外大Ａ■シ

ＡＢＣ兵器 外大大ＡＢＣ■ヘイキ

英仏海峡トンネル エイフツ■カイキョー■トンネル エイフツ■カイキョー■トンネル

英文学者 エイブン■ガクシャ エイブンガクシャ エイブン■ガクシャ エイブン■ガクシャ

英文法論 エイブンポーロン エイブンポーロン

駅係員 エキ■カカリイン エキ■カカリイン

● 駅傍の交番 エキソバノ■コーバン エキ■ソバノ■コーバン
「駅傍」は複合名詞とは言えない。「てび

き」p69【備考】にあてはまる

駅馬車 エキバシャ

エゴサーチ エゴサーチ エゴサーチ

エコツアー エコツアー

● 依怙贔屓 エコヒイキ エコ■ヒイキ エコ■ヒイキ エコ■ヒイキ ２字２拍の漢語＋３拍

荏胡麻油 エゴマ■アブラ

エスノセントリズム エスノセントリズム エスノセントリズム

エセエコロジスト エセエコロジスト エセエコロジスト

エセ同和行為 エセドーワ■コーイ エセドーワ■コーイ

蝦夷ナキウサギ エゾ■ナキウサギ エゾ■ナキウサギ

ＸＯ醤 外大大ＸＯ＝ジャン 外大大ＸＯ＝ジャン

Ｘの二乗 外大Ｘ■ノ■数２ジョー

得手に帆 エテニ■ホ エテニ■ホ

ＮＨＫ　Ｅテレ 外大大ＮＨＫ■外大Ｅ＝テレ ※　外大Ｅ＝テレ ※　外大Ｅ＝テレ

エビカツサンド エビカツ■サンド エビカツ■サンド

恵方巻き エホーマキ エホーマキ

ＭＰ３ 外大大ＭＰ数３ 外大大ＭＰ数３ 外大大ＭＰ数３

選び抜く エラビヌク

Ｌサイズ 外大Ｌ■サイズ 外大Ｌ■サイズ 外大Ｌ■サイズ

ＬＧＢＴＱ 外大大ＬＧＢＴＱ 外大大ＬＧＢＴＱ

Ｌ特急 外大Ｌ■トッキュー 外大Ｌ■トッキュー 外大Ｌ■トッキュー

ＬＰガス 外大大ＬＰ■ガス 外大大ＬＰ■ガス

● エロ雑誌 エロザッシ エロ■ザッシ エロ■ザッシ 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

● エロじじい エロジジイ エロ■ジジイ エロ■ジジイ 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

塩基配列 エンキ■ハイレツ エンキ■ハイレツ

縁起でもない エンギデモ■ナイ■コトヲ■イウナ エンギデモ■ナイ



縁起物 エンギモノ エンギモノ

エンターティンメント エンターテインメント 数１キューノ■エンターテインメント 数１キューノ■エンターテインメント

延長線上 エンチョー■センジョー エンチョー■センジョー エンチョー■センジョー

鉛筆画 エンピツガ エンピツガ

老いぼれ犬 オイボレイヌ オイボレイヌ

往生際 オージョーギワ オージョーギワ オージョーギワ

オートクレーブ オートクレーブ

オードパルファム オードパルファム

● オールマイティー オールマイティー オール■マイティー オール■マイティー オール■マイティー ３拍＋３拍以上の外来語

小笠原ちび瓢箪髭長象虫
オガサワラ■チビヒョータン■ヒゲナガ

■ゾームシ

オガサワラ■チビヒョータン■ヒゲナ

ガ■ゾームシ

おかしくね？ オカシク■ネ？ オカシク■ネ

おかちめんこ オカチメンコ オカチメンコ

お金儲け オカネ■モーケ オカネ■モーケ オカネ■モーケ

● お気を付けください オキヲツケ■クダサイ オキヲツケ■クダサイ オキヲ■ツケ■クダサイ オキヲ■ツケ■クダサイ 「キヲツケ」を続けるのは号令の場合のみ

教え諭す オシエサトス

教え導く オシエミチビク オシエミチビク オシエミチビク

押しボタン オシボタン ※　キリボタン ※　キリボタン

● オシログラフ オシログラフ オシロ■グラフ オシロ■グラフ
「オシロ（oscillo）」は「発振」の意で自

立した意味の成分

● オシロスコープ オシロスコープ オシロ■スコープ オシロ■スコープ
「オシロ（oscillo）」は「発振」の意で自

立した意味の成分

押せ押せムード オセオセ■ムード オセオセ■ムード オセオセ■ムード

おたの申します オタノモーシマス オタノモーシマス

おたんこなす オタンコナス オタンコナス オタンコナス

弟娘 オトート■ムスメ オトート■ムスメ

男っちゅうもんは オトコッチュー■モンワ オトコッチュー■モンワ

お屠蘇機嫌 オトソ■キゲン オトソ■キゲン オトソ■キゲン

お屠蘇気分 オトソ■キブン

一昨日来やがれ オトトイ■キヤガレ

踊り明かす オドリアカス オドリアカス

驚きあきれる オドロキアキレル オドロキアキレル オドロキアキレル

お名残惜しい オナゴリオシイ ※　ナゴリオシイ オナゴリオシイ オナゴリオシイ

覚え間違い オボエ■マチガイ オボエ■マチガイ オボエ■マチガイ

汚名返上 オメイ■ヘンジョー オメイ■ヘンジョー



● 思い違い オモイチガイ オモイ■チガイ オモイ■チガイ オモイ■チガイ ３拍の転成名詞＋３拍の転成名詞

おやまあ オヤ■マア

● おやおやおかしいぞ オヤオヤ■オカシイゾ ※　オヤ■オヤ■コマッタネ ※　オヤ■オヤ■コマッタネ
繰り返し言葉（繰り返すことによって新た

な意味が生じた語ではない）

● 親父ギャグ オヤジギャグ オヤジ■ギャグ オヤジ■ギャグ オヤジ■ギャグ 「３拍の和語＋２拍の外来語」の混種語

● 親父ギャル オヤジギャル オヤジ■ギャル オヤジ■ギャル オヤジ■ギャル 「３拍の和語＋２拍の外来語」の混種語

折りたたみ椅子 オリタタミ■イス オリタタミ■イス オリタタミ■イス

卸売り業者 オロシウリ■ギョーシャ オロシウリ■ギョーシャ

恩恵に浴する オンケイニ■ヨクスル オンケイニ■ヨクスル オンケイニ■ヨクスル

温泉宿 オンセンヤド オンセンヤド

● 女文字 オンナモジ オンナ■モジ オンナ■モジ ３拍＋２字２拍の漢語

オンブズパーソン オンブズ■パーソン オンブズ■パーソン

オンブズマン オンブズマン オンブズマン

外反母趾 ガイハン■ボシ ガイハン■ボシ

買い物かご カイモノカゴ カイモノカゴ カイモノカゴ

● カウンター奥 カウンターオク デンワワ■カウンター■オク カウンター■オク
複合名詞とは言えない。「てびき」p69

【備考】にあてはまる

香り立つ カオリタツ カオリタツ

● 鏡文字 カガミモジ カガミ■モジ カガミ■モジ カガミ■モジ ３拍＋２字２拍の漢語

● 核エネルギー カク■エネルギー カクエネルギー カクエネルギー カクエネルギー 一語としての結びつきが強い

● 隠し場所 カクシバショ カクシ■バショ カクシ■バショ カクシ■バショ ３拍＋２字２拍の混種語

拡大解釈 カクダイ■カイシャク カクダイ■カイシャク カクダイ■カイシャク

拡大文字 カクダイ■モジ

● 過去ログ カコログ カコ■ログ
「２字２拍の漢語＋２拍の外来語」の混種

語

重ね合わせ カサネアワセ カサネアワセ

家事仕事 カジ■シゴト カジ■シゴト カジ■シゴト

家事動作訓練 カジ■ドーサ■クンレン カジ■ドーサ■クンレン

畏まり奉る カシコマリタテマツル カシコマリタテマツル

● 火事騒ぎ カジサワギ カジ■サワギ カジ■サワギ カジ■サワギ ２字２拍の漢語＋３拍

● 菓子パン カシパン カシ■パン カシ■パン カシ■パン
「２字２拍の漢語＋２拍の外来語」の混種

語

● 火事見舞い カジミマイ カジ■ミマイ カジ■ミマイ カジ■ミマイ ２字２拍の漢語＋３拍

● 頭文字 カシラモジ カシラ■モジ カシラ■モジ カシラ■モジ ３拍＋２字２拍の漢語

● ガス焜炉 ガスコンロ ガス■コンロ ガス■コンロ ガス■コンロ 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

かたじけない カタジケナイ カタジケナイ カタジケナイ

学校裏 ガッコーウラ ※　ブタイウラ ガッコーウラ



角違い カドチガイ カドチガイ

紙吹雪 カミフブキ カミフブキ

賀茂詣で カモ■モーデ カモ■モーデ

● 歌謡ショー カヨーショー カヨー■ショー カヨー■ショー カヨー■ショー 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

カルボキシル基 カルボキシルキ カルボキシルキ

彼の夢見たよ カレノ■ユメ■ミタヨ

皮一重 カワヒトエ カワ■ヒトエ カワ■ヒトエ

韓愈 カン■ユ カン■ユ

関係代名詞 カンケイ■ダイメイシ カンケイ■ダイメイシ

頑固一徹 ガンコ■イッテツ ガンコ■イッテツ

慣用語 カンヨーゴ

聞き耳を立てる キキミミヲ■タテル キキミミヲ■タテル

● 汽車ぽっぽ キシャポッポ キシャポッポ キシャ■ポッポ キシャ■ポッポ ２字２拍の漢語＋３拍

帰省ラッシュ キセイ■ラッシュ ※　ツーキン■ラッシュ キセイ■ラッシュ

木曽檜 キソ■ヒノキ キソ■ヒノキ キソ■ヒノキ

● 基地跡 キチアト キチ■アト キチ■アト
複合名詞とは言えない。「てびき」p69

【備考】にあてはまる

● 菊花賞 キッカショー キクカショー キクカショー 促音化しない読みを採用

きつねうどん キツネ■ウドン キツネ■ウドン キツネ■ウドン

ｇｉｖｅ＆ｔａｋｅ 引ｇｉｖｅ■④ヘ■ｔａｋｅ引 引ｇｉｖｅ■④ヘ■ｔａｋｅ引

ｇｉｆｔ券 引ｇｉｆｔ引＝ケン 引大Ｇｉｆｔ引＝ケン 引大Ｇｉｆｔ引＝ケン

君死に給うことなかれ キミ■シニタマウ■コト■ナカレ キミ■シニタマウ■コト■ナカレ キミ■シニタマウ■コト■ナカレ

気持ちよさげに キモチ■ヨサゲニ キモチ■ヨサゲニ

逆相関関係 ギャク■ソーカン■カンケイ

逆時計回り ギャク■トケイ■マワリ ギャク■トケイ■マワリ ギャク■トケイ■マワリ

キャリアマン キャリアマン キャリアマン キャリアマン

旧校舎 キュー■コーシャ キュー■コーシャ キュー■コーシャ

旧に倍するご愛顧を キューニ■バイスル■ゴアイコヲ キューニ■バイ■スル■ゴアイコヲ バイスル キューニ■バイスル■ゴアイコヲ

業界人 ギョーカイジン ギョーカイジン

● 共産党員 キョーサントーイン キョーサン■トーイン キョーサン■トーイン
「共産」「党員」ともに３拍以上の自立可

能な意味のまとまり

局待ち電報 キョクマチ■デンポー キョクマチ■デンポー キョクマチ■デンポー

● 義理知らず ギリシラズ ギリ■シラズ ギリ■シラズ ギリ■シラズ ２字２拍の漢語＋３拍

キリスト教の１派 キリストキョーノ■数１パ キリストキョーノ■数１パ

● 義理チョコ ギリチョコ ギリ■チョコ ギリ■チョコ
「２字２拍の漢語＋２拍の外来語」の混種

語

● 金時の火事見舞い キントキノ■カジミマイ キントキノ■カジ■ミマイ キントキノ■カジ■ミマイ キントキノ■カジ■ミマイ ２字２拍の漢語＋３拍



金釦 キンボタン

● 空港横の空き地 クーコーヨコノ■アキチ クーコー■ヨコノ■アキチ
※　シンヨコハマエキ■ヨコノ■アキ

チ
クーコー■ヨコノ■アキチ

複合名詞とは言えない。「てびき」p69

【備考】にあてはまる

偶然隣り合せた人 グーゼン■トナリアワセタ■ヒト

食うてみい クーテ■ミイ クーテ■ミイ

クオーターバック クオーター■バック クオーター■バック

ぐずぐずするな グズグズ■スルナ グズグズ■スルナ

崩し字 クズシジ

崩し文字 クズシ■モジ クズシ■モジ クズシ■モジ

口移し クチウツシ クチウツシ

口ずから クチズカラ クチズカラ クチズカラ

口伝え クチヅタエ クチヅタエ

● 愚痴交じり グチマジリ グチ■マジリ グチ■マジリ グチ■マジリ ２字２拍の漢語＋３拍

国訛り クニナマリ ※　サトナマリ ※　サトナマリ

● 雲の上人 クモノウエビト クモノ■ウエビト クモノ■ウエビト 間に助詞「の」がある

グラスふき グラスフキ ※　ガラスフキ ※　ガラスフキ

● クランベリー クランベリー クラン■ベリー クラン■ベリー ３拍＋３拍の外来語

クリアビジョン クリア■ビジョン クリア■ビジョン クリア■ビジョン

クリアファイル クリア■ファイル クリア■ファイル

クリーニング屋さん クリーニングヤサン

● クリームパン クリームパン クリーム■パン クリーム■パン クリーム■パン ４拍＋２拍の外来語

● グリーンティー グリーンティー グリーン■ティー グリーン■ティー グリーン■ティー ４拍＋２拍の外来語

● グリーンランド グリーンランド グリーン■ランド グリーン■ランド グリーン■ランド ３拍以上＋３拍の外国地名

● グリンピース グリンピース グリン■ピース グリン■ピース グリン■ピース ３拍＋３拍の外来語

車おたく クルマ■オタク クルマ■オタク

● 車椅子 クルマイス クルマ■イス クルマ■イス ３拍＋２字２拍の漢語

車井戸 クルマイド クルマイド クルマイド

● 黒四ダム クロヨンダム クロヨン■ダム クロ数４■ダム クロ数４■ダム 「四」は「黒部第４発電所」

Ｋ点越え 外大Ｋ＝テンゴエ 外大Ｋ＝テンゴエ

芸術選奨 ゲイジュツ■センショー ゲイジュツ■センショー

● ケープタウン ケープタウン ケープ■タウン ケープ■タウン ケープ■タウン ３拍＋３拍の外国地名

● 下衆野郎 ゲスヤロー ゲス■ヤロー ゲス■ヤロー ゲス■ヤロー ２字２拍の漢語＋３拍

原子番号 ゲンシ■バンゴー ゲンシ■バンゴー

研修会費 ケンシュー■カイヒ ケンシュー■カイヒ

検討の要あり ケントーノ■ヨー■アリ ケントーノ■ヨー■アリ

● 腱反射 ケンハンシャ ケン■ハンシャ ケン■ハンシャ ケン■ハンシャ 「腱」は自立性が強い。医学用語



憲法の一文 ケンポーノ■数１ブン ケンポーノ■数１ブン

乾隆帝 ケンリューテイ

声かけ運動 コエカケ■ウンドー

工業用水 コーギョー■ヨースイ ※　ノーギョー■ヨースイ ※　ノーギョー■ヨースイ

ゴーゴーダンサー ゴーゴー■ダンサー ※　ゴーゴーヲ■オドル ※　ゴーゴーヲ■オドル ※　ゴーゴーヲ■オドル

行楽客 コーラクキャク コーラクキャク

ゴールボール ゴール■ボール

ゴール裏 ゴールウラ ゴールウラ

国防総省 コクボー■ソーショー コクボー■ソーショー コクボー■ソーショー

極楽鳥 ゴクラクチョー

● 虚仮威し コケオドシ コケ■オドシ コケ■オドシ コケ■オドシ ２字２拍の漢語＋３拍

心地いい ココチイイ ココチイイ ココチイイ

● 心意気 ココロイキ ココロ■イキ ココロ■イキ ３拍＋２字２拍の漢語

心得申し候 ココロエモーシソーロー ※　ナリモーシソーロー ココロエモーシソーロー

心ずから ココロズカラ

心待ちにする ココロマチニ■スル

御座候 ゴザソーロー ゴザソーロー ゴザソーロー

● 五十歩百歩 数５０ポ■数１００ポ 数５０ポ■ヒャッポ 数５０ポ■ヒャッポ 数５０ポ■ヒャッポ

「五十歩」も「百歩」もちょうどその数で

はない。５０歩は「ゴジッポ」という書き

方が不自然なので、「ヒャッポ」だけを仮

名にする

● 腰のもの コシノモノ コシノ■モノ コシノ■モノ コシノ■モノ 間に助詞「の」がある

● 御所言葉 ゴショコトバ ゴショ■コトバ コショ■コトバ ゴショ■コトバ ２字２拍の漢語＋３拍

● コックピット コックピット コック■ピット コック■ピット コック■ピット ３拍＋３拍の外来語

● 国公私立小学校 コッコーシリツ■ショーガッコー ※　コクコーリツ ※　コクコーリツ 促音化しない読みを採用

● 言葉足らず コトバタラズ コトバタラズ コトバ■タラズ コトバ■タラズ
３拍＋３拍（「タラズ」はこの場合接尾語

ではなく「足る」の否定形）

子どもじゃあるまいし コドモジャ■アルマイシ コドモジャ■アルマイシ

この時からして生活が変わった
コノ■トキカラシテ■セイカツガ■カ

ワッタ

● 胡麻油 ゴマアブラ ゴマ■アブラ ゴマ■アブラ ２字２拍の漢語＋３拍

● 胡麻味噌 ゴマミソ ※　ゴマ■ミソアエ ゴマ■ミソ ２字２拍の漢語＋２字２拍の漢語

● 胡麻よごし ゴマヨゴシ ゴマ■ヨゴシ ２字２拍の漢語＋３拍

● ごみ処理 ゴミショリ ゴミ■ショリ ゴミ■ショリ ゴミ■ショリ
「てびき」p69【備考】にあてはまり、区

切った方が意味の理解を助ける

● 護謨草履 ゴムゾーリ ゴム■ゾーリ ゴム■ゾーリ ゴム■ゾーリ ２拍の外来語＋３拍

● 語呂合わせ ゴロアワセ ゴロ■アワセ ゴロ■アワセ ゴロ■アワセ ２字２拍の漢語＋３拍



● コロノスコープ コロノスコープ コロノ■スコープ コロノ■スコープ
「コロノ（colon-o）」は「結腸の」の意で

自立した意味のまとまり

● コロノスコピー コロノスコピー コロノ■スコピー コロノ■スコピー
「コロノ（colon-o）」は「結腸の」の意で

自立した意味のまとまり

こんな状態であるからして負けた

のだ

コンナ■ジョータイデ■アルカラシテ■

マケタノダ
コンナ■ジョータイデ■アルカラシテ

権大僧都 ゴンノ■ダイソーズ ゴンノ■ダイソーズ

コンポスト容器 コンポスト■ヨーキ コンポスト■ヨーキ

サービス業 サービスギョー サービスギョー

● 要援護者 サイガイジ■ヨーエンゴシャ サイガイジ■ヨーエンゴシャ ヨー■エンゴシャ ヨー■エンゴシャ
「要」は造語要素のうち区切って書いた方

が意味の理解を助ける語

● 財務省内 ザイムショーナイ ザイム■ショーナイ ザイム■ショーナイ
「財務」も「省内」も３拍以上の自立した

意味のまとまり

祭文節 サイモンブシ サイモンブシ

祭文読み サイモンヨミ サイモンヨミ

サインイン サインイン サインイン

サウスポー サウスポー サウスポー

サウンドテーブルテニス サウンド■テーブル■テニス サウンド■テーブル■テニス

魚転がし サカナ■コロガシ サカナ■コロガシ サカナ■コロガシ

嵯峨日記 サガ■ニッキ サガ■ニッキ

● 詐欺男 サギオトコ サギ■オトコ サギ■オトコ サギ■オトコ ２字２拍の漢語＋３拍

● 詐欺まがい サギマガイ サギ■マガイ サギ■マガイ サギ■マガイ ２字２拍の漢語＋３拍

桜時雨 サクラ■シグレ サクラ■シグレ サクラ■シグレ

● 桜田門外の変 サクラダモンガイノ■ヘン サクラダ■モンガイノ■ヘン サクラダ■モンガイノ■ヘン
「門外」は３拍以上の自立した意味のまと

まり

● 桜味噌 サクラミソ サクラ■ミソ ３拍＋２字２拍の漢語

酒は一滴も飲めない サケワ■数１テキモ■ノメナイ サケワ■数１テキモ■ノメナイ

佐渡海峡 サド■カイキョー サド■カイキョー

佐渡朱鷺保護センター サド■トキ■ホゴ■センター

● 寂しゅおすなあ サビシュオスナア ※　サビシュー■オスナア ※　サビシュー■オスナア 「おす」は「ございます」(京都の方言）

サラキン サラキン サラキン

● 沙羅双樹 サラソージュ サラソージュ サラ■ソージュ サラ■ソージュ ２字２拍の漢語＋３拍

さるかに合戦 サルカニ■カッセン サルカニ■カッセン

３安打２打点 数３＝アンダ■２ダテン 数３＝アンダ■数２ダテン

● 山椒味噌 サンショーミソ サンショー■ミソ ３拍以上＋２字２拍の漢語

● ３年味噌 数３ネンミソ 数３ネン■ミソ 数３ネン■ミソ 数３ネン■ミソ ３拍以上＋２字２拍の漢語

三～四日 数３～ヨッカ

シアン化物 シアンカブツ シアンカブツ



Ｇがかかる 外大Ｇ■ガ■カカル 外大Ｇ■ガ■カカル

● ＣＴコロノグラフィー 外大大ＣＴ■コロノグラフィー 外大大ＣＴ■コロノ■グラフィー 外大大ＣＴ■コロノ■グラフィー
「コロノ（colon-o）」は「結腸の」の意で

自立した意味のまとまり

シード権 シードケン シードケン

ＧＰＳ機能 外大大ＧＰＳ■キノー 外大大ＧＰＳ■キノー

● 自営業者 ジエイギョーシャ ジエイ■ギョーシャ
「自営」「業者」ともに３拍以上の自立し

た意味のまとまり

● 自衛隊員 ジエイタイイン ジエイ■タイイン ジエイ■タイイン ジエイ■タイイン
「自衛」「隊員」ともに３拍以上の自立し

た意味のまとまり

Ｊポップ 外大Ｊ■ポップ 外大Ｊ■ポップ 外大Ｊ■ポップ

ジェルネイル ジェルネイル ジェルネイル ジェルネイル

塩ラーメン シオラーメン シオラーメン シオラーメン

● 四月馬鹿 数４ガツバカ 数４ガツ■バカ 数４ガツ■バカ 数４ガツ■バカ ３拍＋２字２拍の漢語

● 磁気嵐 ジキアラシ ジキ■アラシ ジキ■アラシ ジキ■アラシ ２字２拍の漢語＋３拍

● 時季外れ ジキハズレ ジキ■ハズレ ジキ■ハズレ ジキ■ハズレ ２字２拍の漢語＋３拍

資産減 シサン■ゲン シサン■ゲン シサン■ゲン

● 時事ネタ ジジネタ ジジ■ネタ
２字２拍の漢語＋「ネタ」（「種」を逆読

みした特殊な和語、自立性がある）

獅子の子落とし シシノ■コオトシ シシノ■コオトシ

● 自主トレ ジシュトレ ジシュトレ ジシュ■トレ ジシュ■トレ
「２字２拍の漢語＋２拍の外来語」の混種

語

４０にして惑わず 数４０ニシテ■マドワズ 数４０ニシテ■マドワズ

四条河原 数４ジョーガワラ 数４ジョーガワラ 数４ジョーガワラ

四條畷市 シジョー■ナワテシ シジョー■ナワテシ

● 羊歯植物 シダ■ショクブツ シダ■ショクブツ シダショクブツ シダショクブツ 「羊歯」は２拍の和語

様子見 ジタイヲ■ヨースミ■スル ジタイヲ■ヨースミ■スル

仕立て下ろし シタテ■オロシ シタテ■オロシ

仕立て具合 シタテ■グアイ シタテ■グアイ

● 七転八起 シチテン■ハッキ シチテン■ハッキ　数７テン■数８キ 数７テン■数８キ 数７テン■数８キ
「７」「８」は数的な意味があり、数字を

用いた方がよい

知ってるもんね シッテルモンネ ※　シッテルモン シッテルモンネ

シティーカー シティーカー シティーカー シティーカー

● 使徒行伝 シト■ギョーデン シト■ギョーデン シトギョーデン シトギョーデン
「行伝」という語はなく、「使徒の行」を

伝えたもの

● 自動ドア ジドードア ジドー■ドア ジドー■ドア ジドー■ドア 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

● 磁場嵐 シバアラシ ジバ■アラシ ジバ■アラシ ジバ■アラシ ２字２拍の混種語＋３拍

自爆テロ ジバク■テロ ジバク■テロ

● 四半世紀 数４ハンセイキ 数４ハン■セイキ 数４ハン■セイキ 数４ハン■セイキ
「四半」「世紀」ともに３拍以上の自立し

た意味のまとまり



絞り残し シボリノコシ シボリノコシ シボリノコシ

下つ世 シモツ■ヨ シモツ■ヨ

借地借家法 シャクチ■シャッカホー シャクチ■シャッカホー

● ジャスミンティー ジャスミンティー ジャスミン■ティー ジャスミン■ティー ジャスミン■ティー ４拍＋２拍の外来語

社内インフラ シャナイ■インフラ シャナイ■インフラ

シューアラクレーム シュー■アラクレーム シュー■アラクレーム シュー■アラクレーム

１０塩基対 数１０＝エンキツイ 数１０＝エンキツイ

受給権者 ジュキューケンシャ ※　ソチケンシャ ジュキューケンシャ

自由業者 ジユー■ギョーシャ ジユー■ギョーシャ ジユー■ギョーシャ

● 数珠繋ぎ ジュズツナギ ジュズ■ツナギ ジュズ■ツナギ ジュズ■ツナギ ２字２拍の漢語＋３拍

● シュプレヒコール シュプレヒ■コール シュプレヒコール シュプレヒコール シュプレヒコール
「シュプレヒ」は単独では意味が分かりに

くい

● 準母子福祉年金 ジュン■ボシ■フクシ■ネンキン ジュン■ボシ■フクシ■ネンキン ジュンボシ■フクシ■ネンキン ジュンボシ■フクシ■ネンキン
「準母子」（祖父母と孫など母子に準ずる

関係）に対する年金のこと

● 松下村塾 ショーカソンジュク ショーカソンジュク ショーカ■ソンジュク ショーカ■ソンジュク
「松下」「村塾」ともに３拍以上の自立可

能な意味のまとまり

● 上下水道 ジョーゲスイドー ジョーゲ■スイドー ジョーゲ■スイドー ジョーゲ■スイドー
「上下」「水道」ともに３拍以上の自立可

能な意味のまとまり

冗談めかして ジョーダンメカシテ ※　ジョーダンメカス

消防団員 ショーボー■ダンイン ショーボー■ダンイン

● 暑気中り ショキアタリ ショキ■アタリ ショキ■アタリ ２字２拍の漢語＋３拍

触手話 ショクシュワ ショクシュワ

● 食養生 ショクヨージョー ショク■ヨージョー ショク■ヨージョー ショク■ヨージョー
「てびき」p69【備考】にあてはまり、区

切った方が意味の理解を助ける

● 女子アナ ジョシアナ ジョシアナ ジョシ■アナ ジョシ■アナ
「２字２拍の漢語＋２拍の外来語」の混種

語

● 女子プロ ジョシプロ ジョシ■プロ ジョシ■プロ ジョシ■プロ
「２字２拍の漢語＋２拍の外来語」の混種

語

● 所得税法 ショトクゼイホー ショトク■ゼイホー ショトク■ゼイホー ショトク■ゼイホー
「所得」「税法」ともに３拍以上の自立可

能な意味のまとまり

新駐車場 シン■チューシャジョー

● 進化論者 シンカロンシャ シンカ■ロンシャ シンカ■ロンシャ シンカ■ロンシャ
「進化」「論者」ともに３拍以上の自立可

能な意味のまとまり

● 新宿区高田馬場 シンジュクク■タカダノババ タカダノ■ババ タカダノ■ババ
３拍の「高田」と２字２拍の混種語「馬

場」の間に助詞の「の」がある

新年会費 シンネン■カイヒ シンネン■カイヒ シンネン■カイヒ

新聞受け シンブンウケ シンブンウケ

● 水素ガス スイソガス スイソ■ガス スイソ■ガス スイソ■ガス 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

素うどん スウドン

杉花粉 スギカフン スギカフン スギカフン



● 杉花粉症 スギ■カフンショー スギカフンショー スギカフンショー スギカフンショー 「杉」は２拍の和語。医学用語

● スキャンダルネタ スキャンダルネタ スキャンダルネタ スキャンダル■ネタ スキャンダル■ネタ
３拍以上の外来語＋「ネタ」（「種」を逆

読みした特殊な和語、自立性がある）

煤埃 ススホコリ ススホコリ ススホコリ

スターキング スター■キング スター■キング スター■キング

● スト破り ストヤブリ スト■ヤブリ スト■ヤブリ スト■ヤブリ 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

スノーシュー スノーシュー

スピードスター スピードスター

● スペアミントガム スペアミント■ガム スペア■ミント■ガム スペア■ミント■ガム スペア■ミント■ガム 「スペアミント」は３拍＋３拍の外来語

澄み渡る スミワタル スミワタル

素潜り スモグリ スモグリ

３カウント ３カウント

座り場所 スワリ■バショ スワリ■バショ スワリ■バショ

背赤後家蜘蛛 セアカ■ゴケグモ セアカ■ゴケグモ

政策ラグ セイサク■ラグ セイサク■ラグ

● 政治ごろ セイジゴロ セイジ■ゴロ セイジ■ゴロ セイジ■ゴロ
「ごろ」は「ごろつき」の略で区切って書

いた方が意味の理解を助ける

● 精神病者 セイシンビョーシャ セイシン■ビョーシャ セイシン■ビョーシャ セイシン■ビョーシャ
「精神」「病者」ともに３拍以上の自立可

能な意味のまとまり

性転換手術 セイテンカン■シュジュツ セイ■テンカン■シュジュツ セイテンカン■シュジュツ セイテンカン■シュジュツ

● 聖墳墓教会 セイフンボ■キョーカイ セイ■フンボ■キョーカイ 「聖」は区切った方が意味の理解を助ける

● 性ホルモン セイホルモン セイ■ホルモン セイ■ホルモン セイ■ホルモン 「性」は区切った方が意味の理解を助ける

セカンドオピニオン セカンド■オピニオン セカンド■オピニオン

咳エチケット セキ■エチケット セキ■エチケット

● 関所跡 セキショアト セキショ■アト セキショ■アト
複合名詞とは言えない。「てびき」p69

【備考】にあてはまる

石油メジャー セキユ■メジャー セキユ■メジャー

せざるを得ない セザルヲ■エナイ ※　トザサザルヲ■エナイ セザルヲ■エナイ

蝉の羽 セミノハ セミノハ

蝉の羽月 セミノハヅキ セミノハヅキ

● 世話言葉 セワコトバ セワ■コトバ セワ■コトバ セワ■コトバ ２字２拍の漢語＋３拍

● 選挙区内 センキョクナイ センキョ■クナイ センキョ■クナイ センキョ■クナイ
「選挙」「区内」ともに３拍以上の自立可

能な意味のまとまり

全国を渡り歩く ゼンコクヲ■ワタリアルク ワタリアルク ゼンコクヲ■ワタリアルク

千生り瓢箪 センナリビョータン

総アクセス数 ソーアクセススー ソーアクセススー



● そうそういい顔もできない ソーソー■イイ■カオモ■デキナイ ソーソー■イイ■カオモ■デキナイ ※　ソー■ソー■ウマクワ■イカナイ ※　ソー■ソー■ウマクワ■イカナイ
繰り返し言葉（繰り返すことによって新た

な意味が生じた語ではない）

相場が一転する ソーバガ■イッテン■スル ソーバガ■イッテン■スル

底なし沼 ソコナシヌマ ※　ソコナシノ■ヌマ ソコナシヌマ ソコナシヌマ

そっくりさん ソックリサン ソックリサン

● それで以て ソレデ■モッテ ソレデ■モッテ ソレデモッテ ソレデモッテ 「以て」は助詞的な働き

それはたらればの話だ ソレワ■タラレバノ■ハナシダ ソレワ■タラレバノ■ハナシダ

存じ候 ゾンジソーロー ゾンジソーロー ゾンジソーロー

そんなことをしてはダメダメ ソンナ■コトヲ■シテワ■ダメ■ダメ

● 孫文 ソンブン ソン■ブン ソン■ブン ソン■ブン

姓と名は区切って書くという原則に従う。

「てびき」p87の【備考】はあまり拡大し

ない

● ダージリンティー ダージリンティー ダージリン■ティー ４拍以上＋２拍の外来語

大阿羅漢 ダイアラカン ダイアラカン

体育館裏 タイイクカンウラ タイイクカンウラ

第１シード ダイ数１■シード ダイ数１■シード

第１レース ダイ数１■レース ダイ数１■レース

● 大学院生 ダイガクインセイ ダイガク■インセイ ダイガク■インセイ ダイガク■インセイ
「大学」「院生」ともに３拍以上の自立可

能な意味のまとまり

● タイ記録 タイキロク タイ■キロク タイ■キロク タイ■キロク 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

体脂肪率 タイシボーリツ ※　タイシボーケイ タイシボーリツ

大道芸人 ダイドー■ゲイニン ダイドー■ゲイニン

鯛の尾頭付き タイノ■オカシラツキ オカシラツキ オカシラツキ

高さにして３０メートル タカサニ■シテ■数３０メートル タカサニ■シテ■数３０メートル

● タカラジェンヌ タカラジェンヌ タカラ■ジェンヌ タカラ■ジェンヌ
タカラ（宝塚）＋ジェンヌ（パリジェンヌ

からの派生語で単独でも意味が分かる）

竹久夢二画 タケヒサ■ユメジ■ガ タケヒサ■ユメジ■ガ

● 大宰権帥 ダザイノ■ゴンノソツ ダザイノ■ゴンノ■ソツ ダザイノ■ゴンノ■ソツ ダザイノ■ゴンノ■ソツ 間に助詞の「の」がある

立ち位置 タチイチ タチイチ タチイチ

● 奪三振 ダツ数３シン ダツ■数３シン ダツ■数３シン ダツ■数３シン
「奪」は区切って書いた方が意味の理解を

助ける

タッチキー タッチキー タッチキー

他に類を見ない タニ■ルイヲ■ミナイ タニ■ルイヲ■ミナイ

● 駄目親父 ダメオヤジ ダメオヤジ ダメ■オヤジ ダメ■オヤジ ２字２拍の混種語＋３拍

ダメダメな私 ダメダメナ■ワタシ

● 駄目人間 ダメニンゲン ダメニンゲン ダメ■ニンゲン ダメ■ニンゲン ２字２拍の混種語＋３拍以上



タモノキ タモノキ タモノキ タモノキ

男女共同参画 ダンジョ■キョードー■サンカク ダンジョ■キョードー■サンカク

● 知恵遅れ チエオクレ チエ■オクレ ２字２拍の漢語＋３拍

● 知恵比べ チエクラベ チエ■クラベ チエ■クラベ チエ■クラベ ２字２拍の漢語＋３拍

● 地方税法 チホーゼイホー チホー■ゼイホー チホー■ゼイホー チホー■ゼイホー
「地方」「税法」ともに３拍以上の自立可

能な意味のまとまり

着メロ チャクメロ チャクメロ チャクメロ

● 茶屋遊び チャヤアソビ チャヤ■アソビ チャヤ■アソビ チャヤ■アソビ ２字２拍の混種語＋３拍

ちゃんとやったもんな チャント■ヤッタモンナ チャント■ヤッタモンナ

超高速鉄道 チョーコーソク■テツドー ※　チョーコーソク■トッキュー チョーコーソク■テツドー

超高齢社会 チョー■コーレイ■シャカイ チョー■コーレイ■シャカイ チョー■コーレイ■シャカイ

● 超自然現象 チョー■シゼン■ゲンショー チョー■シゼン■ゲンショー チョーシゼン■ゲンショー チョーシゼン■ゲンショー 「超自然」は一語としてのまとまりがある

超自然 チョーシゼン

一寸見では分からない チョットミデワ■ワカラナイ チョットミデワ■ワカラナイ

● 縮緬ジャコ チリメンジャコ チリメン■ジャコ チリメン■ジャコ チリメン■ジャコ ３拍以上＋２字２拍の漢語

津軽海峡 ツガル■カイキョー ツガル■カイキョー ツガル■カイキョー

次の一手 ツギノ■数１テト■シテ ツギノ■数１テ ツギノ■数１テ

つぶしアン ツブシアン

釣りおたく ツリオタク ツリオタク

● 蔓植物 ツル■ショクブツ ツル■ショクブツ ツルショクブツ ツルショクブツ 「蔓」は２拍の和語

徒然なるままに ツレヅレナル■ママニ ツレヅレナル■ママニ ツレヅレナル■ママニ

● 手足口病 テアシクチビョー テ■アシ■クチビョー テ■アシ■クチビョー 「手足口」は一語にならない。医学用語

ＤＡＩＳＹ版 外大大ＤＡＩＳＹ＝バン ※　外大大ＤＡＩＳＹ 外大大ＤＡＩＳＹ＝バン

デイジー版 デイジーバン デイジーバン

● デジアナ変換 デジアナ■ヘンカン デジ■アナ■ヘンカン デジ■アナ■ヘンカン デジ■アナ■ヘンカン
「デジアナ」は一語とは言えない。区切っ

た方が意味の理解を助ける

● 鉄火味噌 テッカミソ テッカ■ミソ テッカ■ミソ テッカ■ミソ ３拍＋２字２拍の漢語

手に入った仕事 テニ■イッタ■シゴト テニ■イッタ■シゴト テニ■イッタ■シゴト

● 手前味噌 テマエミソ テマエ■ミソ テマエ■ミソ テマエ■ミソ ３拍＋２字２拍の漢語

テレビ受けがいい テレビウケガ■イイ テレビウケガ■イイ

● 電気椅子 デンキイス デンキ■イス デンキ■イス デンキ■イス ３拍＋２字２拍の漢語

● 点字図書館内 テンジ■トショカンナイ テンジ■トショ■カンナイ テンジ■トショ■カンナイ
「図書」「館内」ともに自立可能な意味の

まとまり

● 電子ジャー デンシジャー デンシ■ジャー デンシ■ジャー デンシ■ジャー 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

● 同市（その） ドー■シ ドー■シ ドーシノ■カンコー■スポット ドーシノ■カンコー■スポット
「その」の意味でも、後ろに続く語の拍数

によって切れ続きを判断する

同行二人 ドーギョー■数２ニン ドーコー■数２ニン ドーギョー■数２ニン ドーギョー■数２ニン



ドーバー海峡 ドーバー■カイキョー ドーバー■カイキョー ドーバー■カイキョー

東洋医学会 トーヨー■イガクカイ トーヨー■イガッカイ ニホン■トーヨー■イガッカイ ニホン■トーヨー■イガクカイ

時を同じゅうして トキヲ■オナジュー■シテ ※　オナジュー■スル ※　オナジュー■スル

● 特定非営利活動法人
トクテイ■ヒエイリ■カツドー■ホージ

ン

トクテイ■ヒ■エイリ■カツドー■

ホージン

トクテイ■ヒ■エイリ■カツドー■

ホージン

トクテイ■ヒ■エイリ■カツドー■

ホージン

「非」はこの場合、発音上の切れ目があ

り、区切って書いた方が意味の理解を助け

る

● ドコサヘキサエン酸 ドコサヘキサエンサン ドコサ■ヘキサエンサン
「ドコサ」「ヘキサエンサン」ともに自立

性がある

● 都市ガス トシガス トシ■ガス トシ■ガス トシ■ガス
「２字２拍の漢語＋２拍の外来語」の混種

語

● 土砂崩れ ドシャクズレ ドシャ■クズレ ドシャ■クズレ ドシャ■クズレ ２字２拍の漢語＋３拍

都心の一等地 トシンノ■数１トーチ ※　ギンザノ■数１トーチ ※　ギンザノ■数１トーチ

● 屠蘇機嫌 トソキゲン トソ■キゲン トソ■キゲン ２字２拍の漢語＋３拍

● 屠蘇気分 トソキブン トソ■キブン トソ■キブン ２字２拍の漢語＋３拍

● 土地言葉 トチコトバ トチ■コトバ トチ■コトバ ２字２拍の漢語＋３拍

● 土地探し トチサガシ トチ■サガシ トチ■サガシ トチ■サガシ ２字２拍の漢語＋３拍

● 土地訛り トチナマリ トチ■ナマリ トチ■ナマリ ２字２拍の漢語＋３拍

● 隣り合せに座る トナリアワセニ■スワル トナリ■アワセニ■スワル トナリ■アワセ トナリ■アワセ
３拍＋３拍（全体が複合動詞からの転成で

はない）

● 賭場荒らし トバアラシ トバ■アラシ トバ■アラシ ２字２拍の混種語＋３拍

友達ってほどでもないよ トモダチッテホドデモ■ナイヨ トモダチッテホドデモ■ナイヨ

鳥インフルエンザ トリ■インフルエンザ トリ■インフルエンザ トリ■インフルエンザ

取越苦労 トリコシ■クロー ※　トリコシグロー

取り沙汰される トリザタ■サレル トリザタ■サレル トリザタ■サレル

トリックスター トリックスター トリックスター トリックスター

泥まみれ ドロマミレ ※　アセマミレ ※　アセマミレ

● 無い物ねだり ナイモノネダリ ナイ■モノ■ネダリ ナイ■モノ■ネダリ ナイ■モノ■ネダリ
慣用句とは言えないので、切れ続きの原則

に従い区切って書く

● 尚尚励みなさい ナオナオ■ハゲミナサイ ナオ■ナオ
繰り返し言葉（繰り返すことによって新た

な意味が生じた語ではない）

長型３号 ナガガタ■数３ゴー ナガガタ■数３ゴー

● 長嶋イズム ナガシマイズム ※　ヤマギシ■イズム ※　ミツビシ■イズム ナガシマ■イズム

「イズム」は本来接尾語だが、この場合は

自立的に用いられている（「てびき」p74

「コラム18」）

長屋もん ナガヤモン ナガヤモン

ながらスマホ ナガラ■スマホ ※　ナガラ■ウンテン ナガラ■スマホ

嘆き悲しむ ナゲキカナシム ナゲキカナシム

夏シーズン ナツシーズン ナツシーズン

夏だもん ナツダモン ナツダモン



● 棗椰子 ナツメヤシ ナツメ■ヤシ ナツメ■ヤシ ナツメ■ヤシ ３拍＋２字２拍の漢語

習い覚える ナライオボエル

何ともはや ナントモハヤ ナントモハヤ ナントモハヤ

二クロム酸カリウム 数２クロムサン■カリウム

２三振 数２数３シン ※　数３数３シン ※　数３数３シン

偽ブランド品 ニセブランドヒン ニセブランドヒン

ニックネーム ニックネーム ニック■ネーム ニックネーム ニックネーム

● 日光湯葉 ニッコー■ユバ ニッコー■ユバ ニッコーユバ ニッコーユバ 「湯葉」は２拍の和語

２男をもうける 数２ナンヲ■モーケル

● 日本ライトハウス ニッポン■ライトハウス ※　ライト■ハウス ※　ライト■ハウス ※　ライト■ハウス ３拍＋３拍の外来語

ニホニウム ニホニウム ニホニウム

● 日本画家 ニホンガカ ニホン■ガカ ニホン■ガカ ニホン■ガカ
「日本」も「画家」（２字２拍の漢語）も

自立した意味のまとまり

日本薬局方 ニホン■ヤッキョクホー ニホン■ヤッキョクホー ニホン■ヤッキョクホー

日本ライン ニホン■ライン ニホン■ライン

２塁打 数２＝ルイダ ※　数３＝ルイダ ※　数３＝ルイダ

人間臭い ニンゲンクサイ ニンゲンクサイ■ハナシ ニンゲンクサイ■ハナシ

願い奉る ネガイタテマツル ネガイタテマツル

捩れ国会 ネジレ■コッカイ ネジレ■コッカイ

捩れ言葉 ネジレ■コトバ

● ねた探し ネタサガシ ネタサガシ ネタ■サガシ ネタ■サガシ
「ねた」（「種」を逆読みした特殊な和

語、自立性がある）＋３拍

根津神社 ネヅ■ジンジャ

脳科学 ノー■カガク ノー■カガク ノー■カガク

農作物 ノーサクブツ ノーサクブツ

ノースポール ノース■ポール ノース■ポール

● のっぽビル ノッポビル ノッポ■ビル ノッポ■ビル ノッポ■ビル 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

延ばし延ばしにする ノバシ■ノバシニ■スル

ノンアルコール ノンアルコール ノンアルコール ノンアルコール

ハイエンド ハイエンド ハイエンド

バイオマス バイオマス バイオマス

● 排気ガス ハイキガス ハイキ■ガス ハイキ■ガス ハイキ■ガス 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

● パイ生地 パイキジ パイ■キジ パイ■キジ パイ■キジ
「２拍の外来語＋２字２拍の漢語」の混種

語

肺気腫 ハイキシュ ハイキシュ ハイキシュ

● 肺浸潤 ハイシンジュン ハイ■シンジュン ハイ■シンジュン ハイ■シンジュン 「肺」は自立性がある。医学用語

ハイスクール ハイ■スクール ハイ■スクール ハイ■スクール



● ハイソックス ハイソックス ハイ■ソックス ニー■ハイ■ソックス ニー■ハイ■ソックス ２拍＋４拍の外来語

● パイプ椅子 パイプイス パイプ■イス パイプ■イス ３拍の外来語＋２字２拍の漢語

ハイブリッドカー ハイブリッドカー ハイブリッド ※　ハイブリッド■バス

● バイプレーヤー バイ■プレーヤー バイ■プレーヤー ※　メイバイプレーヤー ※　メイバイプレーヤー
「バイプレイ」の派生語。「バイ」は日本

語としての自立性が弱い

● 馬鹿息子 バカムスコ バカ■ムスコ バカ■ムスコ バカ■ムスコ ２字２拍の漢語＋３拍

● 馬鹿呼ばわりする バカヨバワリ■スル バカ■ヨバワリ■スル バカ■ヨバワリ■スル バカ■ヨバワリ■スル ２字２拍の漢語＋３拍以上の語

白居易 ハク■キョイ ハク■キョイ

● 場所塞ぎ バショフサギ バショ■フサギ バショ■フサギ バショ■フサギ ２字２拍の混種語＋３拍

バスツアー バスツアー バスツアー バスツアー

バス旅行 バス■リョコー バス■リョコー バス■リョコー

バックパッカー バック■パッカー バック■パッカー バック■パッカー

● 果てしない ハテシナイ ハテシ■ナイ ハテシ■ナイ ハテシ■ナイ 「し」（強調の助詞）が間にある

バトンパス バトンパス バトンパス

花柚 ハナユズ ハナユズ

歯舞群島 ハボマイ■グントー

● 浜離宮 ハマリキュー ハマリキュー ハマ■リキュー ハマ■リキュー 「浜」は固有名詞

はめ殺しの窓 ハメゴロシノ■マド ハメコロシノ■マド

● 逸り武者 ハヤリムシャ ハヤリ■ムシャ ハヤリ■ムシャ ３拍＋２字２拍の漢語

春キャベツ ハルキャベツ ハルキャベツ

反時計回り ハン■トケイ■マワリ ハン■トケイ■マワリ ハン■トケイ■マワリ

● パン生地 パンキジ ※　パイ■キジ パン■キジ パン■キジ
「２拍の外来語＋２字２拍の漢語」の混種

語

ＢＳ１ 外大大ＢＳ数１

● ＰＭ２．５ 外大大ＰＭ■数２.５ 外大大ＰＭ数２.５ 外大大ＰＭ数２.５ 外大大ＰＭ数２.５ 微小粒子状物質として一続きに書く

Ｂ級グルメ 外大Ｂ＝キュー■グルメ 外大Ｂ＝キュー■グルメ

ＰＣごと盗まれる 外大大ＰＣ＝ゴト■ヌスマレル

Ｐコート 外大Ｐ■コート

● 非営利団体 ヒエイリ■ダンタイ ※　ヒ■エイリ■ソシキ ※　ヒ■エイリ■ソシキ

「非」はこの場合、発音上の切れ目があ

り、区切って書いた方が意味の理解を助け

る

東日本 ヒガシ■ニホン ヒガシ■ニホン ヒガシ■ニホン

● 非常ベル ヒジョーベル ヒジョー■ベル ヒジョー■ベル ヒジョー■ベル 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

● 氷頭なます ヒズナマス ヒズ■ナマス ヒズ■ナマス ヒズ■ナマス ２字２拍の混種語＋３拍

● 非政府組織 ヒセイフ■ソシキ ヒ■セイフ■ソシキ ヒ■セイフ■ソシキ ヒ■セイフ■ソシキ

「非」はこの場合、発音上の切れ目があ

り、区切って書いた方が意味の理解を助け

る



● 非戦論者 ヒセンロンシャ ヒセン■ロンシャ ヒセン■ロンシャ ヒセン■ロンシャ
「非戦」「論者」ともに３拍以上の自立し

た意味のまとまり

左四つに組む ヒダリヨツニ■クム ※　ミギヨツニ■クム ※　ミギヨツニ■クム

● ヒッチハイク ヒッチハイク ヒッチ■ハイク ヒッチ■ハイク ヒッチ■ハイク ３拍＋３拍の外来語

ヒット曲名 ヒット■キョクメイ ヒット■キョクメイ ヒット■キョクメイ

人扱い ヒトアツカイ ※　キャクアツカイ ※　キャクアツカイ ヒトアツカイ

人気のなくなった海岸 ヒトケノ■ナクナッタ■カイガン ヒトケノ■ナクナッタ■カイガン

一マス空け ヒトマスアケ ヒトマスアケ ヒトマスアケ

● 丙午の女 ヒノエウマノ■オンナ ※　ヒノエ■ウマ ※　ヒノエ■ウマ ※　ヒノエ■ウマ
十干（「丙」）十二支（「午」）は区切っ

て書いた方が意味の理解を助ける

● 火の玉のように怒る ヒノタマノヨーニ■オコル ヒノ■タマノヨーニ■オコル
この場合「火の玉」は一語化して特殊な意

味を生じたとは言えない

● 狒狒親父 ヒヒオヤジ ヒヒ■オヤジ ヒヒ■オヤジ ヒヒ■オヤジ ２字２拍の漢語＋３拍

響き渡る ヒビキワタル ヒビキワタル

日向夏 ヒューガナツ ヒューガナツ

● 日和下駄 ヒヨリゲタ ヒヨリ■ゲタ ヒヨリ■ゲタ ヒヨリ■ゲタ ３拍＋２字２拍の漢語

ヒルクライム ヒル■クライム

● ビル荒らし ビルアラシ ビル■アラシ ビル■アラシ ビル■アラシ 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

ヒルサイズ ヒルサイズ

ピン芸人 ピン■ゲイニン ピン■ゲイニン ピン■ゲイニン

貧乏籤 ビンボークジ ビンボークジヲ■ヒク ビンボークジヲ■ヒク

● 河豚中毒 フグ■チュードク フグチュードク フグチュードク フグチュードク 「河豚」は２拍の和語

● 福祉ごろ フクシゴロ フクシ■ゴロ フクシ■ゴロ
「ごろ」は「ごろつき」の略で区切って書

いた方が意味の理解を助ける

複付点音符 フクフテン■オンプ

● 含み利子 フクミリシ フクミ■リシ フクミ■リシ フクミ■リシ ３拍＋２字２拍の漢語

● 武家屋敷 ブケヤシキ ブケ■ヤシキ ブケ■ヤシキ ブケ■ヤシキ ２字２拍の漢語＋３拍

無事の一報が入った ブジノ■数１ポーガ■ハイッタ ※　ハッケンノ■数１ポー ※　ハッケンノ■数１ポー

豚１頭 ブタ■数１トー

豚扱い ブタアツカイ ブタアツカイ

負担増 フタン■ゾー フタン■ゾー フタン■ゾー

● プチブルジョア プチブルジョア プチ■ブルジョア プチ■ブルジョア プチ■ブルジョア ２拍＋４拍の外来語

● プチ野菜 プチヤサイ プチ■ヤサイ プチ■ヤサイ プチ■ヤサイ 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

フッ素ジェル フッソ■ジェル フッソ■ジェル フッソ■ジェル

フットサル フットサル フットサル

● 葡萄パン ブドーパン ブドー■パン ブドー■パン ブドー■パン 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

● ブラックベリー ブラックベリー ブラック■ベリー ３拍以上＋３拍の外来語



● フランスパン フランスパン フランス■パン フランス■パン フランス■パン ４拍＋２拍の外来語

プリマバレリーナ プリマ■バレリーナ プリマ■バレリーナ

ブルーギル ブルーギル ブルーギル

● ブルーベリー ブルーベリー ブルー■ベリー■ジャム ブルー■ベリー■ジャム ブルー■ベリー■ジャム ３拍＋３拍の外来語

● フル稼働 フルカドー フル■カドー 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

プレオープン プレ■オープン
※　プレ■ステージ・プレ■数５＝リ

ン

プレ五輪 プレ■数５＝リン プレ■数５＝リン プレ■数５＝リン

● プレ調査 プレチョーサ プレ■チョーサ プレ■チョーサ プレ■チョーサ ２拍の外来語＋３拍

● 風呂上がり フロアガリ フロ■アガリ フロ■アガリ フロ■アガリ ２字２拍の漢語＋３拍

プロ作家 プロ■サッカ プロ■サッカ プロ■サッカ

● 風呂掃除 フロソージ フロ■ソージ フロ■ソージ フロ■ソージ ２字２拍の漢語＋３拍

プロテニス プロテニス ※　プロテスト ※　プロテスト ※　プロテスト

● プロトタイプ プロト■タイプ プロト■タイプ プロトタイプ プロトタイプ 「プロト」は自立性が弱い

● プロ野球 プロヤキュー プロ■ヤキュー プロ■ヤキュー プロ■ヤキュー 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

分別書き方 ブンベツ■カキカタ

分別収集 ブンベツ■シューシュー ブンベツ■シューシュー

ヘアキャップ ヘアキャップ ヘアキャップ

ペットボトル ペット■ボトル ペット■ボトル

ペティナイフ ペティナイフ ペティナイフ

● ペパーミントガム ペパーミント■ガム ペパー■ミント■ガム ペパー■ミント ペパー■ミント ３拍＋３拍の外来語

部屋探し ヘヤサガシ ヘヤサガシ ヘヤサガシ

変じゃね？ ヘンジャ■ネ？ ※　フトッタンジャ■ネ ※　フトッタンジャ■ネ

● 放射線量 ホーシャセンリョー ホーシャ■センリョー ホーシャ■センリョー ホーシャ■センリョー
「放射」「線量」ともに３拍以上の自立し

た意味のまとまり

包帯を８の字に巻く ホータイヲ■数８ノジニ■マク ※　数８ノジニ■イトヲ■カケル ※　数８ノジニ■イトヲ■カケル

ホームステイ ホーム■ステイ ホーム■ステイ

ホームラン１発に泣いた ホームラン■数１パツニ■ナイタ

ホームレス ホームレス ホームレス ホームレス

● 暴力団員 ボーリョクダンイン ボーリョク■ダンイン ボーリョク■ダンイン ボーリョク■ダンイン
「暴力」「団員」ともに３拍以上の自立し

た意味のまとまり

呆け老人 ボケロージン ボケ■ロージン ボケロージン ボケロージン

● 補助椅子 ホジョイス ホジョ■イス ホジョ■イス ２字２拍の漢語＋２字２拍の漢語

● 没個性的 ボツコセイテキ ボツ■コセイテキ ボツ■コセイテキ ボツ■コセイテキ
複合名詞とは言えない。「てびき」p69

【備考】にあてはまる

ホテルに一泊する ホテルニ■数１パク■スル
※　数１パク■数２ショクツキ、数１

パク■フツカ

※　数１パク■数２ショクツキ、数１

パク■フツカ



● ほぼほぼ完成 ホボホボ■カンセイ ホボ■ホボ ホボ■ホボ
繰り返し言葉（繰り返すことによって新た

な意味が生じた語ではない）

ぼや騒ぎ ボヤサワギ ボヤサワギ ボヤサワギ

● ポリ容器 ポリヨーキ ポリ■ヨーキ ポリ■ヨーキ ポリ■ヨーキ 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

本塁打 ホンルイダ ホンルイダ

舞扇 マイオーギ マイオーギ

前倣えする マエナラエ■スル

摩訶般若波羅蜜多心経
マカ■ハンニャ■ハラミッタ■シン

ギョー

● 摩訶不思議 マカフシギ マカ■フシギ マカ■フシギ マカ■フシギ ２字２拍の漢語＋３拍

マッターホルン マッターホルン マッターホルン

● 抹茶オレ マッチャオレ マッチャ■オレ ※　マッチャ■ラテ マッチャ■オレ 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

● 抹茶ラテ マッチャラテ マッチャ■ラテ マッチャ■ラテ マッチャ■ラテ 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

松帆の浦 マツホノ■ウラ マツホノ■ウラ

間に合わせる マニアワセル マニアワセル

まもなくして マモナクシテ マモナクシテ マモナクシテ

まもなくの発車となります マモナクノ■ハッシャト■ナリマス

● マントヒヒ マントヒヒ マント■ヒヒ マント■ヒヒ ３拍＋２字２拍の漢語

右手奥 ミギテ■オク ミギテ■オク ミギテ■オク

水鏡考 ミズカガミ■コー ※　コジキ■コー ミズカガミ■コー

水海月 ミズクラゲ

ミスプリ ミスプリ

三隅 ミスミ

店の上がりが少ない ミセノ■アガリガ■スクナイ ミセノ■アガリガ■スクナイ

● 味噌炒め ミソイタメ ミソ■イタメ ミソ■イタメ ２字２拍の漢語＋３拍

● 味噌おでん ミソオデン ミソ■オデン ミソ■オデン ミソ■オデン ２字２拍の漢語＋３拍

● 味噌煎餅 ミソセンベイ ミソ■センベイ ２字２拍の漢語＋３拍以上の語

● 味噌雑煮 ミソゾーニ ミソ■ゾーニ ミソ■ゾーニ ミソ■ゾーニ ２字２拍の漢語＋３拍

● 味噌田楽 ミソデンガク ミソ■デンガク ２字２拍の漢語＋３拍以上の語

● 味噌煮込みうどん ミソニコミ■ウドン ミソ■ニコミ■ウドン ミソ■ニコミ■ウドン ２字２拍の漢語＋３拍

● 味噌ラーメン ミソラーメン ミソ■ラーメン ミソ■ラーメン ２字２拍の漢語＋３拍以上の語

ミックスダブルス ミックス■ダブルス ミックス■ダブルス

ミニイベント ミニ■イベント ※　ミニ■スカート ミニ■イベント

ミニハンバーグ ミニ■ハンバーグ ※　ミニ■コンサート ミニ■ハンバーグ

● ミニうどん ミニウドン ミニ■ウドン 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

● ミニ講座 ミニコーザ ミニ■コーザ 「２拍の外来語＋３拍」の混種語



● ミニスカート ミニスカート ミニ■スカート ミニ■スカート ミニ■スカート ２拍＋４拍の外来語

美濃焼 ミノヤキ

見る側 ミル■ガワ ※　オシエル■ガワノ■モンダイ ミル■ガワ

身を尽くしてや恋渡るべき ミヲ■ツクシテヤ■コイワタルベキ ミヲ■ツクシテヤ■コイワタルベキ

● 武者隠し ムシャカクシ ムシャ■カクシ ムシャ■カクシ ムシャ■カクシ ２字２拍の漢語＋３拍

● 無神論者 ムシンロンシャ ムシン■ロンシャ ムシン■ロンシャ ムシン■ロンシャ
「無神」も「論者」も３拍以上の自立した

意味のまとまり

結びの一番 ムスビノ■数１バン ムスビノ■数１バン

● 結び文字 ムスビモジ ムスビ■モジ ムスビ■モジ ３拍＋２字２拍の漢語

胸ポケット ムネポケット ムネポケット ムネポケット

メジャーリーガー メジャー■リーガー メジャー■リーガー

● メゾソプラノ メゾソプラノ メゾ■ソプラノ メゾ■ソプラノ メゾ■ソプラノ ２拍＋４拍の外来語

メゾピアノ メゾピアノ ※　メゾフォルテ ※　メゾフォルテ メゾピアノ

メタボ メタボ メタボ

メタボリックシンドローム メタボリック■シンドローム メタボリック■シンドローム

目の愛護デー メノ■アイゴデー メノ■アイゴデー

目の前の仕事 メノ■マエノ■シゴト ※　メノ■マエノ■ピンチ ※　メノ■マエノ■ピンチ

● メモ用紙 メモヨーシ メモ■ヨーシ メモ■ヨーシ メモ■ヨーシ 「２拍の外来語＋３拍」の混種語

もういっぱいいっぱいだ モー■イッパイ■イッパイダ ※　イッパイ■イッパイニ■ナル ※　イッパイ■イッパイニ■ナル

● もう一丁 モー■数１チョー モー■イッチョー■ヤルカ この場合は数量的な意味は無い

儲け主義 モーケ■シュギ モーケ■シュギ モーケ■シュギ

申し訳ありません モーシワケ■アリマセン

潜り医者 モグリ■イシャ モグリ■イシャ モグリ■イシャ

潜り営業 モグリ■エイギョー ※　モグリ■ショーバイ ※　モグリ■ショーバイ ※　モグリ■ショーバイ

もしかして モシカ■シテ モシカ■シテ モシカ■シテ

● モスグリーン モスグリーン モス■グリーン モス■グリーン モス■グリーン ２拍＋４拍の外来語

もつ煮込み モツニコミ モツニコミ

元元彼 モトモトカレ

物言い モノイイ ※　ズーズーシイ■モノイイ モノイイ

モノカルチャー モノカルチャー モノカルチャー モノカルチャー

● 貰い事故 モライジコ モライ■ジコ モライ■ジコ モライ■ジコ ３拍＋２字２拍の漢語

● モンテクリスト伯 モンテクリストハク モンテクリストハク モンテ■クリストハク モンテ■クリストハク Monte-Cristo

八百長 ヤオチョー ヤオチョー

八百万の神 ヤオヨロズノ■カミ ヤオヨロズノ■カミ ヤオヨロズノ■カミ

焼きうどん ヤキウドン ヤキウドン

● 焼きたてパン ヤキタテパン ヤキタテ■パン ヤキタテ■パン 「３拍以上＋２拍の外来語」の混種語



野球と来た日には ヤキュート■キタ■ヒニワ ※　カレト■キタ■ヒニワ ※　カレト■キタ■ヒニワ ※　カレト■キタ■ヒニワ

● 野球ファン ヤキューファン ヤキュー■ファン ※　キョジン■ファン ヤキュー■ファン 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

● 役者馬鹿 ヤクシャバカ ヤクシャ■バカ ヤクシャ■バカ ヤクシャ■バカ ３拍＋２字２拍の漢語

● 屋敷跡 ヤシキアト ヤシキ■アト ヤシキ■アト
複合名詞とは言えない。「てびき」p69

【備考】にあてはまる

● やってご覧なさい ヤッテ■ゴランナサイ ゴラン■ナサイ ヤッテ■ゴラン■ナサイ ヤッテ■ゴラン■ナサイ 「てびき」p56参照

雇止め ヤトイドメ ヤトイドメ

雇い主 ヤトイヌシ ヤトイヌシ

● 唯物論者 ユイブツロンシャ ユイブツ■ロンシャ ユイブツ■ロンシャ ユイブツ■ロンシャ
「唯物」も「論者」も３拍以上の自立した

意味のまとまり

● 唯名論者 ユイメイロンシャ ユイメイ■ロンシャ ユイメイ■ロンシャ ユイメイ■ロンシャ
「唯名」も「論者」も３拍以上の自立した

意味のまとまり

雪柳 ユキヤナギ ユキヤナギ

柚胡椒 ユズコショー ユズコショー

柚ポン酢 ユズポンズ ユズポンズ

柚味噌 ユズミソ ユズミソ ユズミソ

譲り受ける ユズリウケル ユズリウケル

● 油性ペン ユセイペン ユセイ■ペン 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

夢覚め遣らぬ様子 ユメ■サメヤラヌ■ヨース ユメ■サメヤラヌ■ヨース

努努忘れること勿れ ユメユメ■ワスレル■コト■ナカレ
※　ユメユメ■ウタガウ■コト■ナカ

レ

※　ユメユメ■ウタガウ■コト■ナカ

レ

湯沸かし ユワカシ

● 幼稚園児 ヨーチエンジ ヨーチ■エンジ ヨーチ■エンジ
「幼稚」も「園児」も３拍以上の自立した

意味のまとまり

● 幼稚園長 ヨーチエンチョー ヨーチ■エンチョー ヨーチ■エンチョー
「幼稚」も「園長」も３拍以上の自立した

意味のまとまり

● 要保護児童 ヨーホゴ■ジドー ヨー■ホゴ■ジドー ヨー■ホゴ■ジドー
「要」は造語要素のうち区切って書いた方

が意味の理解を助ける語

よく気付く人 ヨク■キヅク■ヒト ※　キヅク ※　キヅク

翌平日 ヨクヘイジツ ヨクヘイジツ ヨクヘイジツ

● よくよく見ると ヨクヨク■ミルト ※　ヨク■ヨク■カンガエル ※　ヨク■ヨク■カンガエテ■ミレバ ※　ヨク■ヨク■カンガエテ■ミレバ
繰り返し言葉（繰り返すことによって新た

な意味が生じた語ではない）

横浜市立大 ヨコハマ■シリツダイ ※　トーキョー■トリツダイ ※　トーキョー■トリツダイ ヨコハマ■シリツダイ

よさげなお店 ヨサゲナ■オミセ ヨサゲナ■オミセ

● 鎧武者 ヨロイムシャ ヨロイ■ムシャ ３拍＋２字２拍の漢語

● よろしおす ヨロシオス ヨロシ■オス ヨロシ■オス 「おす」は「ございます」(京都の方言）

４Ｋテレビ 数４外大Ｋ■テレビ 数４外大Ｋ■テレビ

ライオンキング ライオン■キング ライオン■キング ライオン■キング

ラインズマン ラインズマン ラインズマン



● 落語ネタ ラクゴネタ ラクゴネタ ラクゴ■ネタ ラクゴ■ネタ
３拍＋「ネタ」（「種」を逆読みした特殊

な和語、自立性がある）

ラップフィルム ラップ■フィルム ラップ■フィルム

ランウエイ ランウエイ ランウエイ

乱開発 ランカイハツ ランカイハツ

ランクイン ランクイン ランクイン ランクイン

ＬＡＮケーブル 外大大ＬＡＮ■ケーブル 外大大ＬＡＮ■ケーブル

李太白 リ■タイハク リ■タイハク リ■タイハク

利益減 リエキ■ゲン リエキ■ゲン

陸海軍 リクカイグン リクカイグン

陸続き リクツヅキ リクツヅキ

● 利口でもって リコーデ■モッテ■キリョーモ■イイ リコーデ■モッテ■キリョーモ■イイ リコーデモッテ■スナオダ リコーデモッテ■スナオダ 「以て」は助詞的な働き

リフト付きバス リフトツキ■バス リフトツキ■バス

● 林檎ジャム リンゴジャム リンゴ■ジャム リンゴ■ジャム 「３拍＋２拍の外来語」の混種語

ルームシェア ルームシェア ルームシェア ルームシェア

ルックイースト ルック■イースト ルック■イースト

ルポルタージュ ルポルタージュ ルポルタージュ

● レアチーズケーキ レアチーズ■ケーキ レア■チーズ■ケーキ レア■チーズ■ケーキ 「チーズ■ケーキ」の一種

レアメタル レアメタル

暦年齢 レキネンレイ レキネンレイ

列車ダイヤ レッシャ■ダイヤ レッシャ■ダイヤ

レッツスタート レッツ■スタート レッツ■スタート

● レッツゴー レッツゴー レッツ■ゴー レッツ■ゴー 英語「Let's go」の仮名表現

レンズ豆 レンズマメ レンズマメ

連文節 レンブンセツ レンブンセツ

● 練兵場跡 レンペイジョーアト レンペイジョー■アト レンペイジョー■アト
複合名詞とは言えない。「てびき」p69

【備考】にあてはまる

ローカルサービス ローカル■サービス ローカル■サービス

ローカルルール ローカル■ルール ※　ローカル■カラー ローカル■ルール

ロースカツレツ ロース■カツレツ ロース■カツレツ

労働３法 ロードー■数３ポー

牢名主 ローナヌシ ローナヌシ

ローラー作戦 ローラー■サクセン ローラー■サクセン ローラー■サクセン

ロケット弾 ロケットダン

ロシア連邦 ロシア■レンポー ロシア■レンポー

● 路線バス ロセンバス ロセン■バス ロセン■バス ロセン■バス 「３拍＋２拍の外来語」の混種語



六価クロム 数６カ■クロム

六甲山 ロッコーサン ロッコーサン

我が国 ワガ■クニ ワガ■クニ ワガ■クニ

● 我が身 ワガミ ワガ■ミ ワガ■ミ ワガ■ミ 「我が」は連体詞、「身」は名詞

● 我が身かわいさ ワガミ■カワイサ ワガ■ミ■カワイサ ワガ■ミ■カワイサ ワガ■ミ■カワイサ 「我が」は連体詞、「身」は名詞

和歌山市駅 ワカヤマシエキ ※　マツヤマシエキ ワカヤマシエキ

訳ありの品 ワケアリノ■シナ ※　ワケアリノ■オンナ ※　ワケアリノ■オンナ

● 早稲田イズム ワセダイズム ワセダ■イズム ワセダ■イズム

「イズム」は本来接尾語だが、この場合は

自立的に用いられている（「てびき」p74

「コラム18」）

割を食う ワリヲ■クウ ワリヲ■クウ ワリヲ■クウ

● ワンポイントレッスン ワンポイント■レッスン ワン■ポイント ワン■ポイント ワン■ポイント ２拍＋４拍の外来語

● ワンマンショー ワンマンショー ワンマン■ショー ワンマン■ショー ワンマン■ショー ４拍＋２拍の外来語


