
筆記部門 

 

手引きの改訂について 

 

Ａ．改訂の予定 

 

  現在、手引きの改定を検討しています。 

大きな改訂については、資料１、資料２、資料３にまとめてあります。 

その他、説明文や図表の入替など、細かいミスなどの校正にあわせ、文言の精選も進めます。 

  現在の手引きも含め、ご意見・ご要望がございましたら、参考にさせていただきます。 

  令和３年度の全国協議会にて新しい「手引４版（令和４年３月）」と改訂内容に沿った例題を示

し、令和４年度より導入します。 

 

Ｂ．出題範囲（用語）の変更 

 

 変更案について 

 

  ○資料１を参照して下さい。 

    級別に検討している用語を提示しました。 

    取り消し線の付した用語は検討してはいますが、採用を見送ることを案としています。 

    また、資料２にはその用語の説明文と、別に採用に至らなかった用語を掲載しています。 

 

 大きな変更点 

      ３級 

    ①マークに関する問題を新規に採用する。 

    ②記号を再検討し、用語の使い方についての説明を加えます。 

    ③文書に関する出題 

     出題内容・形式はほぼ踏襲しますが、手引きの説明を工夫します。 

     敬称および頭語と結語の組み合わせは別に例示しました。 

     前文および結びの文章については、文中の用語の適切な使い方として例示しました。 

 

   ２級 

    ①電子メールに関する問題 

     【３】の出題範囲に加えます。 

    ②印鑑・テレワークに関する出題 

     【３】または【４】の出題範囲に加えます。 

 

   １級 

    ①電子メールに関する問題 

     【４】の出題範囲に加えます。 

 

Ｃ．国語に関する出題 

 

 変更案について 

 

  ○出題方法および出題例について資料３を参照して下さい。 

 

 変更内容 

  １．３級【５】 



   ①音読みまたは訓読みしかない漢字の出題をする。 

   ②特に難しい読みは、研究の途中の資料を掲載しました。手引きに掲載するかは未定です。 

 

   ２．２級三字熟語、１級四字熟語 

   ①出題方法を工夫し、意味を問う問題を１問加えます。 

   ②改訂に合わせ、出題範囲の用語を見直します。 

 

    ３．その他（資料には含まれていません） 

 

   出題する範囲・内容の精選・見直し（頻出語、難読語、慣用句など） 

     



２ ビジネス文書部門(筆記)出題範囲 ※下位級のものは上位級で出題されることもある。

１．筆記１（機械・文書）

（１）機械・機械操作

第３級 第２級 第１級
書式設定 ルビ ＤＴＰ
余白（マージン） 文字ピッチ プロパティ
全角文字 行ピッチ デフォルトの設定
半角文字 和欧文字間隔 ユーザの設定
横倍角文字 文字間隔 ＶＤＴ障害
アイコン 行間隔 マルチタスク
フォントサイズ マルチシート ＵＳＢメモリ
フォント ワークシートタブ ＵＳＢポート
プロポーショナルフォント ＵＳＢハブ
等幅フォント
言語バー
ヘルプ機能
テンプレート
クリック コード入力
ダブルクリック 手書き入力
ドラッグ タブ
タッチタイピング インデント
右寄せ（右揃え） ツールボタン
センタリング（中央揃え） ツールバー
学習機能 テキストボックス
グリッド（グリッド線） 単語登録
デスクトップ 定型句登録
ウィンドウ オブジェクト
マウスポインタ（マウスカーソル） 予測入力
カーソル
プルダウンメニュー
ポップアップメニュー

ショートカットキー Ctrl+C Ctrl+A
ファンクションキー Ctrl+P Ctrl+B
F1 Ctrl+V Ctrl+I
F6 Ctrl+X Ctrl+N
F7 Ctrl+Z Ctrl+O
F8 Ctrl+S
F9 Ctrl+U
F10 Ctrl+Shift
NumLock Alt+F4
Shift+CapsLock
BackSpace
Delete
Insert
インクジェットプリンタ dpi マルチウィンドウ
レーザプリンタ ドット 文頭（文末）表示
ディスプレイ 画面サイズ ヘッダー
スクロール 解像度 フッター
プリンタ ルーラー 差し込み印刷
プリンタドライバ シートフィーダ バックグラウンド印刷
プロジェクタ トナー ローカルプリンタ
スクリーン 袋とじ印刷 ネットワークプリンタ
用紙サイズ レターサイズ 裏紙（反故紙[ほごがみ]）
印刷プレビュー 再生紙 偽造防止用紙
Ａサイズ（Ａ３・Ａ４） ＰＰＣ用紙 和文フォント
Ｂサイズ（Ｂ４・Ｂ５） 感熱紙 欧文フォント
インクジェット用紙
フォト用紙
デバイスドライバ
禁則処理 網掛け 置換
均等割付け 段組み ドロップキャップ
文字修飾 背景 箇条書き
カット＆ペースト 塗りつぶし 段落
コピー＆ペースト 透かし アウトライン

組み文字
保存 ＪＩＳ第１水準 外字
名前を付けて保存 ＪＩＳ第２水準 文書の保管
上書き保存 バックアップ 文書の保存
フォルダ ファイリング 文書の履歴管理
フォーマット（初期化） 拡張子 専門辞書
単漢字変換 文書ファイル 標準辞書
文節変換 静止画像ファイル
辞書
ごみ箱
互換性
ファイル
ファイル名
ドライブ
ドライブ名
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２ 改訂原案
１．筆記１（機械・文書）

（１）機械・機械操作

第３級 第２級 第１級
書式設定 ルビ ＤＴＰ
余白（マージン） 文字ピッチ プロパティ
全角文字 行ピッチ デフォルトの設定
半角文字 和欧文字間隔 ユーザの設定
横倍角文字 文字間隔 ＶＤＴ障害
アイコン 行間隔 マルチタスク
フォントサイズ マルチシート ＵＳＢメモリ→記憶へ
フォント ワークシートタブ ＵＳＢポート
プロポーショナルフォント ＵＳＢハブ
等幅フォント
言語バー
ヘルプ機能
テンプレート
クリック コード入力→３級へ 合字
ダブルクリック 手書き入力 結合文字
ドラッグ タブ 組文字←編集から
タッチタイピング インデント 機種（環境）依存文字
右寄せ（右揃え） ツールボタン 文字化け
センタリング（中央揃え） ツールバー 外字←編集から
学習機能 テキストボックス
グリッド（グリッド線） 単語登録
デスクトップ 定型句登録
ウィンドウ オブジェクト
マウスポインタ（マウスカーソル） 予測入力→３級へ
カーソル
プルダウンメニュー
ポップアップメニュー
フリック入力
トグル入力
コード入力←２級から
予測入力←２級から
JISコード
シフトJISコード
unicode
UTF-8
スクリーンキーボード
文字集合（キャラクタセット）
符号化方式
ショートカットキー Ctrl+C Ctrl+A
ファンクションキー Ctrl+P Ctrl+B
F1 Ctrl+V Ctrl+I
F6 Ctrl+X Ctrl+N
F7 Ctrl+Z Ctrl+O
F8 Ctrl+S
F9 Ctrl+U
F10 Ctrl+Shift
NumLock Alt+F4
Shift+CapsLock
BackSpace
Delete
Insert
インクジェットプリンタ dpi マルチウィンドウ
レーザプリンタ ドット 文頭（文末）表示
ディスプレイ 画面サイズ ヘッダー
スクロール 解像度 フッター
プリンタ ルーラー 差し込み印刷
プリンタドライバ シートフィーダ バックグラウンド印刷
プロジェクタ トナー ローカルプリンタ
スクリーン 袋とじ印刷 ネットワークプリンタ
用紙サイズ レターサイズ 裏紙（反故紙[ほごがみ]）
印刷プレビュー 再生紙 偽造防止用紙
Ａサイズ（Ａ３・Ａ４） ＰＰＣ用紙 和文フォント
Ｂサイズ（Ｂ４・Ｂ５） 感熱紙 　明朝体
インクジェット用紙 　ゴシック体
フォト用紙 　行書体
デバイスドライバ 　勘亭流

欧文フォント
　Arial
　Century
　Courier

禁則処理 網掛け 置換
均等割付け 段組み ドロップキャップ
文字修飾 背景 箇条書き
　太字(ボールド) 塗りつぶし 段落
　斜体(イタリック) 透かし アウトライン
　下線(アンダーライン) 組み文字→入力へ
　影付
　中抜き
カット＆ペースト
コピー＆ペースト
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第３級 第２級 第１級
保存 ＪＩＳ第１水準 外字→入力へ
名前を付けて保存 ＪＩＳ第２水準 文書の保管
上書き保存 常用漢字 文書の保存
フォルダ 教育漢字 文書の履歴管理
フォーマット（初期化） バックアップ 専門辞書
単漢字変換 ファイリング 標準辞書
文節変換 拡張子
辞書 文書ファイル
ごみ箱 　ｒｔｆ
互換性 　ｔｘｔ
ファイル 　ｄｏｃ
ファイル名 　ｃｓｖ
ドライブ 静止画像ファイル
ドライブ名 　ｂｍｐ
ＵＳＢメモリ 　ｊｐｇ
ＵＳＢメモリ型ＳＳＤ 　ｇｉｆ
クラウドストレージ 　ｐｎｇ
NAS
ファイルサーバー
ハードディスク
ＳＳＤ 電子印鑑
パーティション e-文書法
ダイナミックディスク 代表者印
レセプタクル 銀行印
オス、オス側 役職印
メス、メス側 個人印
OTG機能　(USB On-The-Go) 認印
USB（端子） 実印
HDMI（端子） 浸透印
VGA（端子） 印章
DVI 印影
eSATA 押印
ホットプラグ（プラグアンドプレイ） 捺印
電源オン 電子メール HTMLメール
一重丸 (電源オフ) 電子会議 リッチテキストメール
電源マーク テレワーク テキストメール
電源オンオフ メールアドレス メーリングリスト
電源スリープ 件名　【サブジェクト】 Bcc　【Blind Carbon Copy】
接地 署名　【シグネチャ】 Cc　【Carbon Copy】
ＵＳＢ１．x 受信 To
ＵＳＢ２．０ 送信 Re
ＵＳＢ３．x 転送 Reply to　*
ＵＳＢ３．x 10Gbps 返信 Fw　【Forward】 
電源ランプ 本文 NRN　【No Reply Necessary】
アクセスランプ 迷惑メール ＰＳ　【Postscript】
バッテリーランプ スパムメール RSN　【Real Soon Now】
NumLockランプ ネチケット
CapsLockランプ チェーンメール
ScrollLockランプ フリーメール
著作権マーク Webメール
登録商標マーク メールアカウント
商標マーク メールアドレス
役務商標マーク 受信箱

送信箱
ゴミ箱
添付ファイル
アドレスブック
メーラー
メールボックス
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記号　　　３級、２級

（３）記号　修正案　　　網掛け部分は削除
一般的な名称 使い方 使用例

1 、 読点
2 。 句点
3 ， コンマ ①読点、②数値の桁区切り符号
4 ． ピリオド ①句点、②小数点、③拡張子の区切り符号
5 ・ 中点 語句や外国人の姓名を区切る。
6 ： コロン
7 ； セミコロン
8 ＋ 正符号、加算記号
9 － 負符号、減算記号
10 × 乗算記号
11 ÷ 除算記号
12 ￥ 円記号
13 ＄ ドル記号
14 ％ パーセント
15 ＆ アンパサンド
16 ＊ 星印

17 ＠ 単価記号
①単価を意味する、②メールアドレス
の区切り符号

18 （ 始め小括弧、始め丸括弧
19 ） 終わり小括弧、終わり丸括弧
20 「 始めかぎ括弧
21 」 終わりかぎ括弧
22 〃 同じく記号 表内で、上または右の枠と内容が同じ場合に用いる
23 々 繰返し記号 漢字が重複する際に用いる
24 ー 長音記号

α アルファ

β ベータ

γ ガンマ

μ ミュー

100万分の1を表す単位として使われ
る場合は、マイクロと読む

" 引用符 主に欧文で、引用やタイトルなどを囲う。
# 番号記号 ①No．に同じ、②ポンド（重さ）を表す
' アポストロフィー
^ アクサンシルコンフレックス べき乗記号
_ アンダーライン
` アクサングラーブ
￡ ポンド記号 イギリス通貨のポンドの単位記号
♯ シャープ 音楽で半音上がることを意味する

… 三点リーダ
引用文などが省略されていること
を示す（二つ続けることが多
い）

「２０年に及ぶ捜査は……所詮は闇だった。」

－ ダッシュ
①前の文または語句の補足をす
る、②範囲を示す。
③副題を示す。

①茨城県－－それは私の故郷。
②5階－８階
③日本経済－コロナ禍からの復活

～ 波 範囲を示す。

‐ ハイフン
①欧文の単語を区切る、②範囲を
示す

①COVID-19
②p12-p26

ゝ 繰返し記号 かなが重複する際に用いる

╲ バックスラッシュ
フォルダの区切り符号に使う。日
本語環境では\ で代用することが
多い。

※　縁通り以上の読みがある記号もあるが、学習を容易にするため、一つのみ示している。

出題方針

①　読みを示し、選択させる。
②　使い方のあるものについて出題し、選択させる。
③　利用例を示し、選択させる。

出題例

(1) 一般に番号記号または重さ（ポンド）を意味する記号は、[ア．＃　イ．＊　ウ．￡]である。
(2) 欧文で、語句の間を区切るのは[ア．-　イ．～　ウ．・]である。
(3) 住所の区切り記号を利用した表記として適切なのは〔ア．１－２－３　イ．１ー２ー３　ウ．１・２・３〕である。
(4) 電子メールのアドレスの区切り符号は、〔ア．－　イ．＠　ウ．＆　〕である。
(5) 重複する漢字の表記で、繰り返し記号を使った例として適切なのは、〔ア．色々　イ．色〃　ウ．色ゝ〕
(6) 以下の①に適当な記号は、〔ア．仝　イ．々　ウ．〃　〕である。
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新規に採用する用語の検討資料
重要性を意識し収集した上で、各級に仮に割り振ってあります。級が付してない用語は、いまのところ採用を見送る予定です。

電子文書と印に関する知識

２級 電子印鑑

２級 e-文書法

e-文書法の要件

見読性

完全性

検索性

電帳法スキャナ保存

電子帳簿保存法

真実性の確保

可視性の確保

国税関係書類

法廷保存文書

タイムスタンプ

ＴＳＡ

２級 代表者印

会社印

２級 銀行印

２級 役職印

２級 個人印

２級 認印

２級 実印

銀行印

２級 浸透印

落款印

花押

２級 印章

２級 印影

２級 押印

２級 捺印

グループウェア

２級 電子メール

電子掲示板（ＢＢＳ）

２級 電子会議

電子決裁

電子ライブラリ

電子スケジュール管理
（電子ＴｏＤｏ管理）

電子設備予約管理

２級 テレワーク

タイムスタンプに刻印されている時刻以前にその電子文書が存在していたこと(存在証明)と、その時刻以降、当該文書
が改ざんされていないこと(非改ざん証明)を証明するデータのこと。電子署名の一種。

部長・課長などの役職名のみの印鑑で、その役職者の認印として使われる。必ず役職者だけが押印できるように管理
することが必要。

インクを内蔵している印鑑。朱肉が不要だが、一般的に実印、認印、銀行印としては使えない。通称シャチハタ。

書画の完成時に押す印のこと。落款はその他の作者名、経緯などを含めた全体を意味する。

印鑑そのもののこと。

押印した印の形のこと。

本来は社内で行う作業を、出社しないで行う働き方のこと。在宅勤務ともいう。

共有する掲示板への書き込み、閲覧によって複数のメンバーとメッセージを共有するシステムのこと。

メンバーとリアルタイムで映像、音声、文書、データの交換を行うシステムのこと。

オンライン上で企画書や報告書などの起案から承認など、一連の文書作業ができるシステムのこと。

ドキュメント（ファイル）を共有するシステムのこと。業務に必要な文書や資料、書籍などを管理するデータベースであ
る。
個人が自己のスケジュールを管理するほか、メンバーのスケジュールも共有、確認できる。電子タスク管理ともいう。

自分の氏名を元に、デザイン化された署名のこと。実印と同じ効果があるとされる。

印を押すこと

書類での意思確認のために押印された印影のこと。

口座のある銀行や郵便局などに届出をしている印鑑。口座の管理や預貯金の出し入れの際に押印する。

業務を共同で行うメンバーが共有するデータや仕事を、一元的に管理するソフトウェアのこと。メンバーは各自の作業
場所でそれぞれの端末で作業ができ、ワークフローを円滑にし作業効率を高める。

オンラインで書類の承認ができる捺印のシステムのこと。効力や信頼性を確保するために、セキュリティの確立が求め
られる。

パソコンやディスプレイなどを用いて、明瞭な状態で見ることができる

電子化文書を有効に活用するため、必要なデータをすぐに引き出せる

1998年成立。国税関係帳簿を電子文書として作成、保存することを定めた法律。

税務調査が適切に行えるように検索性と見読性が規定されていること。

取引で授受した見積書、領収書などは国税関係書類と呼ばれ、税法で原本の保存が規定されている。

タイムスタンプを発行する信頼できる第3者(TTP:Trusted Third Party)のこと。時刻認証局ともいう。

平成16年 (2004年) 11月制定、翌年4月施行の電子文書の利用について定めた２つの法律の総称。電子文書法のこ
と。

電子化文書は原本ではないので原本受領からスキャン電子化のプロセス、スキャン品質や電子化文書に改ざんや消
去があったか否かを確認できるなど証明力を確保

電子帳簿保存法に、2005年 e-文書法により国税関係書類のスキャナ保存を容認する4条3項（電帳法スキャナ保存）
が追加改正された。取引先と合意した証拠（エビデンス）である国税関係書類の原本保存を、自社でスキャンして電子

書類の授受から一定要件でのスキャン電子化、廃棄に至るまでのプロセスおよび電子データについて改変や消去の抑
止が確立されていること。

社会的に重要な記録は法定保存文書として法律で保存が規定されている。建築関係、人事情報、医療情報、国税関
係書類など。

会社や団体の実印としての役割を担う。トップが契約に同意した証拠となるなど、組織としての意思や効力をもつ。

会社の認印としての役割を持ち、見積書や領収書などに使われる。

会社の預金を引き出す払い出し票や手形・小切手などに押印するために使われる。

社員が社内での認印として使われる。

個人が日常生活上使用する印鑑で、印鑑登録の届出をしていない印鑑のこと。実印や銀行印は認印としても有効であ
る。
市区町村の役所に印鑑登録の届出をしている印鑑のこと。契約書などを本人が確認しているという有効性を証明す
る。

電子メールの作成、送受信、既読、グループなどの機能を行なうシステムのこと。

会議室や社用車などの設備の状況、利用予約の登録・閲覧などを管理する。



マークと記号に関する知識 ３級

３級 電源オン POWER ON SYMBOL

３級 一重丸 (電源オフ) HEAVY CIRCLE

３級 電源マーク POWER SYMBOL

３級 電源オンオフ POWER ON-OFF SYMBOL

３級 電源スリープ POWER SLEEP SYMBOL

３級 接地 EARTH

３級 ＵＳＢ１．x ２．０を含む場合もある

ＵＳＢ２．０

ＵＳＢ３．x 3.0 3.1 3.2 を含む 数字は伝送速度

ＵＳＢ３．x 10Gbps

 

３級 電源ランプ 電源のOn/Off/Sleepの状態を示す。

３級 アクセスランプ ハードディスクで読み書きしていることを示す

３級 バッテリーランプ バッテリーの残量を示す。

３級 NumLockランプ NumLockが有効であることを示す。

３級 CapsLockランプ CapsLockが有効であることを示す。

３級 ScrollLockランプ ScrollLockランプが有効であることを示す。

３級 著作権マーク
著作権があることを示す。

３級 登録商標マーク
登録商標であることを示す。登録しないで
表示すると罰則がある。

３級 商標マーク
登録の有無に関係なく、商標であることを
示す。

３級 役務商標マーク
サービスに対する商標であることを示す。

端子に関する知識

３級 USB（端子）

３級 HDMI（端子）

VGA（端子）

３級 DVI

eSATA

３級
ホットプラグ（プラグアンドプ
レイ）

１級 レセプタクル

１級 オス、オス側

１級 メス、メス側

USB 2.0 Type A

USB 2.0 Type B

USB 2.0 Type C

USB 3.1 Type C

mini USB 2.0 Mini−A

mini USB 2.0 Mini−B

Micro USB2.0 Micro-A

Micro USB2.0 Micro-B

Micro USB3.1 Micro-B

１級
OTG機能　(USB On-The-
Go)

１級 フリック入力

１級 トグル入力

１級 手書き入力

１級 スクリーンキーボード

ディジタル信号による映像・音声・制御信号を1本のケーブルにまとめて送ることができる通信規格（の端子）。テレビと
ハードディスクレコーダーやゲーム機、パソコンとモニターやプロジェクターとの接続などに使う。

ディジタル信号によるシリアルバスの通信規格（の端子）。ホットプラグ、ハブ、給電などの機能を持ち、主に周辺装置
の接続に使う。

アナログ信号によって映像を入出力する通信規格（の端子）。

デジタル式の映像出力端子、アナログに変換できる「DVI-I」もあるが、デジタル専用の「DVI-D」がほとんど。解像度に
よりデュアルリンクとシングルリンクの方式がある。
内蔵用ストレージ規格として使われるシリアル転送のATA「SATA」を、外付け用に使うための端子。USB端子と一体化
したものもある。

端子類を接続する場合の形状で、差し込む側のこと。

パソコン本体やプリンタなどに内蔵された、ＵＳＢ端子の差込口（メス側、受け口）のこと。

端子類を接続する場合の形状で、差し込まれる受け側のこと。

差込端が２つに分かれている。

子機である周辺機器同士を接続するUSBの通信規格。

iPhone、スマホなどで利用されることが多い。裏表(上下)がないので、向きを気にせず差し込める。

OTG機能のあるminiプラグとしての規格だが、あまり普及していない。

画面に表示された文字や読みを、画面を指で払うように操作して選択して入力する方法のこと。

キーに割り当てられた文字や読みを、キーを複数回押すことで選択して入力する方法のこと。

画面に文字を直接書くように指でなぞることで、文字を入力する方法のこと。

画面に表示されたキーボードをタッチすることで文字や読みが入力できるシステムのこと。ソフトウェアキーボードともいう

USB2.0のType-C版、形状は3.1と同じだが転送速度が遅い。

デジタルカメラで多く採用されている。形状が台形に近いので、裏表を間違えないですむ。

形状を長方形としてMicroBを刺さらなくしたOTG機能のあるmicroiプラグとしての規格。

形状が台形に近いので、裏表を間違えないですむ。アンドロイド携帯の電源でよく使われる。

電源を入れたまま、脱着が可能であること。一般的に周辺装置は、電源を切った状態で脱着を行う。USBメモリはホット
プラグではあるが、読み書きしている間に抜くとデータを壊すこがあるので、「安全な取り外し」を実行する。

最も大きな端子で普及している。

プリンタやビデオカメラなどでの利用が多い。



文字に関する知識

２級 合字

２級 結合文字

２級 組文字

２級 機種依存文字

２級 外字

異体字

１級 文字集合（キャラクタセット）

１級 符号化方式

１級 unicode

１級 UTF-8

１級 JISコード

１級 シフトJISコード

１級 文字化け

２級 常用漢字

２級 教育漢字

２級 ＪＩＳ第１水準漢字

２級 ＪＩＳ第２水準漢字

ＪＩＳ第３水準漢字

ＪＩＳ第４水準漢字

記憶に関する用語

２級 クラウドストレージ

２級 NAS

２級 ファイルサーバー

３級 ハードディスク

３級 ＳＳＤ

３級 ＵＳＢメモリ

３級 ＵＳＢメモリ型ＳＳＤ

１級 パーティション

１級 ダイナミックディスク

文字の形に違いがあるものの、意味や読みが同一である正字体以外の文字のこと。旧字や俗字などが含まれる。

端末装置から読み書きできる外部記憶領域を提供するサーバのこと。提供される記憶領域は、端末からフォルダの一
つとして認識され、他の人とのデータ共有もできる。

文字集合または符号化方式の不一致によって、意図した文字が正しく表現されないこと。

「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」
として内閣告示「常用漢字表」で示された漢字。2136字／4388音訓［2352音・2036訓］から成る。2,102文字がJIS第1水
準漢字、30文字がJIS第2水準、4文字がJIS第3水準。

世界中の文字を統一して扱うことを目的に、それぞれ１つの番号を割り当てた表（符号化文字集合）のこと。業界団体
であるユニコードコンソーシアムが策定し、文字コードの世界標準の１つになっている。

複数の文字を全角１文字分としてデザインした文字のこと。㈱、㈲、㈹、①、⑫、㍼、㍻、㋿(UnicodeのU+32FF)など。
IMEに登録された読みで入力するか、コード表を利用してコード入力する。

インターネット上に用意された外部記憶領域のこと。出先でも同じ記憶領域が利用できたり、遠隔地の人とデータを共
有できたりする。オンラインストレージともいう。
ＬＡＮに直接接続して利用できる記憶装置のこと。ファイルサーバが不要で、同等のデータ保存環境が提供できる。ネッ
トワーク接続型ストレージともいう。

義務教育で習う常用漢字2136字のうち、小学校6年間のうちに学習することが文部科学省によって定められた1026字
の漢字。

複数のハードディスクを１つのボリューム（ドライブと同義）として認識し、運用する領域のこと。

代表的な補助記憶装置で、ＯＳなどシステムに必要なデータを記憶するとともに、作成した文書などを保存する。読み
書きは半導体の記憶装置より遅いが、記憶容量あたりのコストが安い。内蔵タイプと外付けタイプがある。
半導体で構成された補助記憶装置で、ハードディスクと置換して読み書きを速める。記憶容量あたりのコストは高い。

半導体で構成された補助記憶装置で、リムーバブルディスクとして動作し、データの交換と保存に用いる。

ＳＳＤをＵＳＢ端子を介して外付けにしたもの。内蔵ハードディスクのように振る舞うことができる。単にデータを保存する
だけならＳＳＤである必要はない。
１つのハードディスクを分割して、複数のドライブとして運用する領域のこと。

unicodeの文字の表現方法で、二つの文字符号を組み合わせて、１文字として表現した文字のこと。

正式にはISO-2022-JPといい、主に電子メールで日本語を扱う際に利用される符号化方式のこと。

正式にはShift JISといい、主にWindowsで日本語を扱う際に利用される符号化方式のこと。

unicodeを利用する際に、最も使われている文字符号化方式のこと。

使用する文字に番号をふった集まりのこと。符号化文字集合ともいう。JIS X 020などは、文字集合の例である。

文字集合で割り振った番号を、コンピュータでどのように数値化して扱うかの規約のこと。符号化方式を統一しないと、
文字化けのもとになる。

１行に複数の行を配置した体で入力して表示された文字のこと。縦書きに半角数字２文字を横並びに配置したり、「株
式会社」を全角１字分に格子状に配置したりする。

適切な文字が表示できない場合、ユーザが作成してシステムに登録した文字。他のシステムでは表示・印刷できない。

利用する機械や環境（ＯＳ）によっては、文字化けする文字のこと。①②③、ⅠⅡⅢ、㍼、㍻、㎝、㍍など。半角カタカナ
は文字セットの違いでよく文字化けするが、機種依存文字ではないとされる。

JIS X 0208で定められた、日常説活で特に使用頻度の高い漢字2,965字。

JIS X 0208で定められた漢字の中で、比較的使用頻度が低い地名や人名などに用いられる3390字

JIS X 0213で定義された漢字1908字（1,259字？）

JIS X 0213で定義されている、2436字の漢字



電子メールに関する用語

１級 HTMLメール

１級 Webメール

１級 リッチテキストメール

１級 テキストメール

１級 受信箱

１級 送信箱

１級 ゴミ箱

１級 メールボックス

１級 添付ファイル

１級 メーラー

１級 アドレスブック

１級 メーリングリスト

環境依存文字

１級 Re

１級 Reply to　*

１級 Fw　【Forward】

１級 NRN　【No Reply
Necessary】

１級 ＰＳ　【Postscript】

１級 RSN　【Real Soon Now】

ASAP　【as soon as possible】 できるだけ早く

BRB　【Be Right Back 】 すぐ戻ります

BTW　【By The Way 】 ところで

FYI　【For Your Information】 参考までに

HTH　【Hope This Helps】 お役に立てばいいのですが

CU　【See You】 さようなら

IC　【I See】 なるほど

IMO　【In My Opinion 】 私の考えでは

IOW　【In Other Words 】 いいかえれば

OBO　【Or Best Offer 】 交渉次第

POV　【Point Of View 】 観点、視点

RSC　【Request for Comments】 コメント求む

TIA　【Thanks In Advance】 あらかじめお礼を言っておきます

TX　【Thanks】 ありがとう

WB　【Welcome Back 】 お帰り！

WRT　【With Regard to】 ～については

２級 Bcc　【Blind Carbon Copy】

２級 Cc　【Carbon Copy】

２級 To

２級 メールアドレス

２級 件名　【サブジェクト】

２級 署名　【シグネチャ】

２級 受信

２級 スパムメール

２級 送信

２級 転送

２級 ネチケット

２級 返信

２級 本文

２級 迷惑メール

２級 メールアカウント

２級 メールアドレス

２級 チェーンメール

２級 フリーメール

２級 文字化け

メールサーバから受信したメールを保存しておく記憶領域のこと。

メールサーバに送ったメールのコピーを保存しておく記憶領域のこと。

受信した電子メールを受信者がダウンロードするまで保存しているメールサーバの記憶領域のこと。

削除したメールを保存しておく記憶領域のこと。

電子メールの本文に付けて送付される、資料や画像などのデータのこと。

メールの本文の文字修飾に加え、マークアップ言語を用いてページ編集を加えたメールのこと。

ブラウザを通じてWebサーバに接続することで、メールの送受信を行うメールシステムのこと。

フォントの種類やポイントなと゜、メールの文字に最低限の修飾をほどこすことができるメールのこと。

修飾されていない文字のみのデータで作成されたメールのこと。

転送を意味する略語のこと。Fwd とも略す。

返信不要を意味する略語のこと。

追伸を意味する略語のこと。

今すぐの対応を求めることを意味する略語のこと。

異なる処理系（機械の種類やOS）で表示する際に、文字化けを起こす可能性のある文字。UTF-8などのunicodeを使用
することで防ぐことができる。

電子メールを作成し受信者に向けて発信したり、自分あてのメールを受信し表示や印刷をしたりするソフトのこと。

電子メール用の住所録に相当するもので、知人・取引先の名称やメールアドレスを登録・保存したもののこと。

１回の操作で、一覧に登録されているすべての人に同時にメールが送信されるシステムのこと。

ラテン語の「～について」を意味する語で、返信などで使う略語のこと。

送信者*に対する返信のこと。返信は単にreplyという。

メールの最後に付ける送信者の氏名や、連絡先などをまとめた文字列のこと。

メールサーバに届いたメールをダウンロードすること。

迷惑メールの一種で、広告や宣伝を目的として、しつこく大量におくりつけられるメールのこと。

作成したメールをメールサーバーにアップロードすること。

受け取ったメール本文や添付ファイルを他のメールアドレスに宛てて出すこと。

本来の受信者(To)や、同時に受信している人(Cc)に知らせないで、メールが送信される宛先を入力する欄のこと。

本来の受信者(To)へ送るのと同時に、同様の本文を送る宛先を入力する欄のこと。他の受信者がお互いに表示され
る。
受信者のメールアドレスを入力する欄のこと。

電子メールの宛先にあたる文字列のこと。

メールの内容を簡潔にまとめた題目のこと。

迷惑メールの一種で、他の人への転送を強いるメールのこと。

無料でメールアドレスの取得と利用ができるメールシステムのこと。

文字コードの不整合により、電子メールやウェブサイトの文字が正しく表示されないこと。

メールの内容となる文章のこと。

インターネットでメールや情報発信をする際に、ルールを守り他に人の迷惑になる行為を慎むこと。

送付を受けたメールに対して、返答のメールを送ること。

知人や関係者でもない他者から、受信者の了解なしに送りつけられるメールのこと。

メールボックスに電子メールのダウンロードをするために必要となるＩＤのこと。

インターネット上で電子メールをやりとりするための宛先のこと。



国語の出題に関する変更点 

 

３級 大問５ 漢字の音訓 
 

 １．音読みまたは訓読みだけの漢字も出題する。 

  ２．特に難しい読みは提示する。 

 

 【音または訓だけの例および学習を要する読みの例】 

                      太下線は難易度の高いもの 

   畏 イ おそ－れる 

   畝 （ナシ） うね 

      汚 オ けが－れる けが－す よご－れる きたな－い 

   卸 （ナシ） おろ－す おろし  

      悔 カイ く－いる く－やむ くや－しい 

   懐 カイ ふところ なつ－く なつ－ける なつ－かしい なつ－かしむ 

   外 ガイ ゲ そと ほか はず－す はず－れる 

   潟 （ナシ） かた 

   釜 （ナシ） かま 

   割 カツ わり わ－る わ－れる さ－く 

      陥 カン おちい－る おとしい－れる 

      患 カン わずら－う 

   館 カン やかた 

   鑑 カン かんが－みる 

   眼 ガン まなこ 

   企 キ くわだ－てる 

   幾 キ いく 

   基 キ もと もとい 

   偽 ギ いつわ－る にせ 

   脚 キャク あし 

   臼 キュウ うす 

   窮 キュウ きわ－める きわ－まる 

   御 ギョ ご おん 

   強 キョウ つ－よい つよ－まる つよ－める し－いる 

   競 キョウ ケイ きそ－う せ－る 

   凝 ギョウ こ－る こ－らす 

   巾 キン （なし） 

   琴 キン こと 

   僅 キン わず－か 

   襟 キン えり 

   駆 ク か－ける か－る 

   隅 グウ すみ 

   契 ケイ ちぎ－る 

      携 ケイ たずさ－える たずさ－わる 

   拳 ケン こぶし 

   繭 ケン まゆ 

   言 げん ごん い－う こと 

   厳 ゲン おごそ－か きび－しい 

   交 コウ まじ－わる まじ－える ま－じる ま－ざる ま－ぜる か－う かわ－す 



   慌 コウ あわ－てる あわ－ただしい 

   構 コウ かま－える かま－う 

   衡 コウ （なし） 

   乞 （ナシ） こ－う 

   合 ゴウ ガッ あ－う あ－わす あ－わせる 

   傲 ゴウ 

   痕 コン あと 

      懇 コン ねんご－ろ 

   裁 サイ た－つ さば－く 

   柵 サク （なし） 

   搾 サク しぼ－る 

      錯 サク （なし） 

      冊 サツ サク 

   蚕 サン かいこ 

   酸 サン す－い 

   伺 シ うかが－う 

      恣 シ （なし） 

      嗣 シ （なし） 

   摯 シ （なし） 

      賜 シ たまわ－る 

   諮 シ はか－る 

      字 ジ あざ 

      侍 ジ さむらい 

      漆 シツ うるし 

   室 シツ むろ  

      社 シャ やしろ 

      蛇 ジャ ダ へび 

      腫 シュ は－れる は－らす 

   趣 シュ おもむき 

      瞬 シュン またた－く 

      准 ジュン 

      遵 ジュン （なし） 

      如 ジョ ニョ 

      升 ショウ ます 

      宵 ショウ よい 

      障 ショウ さわ－る 

      拭 ショク ふ－く ぬぐ－う 

      唇 シン くちびる 

      尽 ジン つ－くす つ－きる つ－かす 

      帥 スイ （なし） 

      遂 スイ と－げる 

      枢 スウ 

   崇 スウ 

   裾 （ナシ） すそ 

   井 セイ い 

   生 セイ ショウ なま き い－きる い－かす い－ける う－まれる う－む 

     お－う は－える は－やす  

   省 セイ かえり－みる はぶ－く 

      婿 セイ むこ 

   夕 セキ ゆう 



   川 セン かわ 

   煎 セン い－る 

   羨 セン うらや－む うらや－ましい 

      繕 ゼン つくろ－う 

      塑 ソ   （なし） 

      桑 ソウ くわ 

   唾 ダ つば 

      怠 タイ おこた－る なま－ける 

      綻 タン ほころ－びる 

      嫡 チャク （なし）  

      弔 チョウ とむら－う 

      捗 チョク 

      坪 （ナシ） つぼ 

      逓 テイ  （なし） 

   溺 デキ おぼ－れる 

      填 テン  （なし） 

      妬 ト ねた－む 

      賭 ト か－ける 

      透 トウ す－く す－ける す－かす 

   統 トウ す－べる 

      悼 トウ いた－む 

      棟 トウ むね 

      洞 ドウ ほら 

      得 トク え－る う－る 

      独 ドク ひと－り 

      豚 トン ぶた 

      廃 ハイ すた－れる すた－る 

      陪 バイ つちか－う 

      剥 ハク はが－す は－ぐ は－がれる は－げる 

      煩 ハン わずら－う わずら－わす  

      否 ヒ いな 

   罷 ヒ   （なし） 

      眉 ビ まゆ 

      猫 ビョウ ねこ 

      頻 ヒン  （なし） 

      訃 フ    （なし） 

      癖 ヘキ くせ 

      便 ベン ビン たよ－り 

      芳 ホウ かんば－しい 

      紡 ボウ つむ－ぐ 

      傍 ボウ かたわ－ら 

      頬 （ナシ） ほお 

      睦 ボク  （なし）  

      冥 メイ ミョウ 

      弥 （ナシ） や 

      由 ユ ユウ よし 

      喩 ユ 

      誉 ヨ ほま－れ 

      要 ヨウ かなめ い－る 

      瘍 ヨウ 



      窯 ヨウ かま 

      沃 ヨク （なし） 

   拉 ラ 

      辣 ラツ 

      履 リ は－く 

      糧 リョウ かて 

      類 ルイ たぐい 

   霊 レイ リョウ たま 

      麗 レイ うるわ－しい 

      弄 ロウ もてあそ－ぶ 

      朗 ロウ ほが－らか 

      漏 ロウ も－る もれ－る も－らす 

      賄 ロイ まかな－う 

 

 【単独の読みの問題としては、難易度が高いと考えられる例】 太下線のよみ 

     

   挨 アイ 

   宛 （ナシ） あ－てる 

   嚇 カク 

   顎 ガク あご 

   各 カク おのおの 

      葛 カツ くず 

   干 カン ほ－す ひ－る 

   忌 キ い－む い－まわしい 

   欺 ギ あざむ－く 

      虐 ギャク しいた－げる 

   矯 キョウ た－める 

      仰 ギョウ あお－ぐ おおせ 

     唆 サ そそのか－す 

   宰 サイ 

   刹 サツ セツ 

   拶 サツ 

   子 シ ス こ  

      酌 シャク く－む 

      羞 シュウ  （なし） 

      盾 ジュン たて 

      辱 ジョク はずかし－める 

      薪 シン たきぎ 

   拙 セツ つたな－い 

      専 セン もっぱ－ら 

      操 ソウ みさお あやつ－る 

      嘲 チョウ あざけ－る 

      罵 バ ののし－る 

   侮 フ あなど－る 

      覆 フク くつがえ－す くつがえ－る 

      憤 フン いきどお－る 

      丙 ヘイ （なし） 

      蔽 ヘイ （なし） 

 

 



 

 

 【出しがたい文字と読みの例】 

 

      淫 イン みだ－ら 

      爾 ジ（なし） 

   殉 ジュン 

      詔 ショウ みことのり 

      酎 チュウ 

 

 

 

 

 

資料 [補説]平成22年のおもな変更点 

 

 字種の追加（196字） 

 挨、曖、宛、嵐、畏、萎、椅、彙、茨、咽、淫、唄、鬱、怨、媛、艶（艷）、旺、岡、臆、俺、苛、

 牙、瓦、楷、潰、諧、崖、蓋、骸、柿、顎、葛、釜、鎌、韓、玩、伎、亀（龜）、毀、畿、臼、嗅、

 巾、僅、錦、惧、串、窟、熊、詣、憬、稽、隙、桁、拳、鍵、舷、股、虎、錮、勾、梗、喉、乞、

 傲、駒、頃、痕、沙、挫、采、塞、埼、柵、刹、拶、斬、恣、摯、餌、鹿、𠮟𠮟、嫉、腫、呪、袖、

 羞、蹴、憧、拭、尻、芯、腎、須、裾、凄、醒、脊、戚、煎、羨、腺、詮、箋、膳、狙、遡、曽 

（曾）、爽、痩、踪、捉、遜、汰、唾、堆、戴、誰、旦、綻、緻、酎、貼、嘲、捗、椎、爪、鶴、 

 諦、溺、塡、妬、賭、藤、瞳、栃、頓、貪、丼、那、奈、梨、謎、鍋、匂、虹、捻、罵、剝、箸、

 氾、汎、阪、斑、眉、膝、肘、阜、訃、蔽、餅（餠）、璧、蔑、哺、蜂、貌、頰、睦、勃、昧、枕、

 蜜、冥、麺、冶、弥（彌）、闇、喩、湧、妖、瘍、沃、拉、辣、藍、璃、慄、侶、瞭、瑠、呂、賂、

 弄、籠、麓、脇 

字種の削除（5字） 

 勺、錘、銑、脹、匁 

音訓の追加 

 委（ゆだねる）、育（はぐくむ）、応（こたえる）、滑（コツ）、関（かかわる）、館（やかた）、

 鑑（かんがみる）、混（こむ）、私（わたし）、臭（におう）、旬（シュン）、伸（のべる）、 

 振（ふれる）、粋（いき）、逝（いく）、拙（つたない）、全（すべて）、創（つくる）、 

 速（はやまる）、他（ほか）、中（ジュウ）、描（かく）、放（ほうる）、務（つとまる）、 

 癒（いえる・いやす）、要（かなめ）、絡（からめる）、類（たぐい） 

音訓の削除 

 畝（せ）、疲（つからす）、浦（ホ） 

音訓の変更 

 側（かわ→がわ） 

付表の追加 

 海士（あま）、鍛冶（かじ）、固唾（かたず）、尻尾（しっぽ）、老舗（しにせ）、 

 真面目（まじめ）、弥生（やよい） 

 

  



２級 大問６ 三字熟語 
 

 １．三字熟語に出題する例を見直す。 

  ２．出題の方法を一部変更する。 

 

【現在】変換のミスを訂正する。 

 

 例 味支度を調える。  〔ア．美 イ．身〕 

   

【変更案】 

 ①正しい場合は、○をつける。 

 ②意味を問う問題を１問入れる。                          

 例① 身支度を調える。   〔ア．美 イ．味〕          正解 ○ 

  例② 服装をととのえること 〔ア．身支度 イ．美支度〕  正解 ア 漢字の変換を問う 

       服装をととのえること 〔ア．身支度 イ．檜舞台〕  正解 ア 熟語を問う 

 

削除及び新たに採用する三字熟語の例 

 

 削除 松竹梅 井戸端 河川敷 乱高下 

 新規 下線が特に入れたいもの 

 

運鈍根 十八番 皮算用  胸算用 不作為 不作為 半可通（三叉路 閑古鳥 筆無精  

役不足 力不足 

 

音沙汰 生一本 気丈夫 綺羅星 下克上 好好爺 硬骨漢 好事家  歳時記 修羅場  

神通力 助太刀 赤裸々 走馬燈 太鼓判 太公望 大納言 太平楽 玉虫色 鉄面皮 

桃源郷 突拍子 泥仕合 生兵法 風馬牛 眉唾物 万華鏡 名伯楽 八千代 屋台骨  

野次馬 似而非 香具師 十姉妹 不如帰 亜細亜 老婆心 

 

 採用を見送ったもの 

   七福神 新天地 松竹梅 審美眼 千里眼 正攻法 多数決 逃避行  貧乏神 

   紙一重 疫病神 不可欠 付焼刃 麒麟児 梁山泊 仏蘭西 琵琶湖 十和田 

   山茶花 馬酔木 蒲公英 向日葵 野良猫 落葉樹 意気地 早乙女 五月雨 

 三味線 数寄屋 伝馬船 二十日 二十歳 波止場 真面目 八百長 八百屋  

   硬骨漢 白無垢 手弱女 美丈夫 益荒男 二枚目 三枚目 白装束 断末魔 

千鳥足 致命傷 美人局 出来心 出鱈目 出不精 野放図 水商売 三行半 

身代金 未亡人 横恋慕 千人針 素寒貧 三隣亡 斜陽族  駄洒落 猪口才 

辻説法 道産子 屯田兵 丼勘定 如夜叉 破廉恥 不寝番 万年床 大和魂 

唐変木  素浪人  表六玉  昼行灯 南無三 注連縄 新嘗祭 曼荼羅 三箇日 

俗世間 参政権 序破急 夜想曲 唯心論  破魔矢 拍子木 流鏑馬 従三位    

  



 

１級 四字熟語 
 

 １．四字熟語に出題する例を見直す。 

  ２．出題の方法を一部変更する。 

  

 例 冠婚相殺のマナーを整える。  〔ア．総裁 イ．葬祭〕 

   

【変更案】 

 ①正しい場合は、○をつける。 

 ②意味を問う問題を１問入れる。                          

 例① 冠婚葬祭のマナーを整える。 〔ア．総裁 イ．相殺〕          正解 ○ 

  例② 結婚式などのイベントのこと 〔ア．冠婚葬祭 イ．春夏秋冬〕  正解 ア 

       結婚式などのイベントのこと 〔ア．冠婚葬祭 イ．冠婚相殺〕  正解 ア 

 

 ４字塾語の見直し 

 

  削除 

 

 起承転結 一部始終 一心同体 一目瞭然 一刀両断 一心不乱 

 

      

 新規 

    一衣帯水 羊頭狗肉 傍若無人 波瀾万丈 周章狼狽 温故知新 

    臥薪嘗胆 経世済民 呉越同舟 乾坤一擲 付和雷同  虚心坦懐 

    巧言令色 山紫水明 鶏口牛後 当意即妙 国士無双  二律背反 

    百花繚乱 唯々諾々 言語道断 換骨奪胎 論功行賞  捲土重来 

    不撓不屈   

 

 採用を見送ったもの 

  

     冠婚葬祭 公明正大 公平無私 創意工夫 適材適所 薄利多売 

 半信半疑 油断大敵 用意周到 十人十色 百発百中 他山之石 

 



（３）文書　　３級

75 通信文書
76 帳票
77 社内文書
78 社外文書
79 社交文書
80 取引文書

100 受信簿
101 発信簿
102 書留
103 簡易書留
104 速達
105 親展

信書

信書の例
信書に含まれない文書の例

（３）ショートカットキー　３級

28 ショートカットキー
29 ファンクションキー
30 ※ F1
31 ※ F6
32 ※ F7
33 ※ F8
34 ※ F9
35 ※ F10
36 ※ NumLock
37 Shift+CapsLock
38 BackSpace
39 Delete
40 Insert

Tab
Shift+Tab
Esc
アプリケーションキー

（４）文書の構成　　３級、１級

【出題例】
　①頭語と結語の関係を問う。
　　　「前略」に適切な結語は〔ア．敬具　イ．草々　ウ．早々〕である。
　②文書を示し、発信者が誰かを問う。
　　以下の文書で、発信者は〔ア．宇気取簾　イ．指田島志多　ウ．但東史也〕である。
　③印鑑の種類を問う
　　発信者の位置に押印するのは〔ア．個人印　イ．認め印　ウ．職印〕である。
　④編集の機能を問う
　　件名の入力で利用されている機能は、〔ア．センタリング　イ．横倍角　ウ．アンダーライン〕である。
　⑤敬称の種類と使い方を問う。
　　保護者に付ける敬称として適切なのは、〔ア．様　イ．各位　ウ．殿〕である。
　⑥用語の意味そのものを問う。
　　追伸とは〔ア．末文　イ．追って書き　ウ．別記事項〕のことである。
　　押された印章のことを〔ア．捺印　イ．押印　ウ．認印〕という。
　　電子メールが送信文書に関して返信されたものであることを意味する略記は〔ア．RE  イ．PS  ウ．CC〕である。
　⑦用語の使い分けについて問う。
　　結婚などおめでたい連絡の際の頭語には、〔ア．謹啓　イ．拝復　ウ．前略〕が適当である。

81 社外文書の構成
82 前付け

　文書番号
　発信日付
　受信者名
　敬称（様・先生・殿・御中・各位）
　受信者名
　押印（社印・職印・個人印）

83 本文
　件名
　前文
　　頭語（拝啓→敬具、
　　謹啓→敬具・敬白、
　　拝復→敬具、
　　前略→草々）
　主文
　末文
　　結語
　別記事項

84 後付け
　追伸（追って書き）
　同封物指示
　担当者名

2 余白（マージン）

文書の構成
・作成

通信文書
（一般文書）

伝達

キ
ー

操
作

追加
キャンセルの機能を実行する。
ポップアップメニューを表示する。

追加

郵便法により、「特定の受取人 に対し、差出人の意思を表 示し、又は事実を通知する文書」と定
められ、郵便局と許可を得た業者にその送付事業が限られる。
一般的な手紙や葉書、見積書、請求書、領収書、結婚式の招待状、免許証、表彰状、印鑑証明書
新聞、雑誌、カタログ、株券、商品券、航空券、キャッシュカード、ポイントカード、パスポートなど

指定された位置に、カーソルを順送りする。
指定された位置に、カーソルを逆戻りする。



追加
様
殿
各位
御中
先生
様方
宛（行）
気付
拝啓－敬具、敬白
謹啓－謹言、謹白
拝復－敬具、敬答
急啓－草々、不一
前略－草々、不一
再啓－敬具
当社
弊社
貴社、貴行、貴校、貴団体
御社、御行、御校、御団体
賜る
承る
ご鞭撻
時下
時節柄、季節柄
ご愛顧、ご贔屓、ご厚誼
ご高配、ご厚情、お心遣いお気遣
ご隆盛、ご隆昌、ご盛栄、（ご清栄
ご健勝、（ご清祥）
ご活躍
ご発展
僭越
賜物
衷心
枉駕
薫陶
忌中
喪中
哀悼

※１ 敬称の使い方の注意
① 殿は目上の人から目下の人へ使うので、使い分けに注意する。

一般的には、「様」を使う方が望ましい。
② 敬称は併用しないのが原則。○○株式会社御中　○○様　はよろしくない。

ただし、お客様　各位　は許容。
③ １通の手紙を複数の人にあてて出すこと少ないが、家族などの場合は　お父様　お母様　のようにそれぞれに付ける。

※２ 頭語と結語の使い方の注意
敬具はほとんどの結語として使うことができ、他の結語に置き換えることもできる。

ただし、草々の代わりになることはほぼなく、代える場合は不一、不備などを使う。
　　深いお詫びをする場合、前略で始まり敬具で結ぶこともある。
　　急用の場合は、草々に代えて敬具で結ぶこともある。

女性は「かしこ」を使う場合もあるが、ビジネスの場では避ける。
男性 恐惶謹言
女性 かしこ

草々を早々と書き誤らないように注意する。
※３ ご清栄は個人に使う例もあるが、一般的ではないとする意見もある。

ご清祥は団体に使う例もあるが、一般的ではないとする意見もある。

赤字の注意事項は、問題に利用することがある。

「この頃」の意味で、前文で、時候のあいさつを省略する場合に用いる。

ビジネス用語
の意味と使い

分け
１級

末文で、団体宛に使い、相手のさらなる活躍を願う。
「出過ぎた事をする」の意味で、相手に忠告や意見をする、または目上の人を差し置いて挨拶をする場合な
「いただいた物」、「良い結果]などを表す。
「本心」の意味で、心の奥底からという真摯な態度を表す。

「このような季節・状況なので」の意味で、末文で、相手の健康などを気遣う際に用いる。
相手に良く利用したり接してくれることへの感謝の意を伝える。
相手の心配りに対する尊敬語である。
前文挨拶で、団体宛に使い、相手の繁栄を喜ぶ。※３
前文挨拶で、個人宛に使い、相手の健康を喜ぶ。※３
前文または末文で、個人宛に、相手のさらなる活躍を願う

文章などで取引先や相手の所属する企業、銀行、学校などを表す。
話し言葉で、取引先や相手の所属する企業、銀行、学校などを表す。
「もらう」の謙譲語、または「与える」の尊敬語である。
「受ける」または「聞く」の謙譲語。
「戒め励ます」の意味で、相手に指導や協力を謙虚に求める場合に用いる。

急ぎの場合
親しい相手などで、前文を省略する場合
重ねて送る場合
自分の所属する企業のこと。丁寧語なので社内など身内や対等の相手に使う丁寧語である。
自分の所属する企業のこと。目上や格上の相手に使う謙譲語である。

３級

敬称の種類と
使い分け

※１

個人１人に対して、氏名に付ける。
公共機関が個人に宛てる際に使うことがある。一般的には様を用いるようにする。
「会員」など複数の個人を意味する名称に付ける。
会社や委員会などの組織や団体に出す場合、団体名に付ける。
教師や議員も医師などの職に就く氏名に付ける。
世帯主（送り先）と受取人が違う場合、世帯主に付ける。
返信用の宛先として自分の氏名に付ける。
送り先に所属していない組織・相手に送る際の送り先に付ける。○○結婚式場　気付　○○新郎　様など。

頭語と結語の
結びつきと使
い分け

※２

最も一般的な例
おめでたい内容の場合
返信の場合

相手がわざわざ出向いてくれた来訪に対して感謝の意を表す。
徳の力で人を感化し、教育すること。相手の指導への感謝や尊敬の念を伝える際に使う。
近親者の葬儀にあたり、自宅にて謹慎し冥福を祈る期間のこと。
忌中に続き、近親者の死別にあたり、故人を偲んで過ごす期間のこと。祝い事や年賀状を控えることも多
人の死を悲しみいたむこと。
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