
本假名練習帳由便利日語製作，目的是讓日語初學者透過手寫，把平仮名、片仮名同步認識。日語是外國語言，文法、發音以及詞彙都有別於香港語。請在
專業的日文老師的指導下使用本練習帳。多謝！
羅馬字輸
入法 平仮名 片仮名

a あああああああアアアアアアア
ああああああ アアアアア
ああああああ アアアアア

ああああああああアアアアアアア
ああああああああアアアアアアア

http://brng.jp/

i いいいいいいいイイイイイイイ
いいいいいい イイイイイ
いいいいいい イイイイイ

愛
あい ₁ ♡あいあいあいあいあいあい
井
い ₁ いいいいいいいいいいいいい

★Benri Nihongo 便利日語：官方翻譯 經驗執教★

u うううううううウウウウウウウ
うううううう ウウウウウ
うううううう ウウウウウ

会 う
あ ₁ あ うあうあうあうあうあう
あうあうあうあうあうあうあう
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★便利日語是流動的日文教室，涵蓋香港九龍新界，提供各級優質日本語課程。★

e えええええええエエエエエエエ
ええええええ エエエエエ
ええええええ エエエエエ

家
いえ ₂ !いえいえいえいえいえいえ
上
うえ ₀ ☝うえうえうえうえうえうえ

★目的是培養學員習得「聽得講得、考試又過骨」的全能日本語能力。★

o おおおおおおおオオオオオオオ
おおおおおお オオオオオ
おおおおおお オオオオオ

青 い
あお ₂ あ おいあおいあおいあおい
あおいあおいあおいあおいあおい

所以課程設計到能使得學員突破發音上的難點、解決語法上文法上的重點弱點。

ka かかかかかかかカカカカカカカ
かかかかかか カカカカカ
かかかかかか カカカカカ

赤 い
あか ₀ あ かいあかいあかいあかい
顔
かお ₀ ☺かおかおかおかおかおかお

又能實現聽得講得、考試又過骨！
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ki きききききききキキキキキキキ
きききききき キキキキキ
きききききき キキキキキ

秋
あき ₁ あ きあきあきあきあきあき
駅
えき ₁ え きえきえきえきえきえき

幫助學員同步解決日文發音、文法/語法、會話句型、練習、複習、測驗、考試…等等學習上的問題！

ku くくくくくくくククククククク
くくくくくく ククククク
くくくくくく ククククク

菊
きく ₂₀ き くきくきくきくきくきく
区域
くい き ₁ くいきくいきくいきくいき

「便利日語」就是答案！

ke けけけけけけけケケケケケケケ
けけけけけけ ケケケケケ
けけけけけけ ケケケケケ

池
いけ ₂ い けいけいけいけいけいけ
ケア ₁ Care ✜ケアケアケアケアケア

便利日語承諾提供：
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ko こここここここコココココココ
ここここここ コココココ
ここここここ コココココ

声
こえ ₁ # こえこえこえこえこえこえ
過去
か こ ₁ か こかこかこかこかこかこ

（一）最頂級的師資。

sa さささささささサササササササ
ささささささ サササササ
ささささささ サササササ

お酒
さけ ₀ $ おさけおさけ おさけ

傘
かさ ₁ ☂かさかさかさかさかさかさ

（二）最靈活的上課地點。

shi しししししししシシシシシシシ
しししししし シシシシシ
しししししし シシシシシ

牛
うし ₀ &うしうしうしうしうしうし
塩
しお ₂ し おしおしおしおしおしお

（三）最具彈性的課程。
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su すすすすすすすススススススス
すすすすすす ススススス
すすすすすす ススススス

寿司
す し ₂₁ ' すしすしすしすしすし
椅子
い す ₀ い すいすいすいすいす

（四）最精煉易明的筆記。

se せせせせせせせセセセセセセセ
せせせせせせ セセセセセ
せせせせせせ セセセセセ

汗
あせ ₁ (あせあせあせあせあせあせ
世界
せかい ₁ )せかい せかい せかい

（五）最合理的學費報價。

so そそそそそそそソソソソソソソ
そそそそそそ ソソソソソ
そそそそそそ ソソソソソ

嘘
うそ ₁ う そうそうそうそうそうそ
底
そこ ₀ そこそこそこそこそこそこ

http://brng.jp/
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ta たたたたたたたタタタタタタタ
たたたたたた タタタタタ
たたたたたた タタタタタ

北
きた ₀₂ き たきたきたきたきたきた
高 い
たか ₂ たかいたかいたかいたかい

★Benri Nihongo 便利日語：官方翻譯 經驗執教★

chiちちちちちちちチチチチチチチ
ちちちちちち チチチチチ
ちちちちちち チチチチチ

一
いち ₂ *いちいちいちいちいちいち
御節
おせち ₀₂ おせちおせちおせち

★便利日語是流動的日文教室，涵蓋香港九龍新界，提供各級優質日本語課程。★

tsuつつつつつつつツツツツツツツ
つつつつつつ ツツツツツ
つつつつつつ ツツツツツ

机
つくえ ₀ つ くえつくえつくえつくえ
熱 い
あつ ₂ あついあついあついあつい

★目的是培養學員習得「聽得講得、考試又過骨」的全能日本語能力。★
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te てててててててテテテテテテテ
てててててて テテテテテ
てててててて テテテテテ

手
て ₁ +てててててててててててて
助 け て
たす ₀ ,たすけて たすけて Help!

所以課程設計到能使得學員突破發音上的難點、解決語法上文法上的重點弱點。

to とととととととトトトトトトト
とととととと トトトトト
とととととと トトトトト

外
そと ₁ そ とそとそとそとそとそと
男
おとこ ₃ ♂おとこおとこおとこおとこ

又能實現聽得講得、考試又過骨！

na なななななななナナナナナナナ
なななななな ナナナナナ
なななななな ナナナナナ

夏
なつ ₂ な つなつなつなつなつなつ
トナカイ ₂ トナカイ トナカイ

一次過幫助學員解決日文發音、文法/語法、會話句型、練習、複習、測驗、考試…等等學習上的問題！
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ni にににににににニニニニニニニ
にににににに ニニニニニ
にににににに ニニニニニ

西
にし ₀ に しにしにしにしにしにし
雲丹
う に ₁ う にうにうにうにうにうに

「便利日語」就是答案！

nu ぬぬぬぬぬぬぬヌヌヌヌヌヌヌ
ぬぬぬぬぬぬ ヌヌヌヌヌ
ぬぬぬぬぬぬ ヌヌヌヌヌ

犬
いぬ ₂ .いぬいぬいぬいぬいぬいぬ
狸
たぬき ₁ た ぬきたぬきたぬきたぬき

★Benri Nihongo 便利日語：官方翻譯 經驗執教★

ne ねねねねねねねネネネネネネネ
ねねねねねね ネネネネネ
ねねねねねね ネネネネネ

猫
ねこ ₁ /ねこねこねこねこねこねこ
狐
きつね ₀ 0きつねきつねきつねきつね

★便利日語是流動的日文教室，涵蓋香港九龍新界，提供各級優質日本語課程。★
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no のののののののノノノノノノノ
のののののの ノノノノノ
のののののの ノノノノノ

命
いのち ₁ いのちいのちいのちいのち
七日
なのか ₀ なのかなのかなのかなのか

一次過幫助學員解決日文發音、文法/語法、會話句型、練習、複習、測驗、考試…等等學習上的問題！

ha はははははははハハハハハハハ
はははははは ハハハハハ
はははははは ハハハハハ

花
はな ₂ 1はなはなはなはなはなはな
ハウス ₁ House!ハウスハウスハウス

「便利日語」就是答案！

hi ひひひひひひひヒヒヒヒヒヒヒ
ひひひひひひ ヒヒヒヒヒ
ひひひひひひ ヒヒヒヒヒ

低 い
ひく ₂ ひくいひくいひくいひくい
一 つ
ひと ₂ ひ とつひとつひとつひとつ

あたって砕けろ。
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fu ふふふふふふふフフフフフフフ
ふふふふふふ フフフフフ
ふふふふふふ フフフフフ

船
ふね ₁ ⛵ふねふねふねふねふねふね
ナイフ ₁ 3 Knife ナイフナイフナイフ

言わぬが花。

he へへへへへへへヘヘヘヘヘヘヘ
へへへへへへ ヘヘヘヘヘ
へへへへへへ ヘヘヘヘヘ

臍
へそ ₀ へ そへそへそへそへそへそ
へアケア ₃ へアケア Hair Care へ アケア

面面の楊貴妃。

ho ほほほほほほほホホホホホホホ
ほほほほほほ ホホホホホ
ほほほほほほ ホホホホホ

星
ほし ₀ ★ほしほしほしほしほしほし
ホタテ ₃ ホタテホタテホタテ

金の切れ目が縁の切れ目。
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maまままままままマママママママ
まままままま マママママ
まままままま マママママ

馬
うま ₂ 4うまうまうまうまうまうま
太巻
ふとまき ₀ ふとまきふとまきふとまき

団栗の背比べ。

mi みみみみみみみミミミミミミミ
みみみみみみ ミミミミミ
みみみみみみ ミミミミミ

海
うみ ₁ う みうみうみうみうみうみ
積木
つみき ₀ つ みきつみきつみきつみき

転んでもただは起きぬ。

muむむむむむむむムムムムムムム
むむむむむむ ムムムムム
むむむむむむ ムムムムム

寒 い
さむ ₂ さむいさむいさむいさむい
息子
むすこ ₀ 5 むすこむすこ むすこ

能ある鷹は爪隠す。
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meめめめめめめめメメメメメメメ
めめめめめめ メメメメメ
めめめめめめ メメメメメ

娘
むすめ ₃ 6むすめむすめむすめむすめ
雨
あめ ₁ 7あめあめあめあめあめあめ

猫は虎の心を知らず。

moもももももももモモモモモモモ
もももももも モモモモモ
もももももも モモモモモ

重 い
おも ₀ おもいおもいおもいおもい
雲
くも ₁ ☁くもくもくもくもくもくも

貧せんの交わり忘れるべからず。

ya やややややややヤヤヤヤヤヤヤ
やややややや ヤヤヤヤヤ
やややややや ヤヤヤヤヤ

部屋
へ や ₂ へ やへやへやへやへや
焼餅
やきもち ₃₄ や きもちやきもちやきもち

腐っても鯛。
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yu ゆゆゆゆゆゆゆユユユユユユユ
ゆゆゆゆゆゆ ユユユユユ
ゆゆゆゆゆゆ ユユユユユ

お粥
かゆ ₀ お かゆおかゆおかゆおかゆ

冬
ふゆ ₂ ふ ゆふゆふゆふゆふゆふゆ

縁の下の力持ち。

yo よよよよよよよヨヨヨヨヨヨヨ
よよよよよよ ヨヨヨヨヨ
よよよよよよ ヨヨヨヨヨ

強 い
つよ ₂ つ よいつよいつよいつよい
豊田
とよた ₀ と よた とよたとよた

ああ言えばこう言う。

ra らららららららラララララララ
らららららら ラララララ
らららららら ラララララ

虎
とら ₀ 9とらとらとらとらとらとら
カメラ ₁ : カメラカメラカメラ

馬鹿の一つ覚え。
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ri りりりりりりりリリリリリリリ
りりりりりり リリリリリ
りりりりりり リリリリリ

栗鼠
り す ₁ ; りすりすりすりすりす
鳥
とり ₀ <とりとりとりとりとりとり

人間万事塞翁が馬。

ru るるるるるるるルルルルルルル
るるるるるる ルルルルル
るるるるるる ルルルルル

車
くるま ₀ =くるまくるまくるまくるま
猿
さる ₁ >さるさるさるさるさるさる

骨折り損のくたびれもうけ。

re れれれれれれれレレレレレレレ
れれれれれれ レレレレレ
れれれれれれ レレレレレ

菫
すみれ ₀ す みれすみれすみれすみれ
トイレ ₁ ? トイレトイレトイレ

男は度胸、女は愛嬌。
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ro ろろろろろろろロロロロロロロ
ろろろろろろ ロロロロロ
ろろろろろろ ロロロロロ

六
ろく ₂ @ろくろくろくろくろくろく
とろ ₁ ' とろとろとろとろとろ

猫に小判。

wa わわわわわわわワワワワワワワ
わわわわわわ ワワワワワ
わわわわわわ ワワワワワ

皺
しわ ₀ ♒しわしわしわしわしわしわ
わかめ ₂ わかめわかめわかめ

噂をすれば影が差す。

woをををををををヲヲヲヲヲヲヲ
をををををを ヲヲヲヲヲ
をををををを ヲヲヲヲヲ

ををををををををヲヲヲヲヲヲヲ
ををををををををヲヲヲヲヲヲヲ

あわてる乞食は貰いが少ない。
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n んんんんんんんンンンンンンン
んんんんんん ンンンンン
んんんんんん ンンンンン

香港
ほんこん ₁ ほんこん ほんこん ほんこん
女
おんな ₃ ♀ お ん な おん な おん な

蓼食う虫も好き好き。

ga がががががががガガガガガガガ
ががががががががガガガガガガガ
ががががががががガガガガガガガ
眼鏡
めがね ₁ B めがね めがねめがね
鏡
かがみ ₃ か がみかがみかがみかがみ

夫婦喧嘩は犬も食わぬ。

gi ぎぎぎぎぎぎぎギギギギギギギ
ぎぎぎぎぎぎぎぎギギギギギギギ
ぎぎぎぎぎぎぎぎギギギギギギギ
兎
うさぎ ₀ Cうさぎうさぎうさぎうさぎ
葱
ねぎ ₁ ね ぎねぎねぎねぎねぎねぎ

赤子の手を捻る。
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gu ぐぐぐぐぐぐぐグググググググ
ぐぐぐぐぐぐぐぐグググググググ
ぐぐぐぐぐぐぐぐグググググググ
鮪
まぐろ ₀ ま ぐろまぐろまぐろまぐろ
リング ₁ The 

Ring リングリングリング
明日は明日の風が吹く。

ge げげげげげげげゲゲゲゲゲゲゲ
げげげげげげげげゲゲゲゲゲゲゲ
げげげげげげげげゲゲゲゲゲゲゲ
鬚
ひげ ₀ ひ げひげひげひげひげひげ
下駄
げ た ₀ げ たげたげたげたげた

嘘も方便。

go ごごごごごごごゴゴゴゴゴゴゴ
ごごごごごごごごゴゴゴゴゴゴゴ
ごごごごごごごごゴゴゴゴゴゴゴ
卵
たまご ₂₀Dたまごたまごたまごたまご
ゴルフ ₁ Eゴルフ Golf ゴ ルフゴルフ

売り言葉に買い言葉。
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za ざざざざざざざザザザザザザザ
ざざざざざざざざザザザザザザザ
ざざざざざざざざザザザザザザザ
海豹
あざらし ₂ あ ざらしあざらしあざらし
栄螺
さざえ ₁ さ ざえさざえさざえさざえ

昨日は人の身、今日はわが身。

ji じじじじじじじジジジジジジジ
じじじじじじじじジジジジジジジ
じじじじじじじじジジジジジジジ
羊
ひつじ ₀ Fひつじひつじひつじひつじ
オレンジ ₂ Gオレンジ Orange オ レンジ

所変われば品変わる。

zu ずずずずずずずズズズズズズズ
ずずずずずずずずズズズズズズズ
ずずずずずずずずズズズズズズズ
水
みず ₀ Hみずみずみずみずみずみず
鼠
ねずみ ₀ Iねずみねずみねずみねずみ

絵に描いた餅。
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ze ぜぜぜぜぜぜぜゼゼゼゼゼゼゼ
ぜぜぜぜぜぜぜぜゼゼゼゼゼゼゼ
ぜぜぜぜぜぜぜぜゼゼゼゼゼゼゼ
ゼロ ₁ Zero Jゼロゼロゼロゼロゼロ
風邪
か ぜ ₀ K かぜかぜかぜかぜかぜ

仏の顔も三度。

zo ぞぞぞぞぞぞぞゾゾゾゾゾゾゾ
ぞぞぞぞぞぞぞぞゾゾゾゾゾゾゾ
ぞぞぞぞぞぞぞぞゾゾゾゾゾゾゾ
家族
かぞく ₁ L かぞく かぞくかぞく
青空
あおぞら ₃ あ おぞらあおぞらあおぞら

類は友を呼ぶ。

da だだだだだだだダダダダダダダ
だだだだだだだだダダダダダダダ
だだだだだだだだダダダダダダダ
酒樽
さかだる ₀ M さかだる さかだる
駱駝
らくだ ₀ N らくだらくだ らくだ

一度あることは二度ある。
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di ぢぢぢぢぢぢぢヂヂヂヂヂヂヂ
ぢぢぢぢぢぢぢぢヂヂヂヂヂヂヂ
ぢぢぢぢぢぢぢぢヂヂヂヂヂヂヂ
鼻血
はなぢ ₀ は なぢはなぢはなぢはなぢ
はなぢはなぢはなぢはなぢはなぢ

石橋を叩いて渡る。

du づづづづづづづヅヅヅヅヅヅヅ
づづづづづづづづヅヅヅヅヅヅヅ
づづづづづづづづヅヅヅヅヅヅヅ
続き
つづ ₀ つ づきつづきつづきつづき
名付け
な づ ₀₃ なづけ なづけ なづけ

安物買いの銭失い。

de でででででででデデデデデデデ
ででででででででデデデデデデデ
ででででででででデデデデデデデ
電話
でんわ ₀ ☎ でんわでんわでんわ
日の出
ひ で ₀ P ひのでひのでひので

花より団子。
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do どどどどどどどドドドドドドド
どどどどどどどどドドドドドドド
どどどどどどどどドドドドドドド
酷い
ひど ₂ ひ どいひどいひどいひどい
独立
どくりつ ₀ ど くりつどくりつどくりつ

腹八分目に医者要らず。

ba ばばばばばばばバババババババ
ばばばばばばばばバババババババ
ばばばばばばばばバババババババ
バナナ ₁ QBanana バナナバナナバナナ
虫歯
むしば ₀ む しばむしばむしばむしば

喉元過ぎれば暑さを忘れる。

bi びびびびびびびビビビビビビビ
びびびびびびびびビビビビビビビ
びびびびびびびびビビビビビビビ
海老
え び ₀ R えびえびえびえびえび
蛇
へび ₁ Sへびへびへびへびへびへび

藪から棒。
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bu ぶぶぶぶぶぶぶブブブブブブブ
ぶぶぶぶぶぶぶぶブブブブブブブ
ぶぶぶぶぶぶぶぶブブブブブブブ
豚
ぶた ₀ Tぶたぶたぶたぶたぶたぶた
歯 ブ ラ シ
は ₂ はブラシ Tooth

brush は ブラシ
触らぬ神に祟りなし。

be べべべべべべべベベベベベベベ
べべべべべべべべベベベベベベベ
べべべべべべべべベベベベベベベ
便利
べんり ₁ べ んりべんりべんりべんり
ラベル ₁ U Label ラベルラベルラベル

転ばぬ先の杖。

bo ぼぼぼぼぼぼぼボボボボボボボ
ぼぼぼぼぼぼぼぼボボボボボボボ
ぼぼぼぼぼぼぼぼボボボボボボボ
靨
えくぼ ₁ え くぼえくぼえくぼえくぼ
お盆
ぼん ₂ V おぼんおぼんおぼん

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。
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pa ぱぱぱぱぱぱぱパパパパパパパ
ぱぱぱぱぱぱぱぱパパパパパパパ
ぱぱぱぱぱぱぱぱパパパパパパパ
パソコン ₀ PC Wパソコンパソコン
パン ₁ X パンパンパンパンパン

青は藍より出でて藍より青し。

pi ぴぴぴぴぴぴぴピピピピピピピ
ぴぴぴぴぴぴぴぴピピピピピピピ
ぴぴぴぴぴぴぴぴピピピピピピピ
鉛筆
えんぴつ ₀ え んぴつえんぴつえんぴつ
ピストル ₀ Y ピストルピストル

言うは安く、行なうは難し。

pu ぷぷぷぷぷぷぷプププププププ
ぷぷぷぷぷぷぷぷプププププププ
ぷぷぷぷぷぷぷぷプププププププ
アプリ ₃ アプリZアプリApp アプリ
プログラム ₃ プログラム Program

一を聞いて十を知る。
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pe ぺぺぺぺぺぺぺペペペペペペペ
ぺぺぺぺぺぺぺぺペペペペペペペ
ぺぺぺぺぺぺぺぺペペペペペペペ
ペリエ ₁ ペリエ Perrier ペリエ ペリエ
オペラ ₁ Opera オペラオペラオペラ

石の上にも三年。

po ぽぽぽぽぽぽぽポポポポポポポ
ぽぽぽぽぽぽぽぽポポポポポポポ
ぽぽぽぽぽぽぽぽポポポポポポポ
ポスト ₁ Post[ポストポストポスト
散歩
さんぽ ₀\さんぽ さんぽ さんぽ

一葉落ちて天下の秋を知る。

kya きゃ きゃ きゃ kya キャ キャ キャ

きゃ きゃ きゃ きゃ キャ キャ キャ
きゃ きゃ きゃ キャ キャ

客
きゃく ₀ きゃく きゃく きゃく きゃく きゃく きゃく

キャベツ ₁ Cabbage キャベツ キャベツ キャベツ
亀の甲より年の功。
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kyu きゅ きゅ きゅ kyu キュ キュ キュ

きゅ きゅ きゅ きゅ キュ キュ キュ
きゅ きゅ きゅ キュ キュ

カリキュラム ₁₃ Curriculum カリキュラム
カリキュラムカリキュラムカリキュラム

五十歩を以て百歩を笑う。

kyo きょ きょ きょ kyo キョ キョ キョ

きょ きょ きょ きょ キョ キョ キョ
きょ きょ きょ キョ キョ

選挙
せんきょ ₁ せんきょ せんきょ せんきょ せんきょ
距離
きょり ₁ きょり きょり きょり きょり きょり きょり

長いものに巻かれろ。

sha しゃ しゃ しゃ sha シャ シャ シャ

しゃ しゃ しゃ しゃ シャ シャ シャ
しゃ しゃ しゃ シャ シャ

シャトルバス ₄ ] シャトルバス
シャツ ₁ ^ シャツ シャツ シャツ

痒い所に手が届く。
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shu しゅ しゅ しゅ shu シュ シュ シュ

しゅ しゅ しゅ しゅ シュ シュ シュ
しゅ しゅ しゅ シュ シュ

歌手
かしゅ ₁ _` かしゅ かしゅ かしゅ かしゅ かしゅ

主権
しゅけん ₀₂₁ しゅけん しゅけん しゅけん しゅけん

数え上げれば切りがない。

sho しょ しょ しょ sho ショ ショ ショ

しょ しょ しょ しょ ショ ショ ショ
しょ しょ しょ ショ ショ

事務所
じ む しょ ₂ じむしょ じむしょ じむしょ

図書館
としょかん ₂ としょかん としょかん

立てば芍薬座れば牡丹。

cha ちゃ ちゃ ちゃ cha チャ チャ チャ

ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ チャ チャ チャ
ちゃ ちゃ ちゃ チャ チャ

お茶
ちゃ ₀ ☕ おちゃ おちゃ おちゃ おちゃ おちゃ

南瓜
かぼちゃ ₀ b かぼちゃ かぼちゃ かぼちゃ

女心と秋の空。
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chu ちゅ ちゅ ちゅ chu チュ チュ チュ

ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ チュ チュ チュ
ちゅ ちゅ ちゅ チュ チュ

ナチュラル ₁ Natural ナチュラル ナチュラル
ナチュラル ナチュラル ナチュラル

枕を高くして寝る。

cho ちょ ちょ ちょ cho チョ チョ チョ

ちょ ちょ ちょ ちょ チョ チョ チョ
ちょ ちょ ちょ チョ チョ

著者
ちょしゃ ₁ ちょしゃ ちょしゃ ちょしゃ ちょしゃ
直接
ちょくせつ ₀ ちょくせつ ちょくせつ ちょくせつ

病は気から。

nya にゃ にゃ にゃ nya ニャ ニャ ニャ

にゃ にゃ にゃ にゃ ニャ ニャ ニャ
にゃ にゃ にゃ ニャ ニャ

蒟蒻
こんにゃく ₃₄ こんにゃく こんにゃく こんにゃく

こんにゃく こんにゃく こんにゃく
当たるも八卦、当たらぬも八卦。
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nyu にゅ にゅ にゅ nyu ニュ ニュ ニュ

にゅ にゅ にゅ にゅ ニュ ニュ ニュ
にゅ にゅ にゅ ニュ ニュ

Manual マニュアル ₀₁ マニュアル マニュアル
Nuance ニュアンス ₁ ニュアンス ニュアンス

厚さも寒さも彼岸まで。

nyo にょ にょ にょ nyo ニョ ニョ ニョ

にょ にょ にょ にょ ニョ ニョ ニョ
にょ にょ にょ ニョ ニョ

如夜叉
にょや し ゃ ₂ にょやしゃ にょやしゃ
にょやしゃ にょやしゃ にょやしゃ

貧乏暇なし。

hya ひゃ ひゃ ひゃ hya ヒャ ヒャ ヒャ

ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ヒャ ヒャ ヒャ
ひゃ ひゃ ひゃ ヒャ ヒャ

百
ひゃく ₂ c ひゃく ひゃく ひゃく ひゃく ひゃく ひゃく
ひゃく ひゃく ひゃく ひゃく ひゃく ひゃく ひゃく

痩せの大食い。
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hyu ひゅ ひゅ ひゅ hyu ヒュ ヒュ ヒュ

ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ヒュ ヒュ ヒュ
ひゅ ひゅ ひゅ ヒュ ヒュ

ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ヒュ ヒュ ヒュ
ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ヒュ ヒュ ヒュ

一夜漬け。

hyo ひょ ひょ ひょ hyo ヒョ ヒョ ヒョ

ひょ ひょ ひょ ひょ ヒョ ヒョ ヒョ
ひょ ひょ ひょ ヒョ ヒョ

ひょ ひょ ひょ ひょ ヒョ ヒョ ヒョ
ひょ ひょ ひょ ひょ ヒョ ヒョ ヒョ

山を賭けねばならない。

mya みゃ みゃ みゃ mya ミャ ミャ ミャ

みゃ みゃ みゃ みゃ ミャ ミャ ミャ
みゃ みゃ みゃ ミャ ミャ

脈拍
みゃくはく ₀ みゃくはくみゃくはくみゃくはく

みゃくはくみゃくはくみゃくはく
腹が減っては戦ができぬ。
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myu みゅ みゅ みゅ myu ミュ ミュ ミュ

みゅ みゅ みゅ みゅ ミュ ミュ ミュ
みゅ みゅ みゅ ミュ ミュ

ミュンヘンミュンヘンミュンヘン Munich
ミュンヘンミュンヘンミュンヘン ₁ 慕尼黑

惚れた腫れたは当座のうち。

myo みょ みょ みょ myo ミョ ミョ ミョ

みょ みょ みょ みょ ミョ ミョ ミョ
みょ みょ みょ ミョ ミョ

みょ みょ みょ みょ ミョ ミョ ミョ
みょ みょ みょ みょ ミョ ミョ ミョ

慌てる乞食は貰いが少ない。

rya りゃ りゃ りゃ rya リャ リャ リャ

りゃ りゃ りゃ りゃ リャ リャ リャ
りゃ りゃ りゃ リャ リャ

簡略
かんりゃく ₀ かんりゃくかんりゃくかんりゃく
掠奪
りゃくだつ ₀ りゃくだつりゃくだつりゃくだつ

郷に入れば郷に従え。
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ryu りゅ りゅ りゅ ryu リュ リュ リュ

りゅ りゅ りゅ りゅ リュ リュ リュ
りゅ りゅ りゅ リュ リュ

トリュフ ₁ トリュフ トリュフ トリュフ
トリュフ Truffle トリュフ トリュフ トリュフ

天高く馬肥ゆる秋。

ryo りょ りょ りょ ryo リョ リョ リョ

りょ りょ りょ りょ リョ リョ リョ
りょ りょ りょ リョ リョ

旅館
りょかん ₀ りょかん りょかん りょかん
権力
けんりょく ₁ けんりょく けんりょく けんりょく

子供は風の子。

gya ぎゃ ぎゃ ぎゃ gya ギャ ギャ ギャ

ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ギャ ギャ ギャ
ぎゃ ぎゃ ぎゃ ギャ ギャ

逆転
ぎゃくてん ₀ ぎゃくてん ぎゃくてん ぎゃくてん
ギャンブル ₁ Gamble ギャンブル ギャンブル

案ずるより産むが安い。
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gyu ぎゅ ぎゅ ぎゅ gyu ギュ ギュ ギュ

ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ギュ ギュ ギュ
ぎゅ ぎゅ ぎゅ ギュ ギュ

ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ギュ ギュ ギュ
ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ギュ ギュ ギュ

面子は丸潰れる。

gyo ぎょ ぎょ ぎょ gyo ギョ ギョ ギョ

ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ギョ ギョ ギョ
ぎょ ぎょ ぎょ ギョ ギョ

金魚
きんぎょ ₁ きんぎょ きんぎょ きんぎょ きんぎょ
魚雷
ぎょらい ₀ ぎょらい ぎょらい ぎょらい ぎょらい

貧乏暇なし。

ja じゃ じゃ じゃ ja ジャ ジャ ジャ

じゃ じゃ じゃ じゃ ジャ ジャ ジャ
じゃ じゃ じゃ ジャ ジャ

神社
じんじゃ ₁ ⛩ じんじゃ じんじゃ じんじゃ
ジャガイモ ₀ ジャガイモ ジャガイモ

Benri Shogi 便利將棋 ‒ 便利日語文化教室
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ju じゅ じゅ じゅ ju ジュ ジュ ジュ

じゅ じゅ じゅ じゅ ジュ ジュ ジュ
じゅ じゅ じゅ ジュ ジュ

曼珠沙華
まんじゅしゃげ ₃₄ まんじゅしゃげ まんじゅしゃげ
まんじゅしゃげ まんじゅしゃげ まんじゅしゃげ

http://shogi.hk/

jo じょ じょ じょ jo ジョ ジョ ジョ

じょ じょ じょ じょ ジョ ジョ ジョ
じょ じょ じょ ジョ ジョ

ジョギング ₀ eジョギング ジョギング
ジョギング ジョギング ジョギング

用簡單的中文說明日本將棋的玩法，讓更多人把握這日本文化之大成。

bya びゃ びゃ びゃ bya ビャ ビャ ビャ

びゃ びゃ びゃ びゃ ビャ ビャ ビャ
びゃ びゃ びゃ ビャ ビャ

三百
さんびゃく ₁ さんびゃくさんびゃくさんびゃく
300 さんびゃくさんびゃくさんびゃく

★便利日語聲明★
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byu びゅ びゅ びゅ byu ビュ ビュ ビュ

びゅ びゅ びゅ びゅ ビュ ビュ ビュ
びゅ びゅ びゅ ビュ ビュ

アンビュランス ₃ アンビュランス Ambulance

アンビュランス アンビュランス f
★本日本語假名練習帳受到香港及國際知識版權條例所保護★

byo びょ びょ びょ byo ビョ ビョ ビョ

びょ びょ びょ びょ ビョ ビョ ビョ
びょ びょ びょ ビョ ビョ

びょ びょ びょ びょ ビョ ビョ ビョ
びょ びょ びょ びょ ビョ ビョ ビョ

★任何人未經便利日語許可★

pya ぴゃ ぴゃ ぴゃ pya ピャ ピャ ピャ

ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ピャ ピャ ピャ
ぴゃ ぴゃ ぴゃ ピャ ピャ

ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ピャ ピャ ピャ
ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ピャ ピャ ピャ

★以任何形式、任何形態進行影印、複製、儲存、轉載、公開傳閱全部或部份筆記等行為★
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pyu ぴゅ ぴゅ ぴゅ pyu ピュ ピュ ピュ

ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ピュ ピュ ピュ
ぴゅ ぴゅ ぴゅ ピュ ピュ

ピュア ₁ ピュア ピュア ピュア
ピュア Pure ピュア ピュア ピュア

★皆會被起訴★

pyo ぴょ ぴょ ぴょ pyo ピョ ピョ ピョ

ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ピョ ピョ ピョ
ぴょ ぴょ ぴょ ピョ ピョ

ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ピョ ピョ ピョ
ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ピョ ピョ ピョ

尊重智識產權、你我有責！

本練習帳の全部または一部を無断で複写（コピー）することは、著作権法での例外を除き、禁じられ
ています。複写を希望される場合は、小社あてに許諾をお求めください。
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 
recording or otherwise, without the prior permission of Benri Nihongo.
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