本便利日語假名練習帳的目的僅是讓初學者透過手寫，把平假名、片假名一次過認識。日語是外國語言，文法、發音
以及詞彙都有別於中文。請在專業的日文老師的指導下使用本便利日語假名練習帳。
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★Benri Nihongo 便利日語：官方翻譯 經驗執教★
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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訓練課程。★
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★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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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。
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又能實現聽得、講得、考試又過骨！
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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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「便利日語」就是答案！
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便利日語承諾提供：
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（一）最頂級的師資。
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（二）最靈活的上課地點。
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（三）最具彈性的課程。

3 / 28
Copyright Benri Nihongo

すすすすすすすススススススス
すすすすすすすすススススススス
すすすすすすすすススススススス
すすすすすすすすススススススス
すすすすすすすすススススススス
Su

（四）最精煉易明的筆記。
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（五）最合理的學費報價。
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★Benri Nihongo 便利日語：官方翻譯 經驗執教★
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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訓練課程。★
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★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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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。
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又能實現聽得、講得、考試又過骨！
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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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「便利日語」就是答案！
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★Benri Nihongo 便利日語：官方翻譯 經驗執教★
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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訓練課程。★
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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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「便利日語」就是答案！
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あたって砕けろ。
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言わぬが花。
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面面の楊貴妃。
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金の切れ目が縁の切れ目。
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団栗の背比べ。
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転んでもただは起きぬ。
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能ある鷹は爪隠す。
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猫は虎の心を知らず。

もももももももモモモモモモモ
ももももももももモモモモモモモ
ももももももももモモモモモモモ
ももももももももモモモモモモモ
ももももももももモモモモモモモ
Mo

貧せんの交わり忘れるべからず。

やややややややヤヤヤヤヤヤヤ
ややややややややヤヤヤヤヤヤヤ
ややややややややヤヤヤヤヤヤヤ
ややややややややヤヤヤヤヤヤヤ
ややややややややヤヤヤヤヤヤヤ
Ya

腐っても鯛。
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縁の下の力持ち。
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Yo

ああ言えばこう言う。
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馬鹿の一つ覚え。
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人間万事塞翁が馬。
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骨折り損のくたびれもうけ。
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男は度胸、女は愛嬌。
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猫に小判。
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噂をすれば影が差す。
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あわてる乞食は貰いが少ない。
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蓼食う虫も好き好き。
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夫婦喧嘩は犬も食わぬ。
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赤子の手を捻る。
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明日は明日の風が吹く。
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嘘も方便。

ごごごごごごごゴゴゴゴゴゴゴ
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Go

売り言葉に買い言葉。
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昨日は人の身、今日はわが身。
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Ji

所変われば品変わる。
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絵に描いた餅。

ぜぜぜぜぜぜぜゼゼゼゼゼゼゼ
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仏の顔も三度。

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
ぞぞぞぞぞぞぞぞゾゾゾゾゾゾゾ
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Zo

類は友を呼ぶ。

14 / 28
Copyright Benri Nihongo

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
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
Da

一度あることは二度ある。
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Di (Ji)

石橋を叩いて渡る。
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Du (Zu)

安物買いの銭失い。

でででででででデデデデデデデ
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De

花より団子。
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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
どどどどどどどどドドドドドドド
Do

腹八分目に医者要らず。

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
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
Ba

喉元過ぎれば暑さを忘れる。

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
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
Bi

藪から棒。

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
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
Bu

触らぬ神に祟りなし。
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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
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
Be

転ばぬ先の杖。

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
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
Bo

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。

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
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
Pa

青は藍より出でて藍より青し。

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
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
Pi

言うは安く、行なうは難し。
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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
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
Pu

一を聞いて十を知る。

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
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
Pe

石の上にも三年。

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
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
Po

一葉落ちて天下の秋を知る。
Kya

きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ

きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ
きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ
きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ
きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ きゃ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ
亀の甲より年の功。
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Kyu

きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ キュ キュ キュ キュ キュ キュ キュ

きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ キュ キュ キュ キュ キュ キュ キュ
きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ キュ キュ キュ キュ キュ キュ キュ
きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ キュ キュ キュ キュ キュ キュ キュ
きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ きゅ キュ キュ キュ キュ キュ キュ キュ
五十歩を以て百歩を笑う。
Kyo

きょ きょ きょ きょ きょ きょ きょ キョ キョ キョ キョ キョ キョ キョ

きょ きょ きょ きょ きょ きょ きょ きょ キョ キョ キョ キョ キョ キョ キョ
きょ きょ きょ きょ きょ きょ きょ きょ キョ キョ キョ キョ キョ キョ キョ
きょ きょ きょ きょ きょ きょ きょ きょ キョ キョ キョ キョ キョ キョ キョ
きょ きょ きょ きょ きょ きょ きょ きょ キョ キョ キョ キョ キョ キョ キョ
長いものに巻かれろ。
Sha

しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ シャ シャ シャ シャ シャ シャ シャ

しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ シャ シャ シャ シャ シャ シャ シャ
しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ シャ シャ シャ シャ シャ シャ シャ
しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ シャ シャ シャ シャ シャ シャ シャ
しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ シャ シャ シャ シャ シャ シャ シャ
痒い所に手が届く。
Shu

しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ シュ シュ シュ シュ シュ シュ シュ

しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ シュ シュ シュ シュ シュ シュ シュ
しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ シュ シュ シュ シュ シュ シュ シュ
しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ シュ シュ シュ シュ シュ シュ シュ
しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ しゅ シュ シュ シュ シュ シュ シュ シュ
数え上げれば切りがない。
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Sho

しょ しょ しょ しょ しょ しょ しょ ショ ショ ショ ショ ショ ショ ショ

しょ しょ しょ しょ しょ しょ しょ しょ ショ ショ ショ ショ ショ ショ ショ
しょ しょ しょ しょ しょ しょ しょ しょ ショ ショ ショ ショ ショ ショ ショ
しょ しょ しょ しょ しょ しょ しょ しょ ショ ショ ショ ショ ショ ショ ショ
しょ しょ しょ しょ しょ しょ しょ しょ ショ ショ ショ ショ ショ ショ ショ
立てば芍薬座れば牡丹。
Cha

ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ チャ チャ チャ チャ チャ チャ チャ

ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ チャ チャ チャ チャ チャ チャ チャ
ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ チャ チャ チャ チャ チャ チャ チャ
ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ チャ チャ チャ チャ チャ チャ チャ
ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ ちゃ チャ チャ チャ チャ チャ チャ チャ
女心と秋の空。
Chu

ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ チュ チュ チュ チュ チュ チュ チュ

ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ チュ チュ チュ チュ チュ チュ チュ
ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ チュ チュ チュ チュ チュ チュ チュ
ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ チュ チュ チュ チュ チュ チュ チュ
ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ ちゅ チュ チュ チュ チュ チュ チュ チュ
枕を高くして寝る。
Cho

ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ チョ チョ チョ チョ チョ チョ チョ

ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ チョ チョ チョ チョ チョ チョ チョ
ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ チョ チョ チョ チョ チョ チョ チョ
ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ チョ チョ チョ チョ チョ チョ チョ
ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ チョ チョ チョ チョ チョ チョ チョ
病は気から。
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Nya

にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ

にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ
にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ
にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ
にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ にゃ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ ニャ
当たるも八卦、当たらぬも八卦。
Nyu

にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ

にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ
にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ
にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ
にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ にゅ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ ニュ
厚さも寒さも彼岸まで。
Nyo

にょ にょ にょ にょ にょ にょ にょ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ

にょ にょ にょ にょ にょ にょ にょ にょ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ
にょ にょ にょ にょ にょ にょ にょ にょ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ
にょ にょ にょ にょ にょ にょ にょ にょ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ
にょ にょ にょ にょ にょ にょ にょ にょ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ ニョ
貧乏暇なし。
Hya

ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ

ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ
ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ
ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ
ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ひゃ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ ヒャ
痩せの大食い。
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Hyu

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

ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ
ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ
ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ
ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ひゅ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ ヒュ
一夜漬け。
Hyo

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

ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ
ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ
ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ
ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ひょ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ ヒョ
山を賭けねばならない。
Mya

みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ

みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ
みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ
みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ
みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ みゃ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ ミャ
腹が減っては戦ができぬ。
Myu

みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ

みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ
みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ
みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ
みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ みゅ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ ミュ
惚れた腫れたは当座のうち。
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Myo

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

みょ みょ みょ みょ みょ みょ みょ みょ ミョ ミョ ミョ ミョ ミョ ミョ ミョ
みょ みょ みょ みょ みょ みょ みょ みょ ミョ ミョ ミョ ミョ ミョ ミョ ミョ
みょ みょ みょ みょ みょ みょ みょ みょ ミョ ミョ ミョ ミョ ミョ ミョ ミョ
みょ みょ みょ みょ みょ みょ みょ みょ ミョ ミョ ミョ ミョ 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 りゃ りゃ りゃ りゃ リャ リャ リャ リャ リャ リャ リャ

りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ リャ リャ リャ リャ リャ リャ リャ
りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ リャ リャ リャ リャ リャ リャ リャ
りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ リャ リャ リャ リャ リャ リャ リャ
りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ りゃ リャ リャ リャ リャ リャ リャ リャ
郷に入れば郷に従え。
Ryu

りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ リュ リュ リュ リュ リュ リュ リュ

りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ リュ リュ リュ リュ リュ リュ リュ
りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ リュ リュ リュ リュ リュ リュ リュ
りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ リュ リュ リュ リュ リュ リュ リュ
りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ りゅ リュ リュ リュ リュ リュ リュ リュ
天高く馬肥ゆる秋。
Ryo

りょ りょ りょ りょ りょ りょ りょ リョ リョ リョ リョ リョ リョ リョ

りょ りょ りょ りょ りょ りょ りょ りょ リョ リョ リョ リョ リョ リョ リョ
りょ りょ りょ りょ りょ りょ りょ りょ リョ リョ リョ リョ リョ リョ リョ
りょ りょ りょ りょ りょ りょ りょ りょ リョ リョ リョ リョ リョ リョ リョ
りょ りょ りょ りょ りょ りょ りょ りょ リョ リョ リョ リョ リョ リョ リョ
子供は風の子。
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Gya

ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ

ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ
ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ
ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ
ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ぎゃ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ ギャ
案ずるより産むが安い。
Gyu

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

ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ
ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ
ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ
ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ぎゅ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ ギュ
面子は丸潰れる。
Gyo

ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ

ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ
ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ
ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ
ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ぎょ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ ギョ
Benri Shogi 便利將棋 ‒ 便利日語文化教室
Ja

じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ

じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ
じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ
じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ
じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ じゃ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ ジャ
http://shogi.hk/
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Ju

じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ

じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ
じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ
じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ
じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ じゅ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ ジュ
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。
Jo

じょ じょ じょ じょ じょ じょ じょ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ

じょ じょ じょ じょ じょ じょ じょ じょ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ
じょ じょ じょ じょ じょ じょ じょ じょ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ
じょ じょ じょ じょ じょ じょ じょ じょ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ
じょ じょ じょ じょ じょ じょ じょ じょ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ

Bya

びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ

びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ
びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ
びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ
びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ びゃ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ ビャ
★聲明★
Byu

びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ

びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ
びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ
びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ
びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ びゅ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ ビュ
★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★
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Byo

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

びょ びょ びょ びょ びょ びょ びょ びょ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ
びょ びょ びょ びょ びょ びょ びょ びょ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ
びょ びょ びょ びょ びょ びょ びょ びょ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ
びょ びょ びょ びょ びょ びょ びょ びょ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ ビョ
★任何人未經便利日語許可★
Pya

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

ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ピャ ピャ ピャ ピャ ピャ ピャ ピャ
ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ピャ ピャ ピャ ピャ ピャ ピャ ピャ
ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ピャ ピャ ピャ ピャ ピャ ピャ ピャ
ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ぴゃ ピャ ピャ ピャ ピャ 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★
Pyu

ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ

ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ
ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ
ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ
ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ぴゅ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ ピュ
★皆會被起訴★
Pyo

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

ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ
ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ
ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ
ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ぴょ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ ピョ
尊重智識產權、你我有責！
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請填適當的字在相對的空格內。
漢字 仮名
ローマ字
元禄
元気
富士
日立
味の素
クリエ
みつびし
とよた
みつこし
あさひ
Canon
Epson
Vaio
Miyake
Sega
読売
横浜
大金
大和
麒麟
ふじわら
ほんだ
かんさい
きんてつ
まつした
Mitsui
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提示
食店名
食店名
相機
電器
味精
PDA
冷氣
汽車
百貨店
貿易商
相機
印表機
手提電腦
衣服
電腦遊戲
傳媒
地名
冷氣
物流
飲料
頭文字D
汽車
地名
物流
電器
貿易商

Sumitomo
Murata
Rakuten
Suzuki

貿易商
傳真
熊仔餅
汽車
吉野家
食店名
山野
美容
菊正宗
飲料
和民
食店名
銀座
地名
[Ctrl]+[Alt]+[Del]
マイクロソフト
やまと
物流
ジャスコ
百貨店
イオン
金融
カシオ
相機
オリンパス
相機
Minolta
相機
Nikon
相機
Nakamichi 音響
Yamaha
音響
Kimura
音響
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 a
ny means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Benri Nihongo.
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