
入門編 

Beginner Course 

 

 

■第 1課：あ行とか行 ひらがなの発音と書き方 

  

・はじめに 

・あ行 ひらがなの発音と書き方 

・か行 ひらがなの発音と書き方  

・練習 

 

 

■Lesson 1: あ row and か row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

 

-Introduction 

-あ row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-か row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-Practice 

 

 

■第 2課：さ行とた行 ひらがなの発音と書き方 

 

・はじめに 

・さ行 ひらがなの発音と書き方  

・た行 ひらがなの発音と書き方  

・練習  

 

 

■Lesson 2: さ row and た row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

 

-Introduction 

-さ row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-た row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-Practice 

 

 

 

 

  



 

■第 3課：な行とは行 ひらがなの発音と書き方 

・はじめに 

・な行 ひらがなの発音と書き方 

・は行 ひらがなの発音と書き方 

・練習  

 

 

■Lesson 3: な row and は row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

 

-Introduction 

-な row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-は row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-Practice 

 

 

■第 4課：ま行、や行、ら行、わ、を、ん ひらがなの発音と書き方 

・はじめに  

・ま行 ひらがなの発音と書き方  

・や行 ひらがなの発音と書き方 

・ら行 ひらがなの発音と書き方 

・わ、を、ん ひらがなの発音と書き方 

・練習  

 

 

■Lesson 4: ま  row, や  row, ら  row, and わ , を , ん  <Japanese hiragana 

pronunciation and writing> 

 

-Introduction 

-ま row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-や row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-ら row <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-わ, を, ん <Japanese hiragana pronunciation and writing> 

-Practice 

 

  



 

■第 5課：濁音と半濁音 ひらがな 

・はじめに  

・濁音の書き方 

・が行 ひらがなの発音  

・ざ行 ひらがなの発音  

・だ行 ひらがなの発音  

・ば行 ひらがなの発音 

・半濁音の書き方  

・ぱ行 ひらがなの発音 

・練習  

 

 

 

■Lesson 5: Voiced sound and P-sound <Japanese hiragana > 

 

-Introduction 

-How to write voiced sound 

-が row <Japanese hiragana pronunciation> 

-ざ row <Japanese hiragana pronunciation> 

-だ row <Japanese hiragana pronunciation> 

-ば row <Japanese hiragana pronunciation> 

-How to write P-sound 

-ぱ row <Japanese hiragana pronunciation> 

-Practice 

 

 

 

■第 6課：ア行とカ行 カタカナの発音と書き方 

・はじめに 

・ア行 カタカナの発音と書き方  

・カ行 カタカナの発音と書き方  

・練習  

 

 

■Lesson 6: ア row and カ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

 

-Introduction 

-ア row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-カ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-Practice 

  



 

■第 7課：サ行とタ行 カタカナの発音と書き方 

・はじめに 

・サ行 カタカナの発音と書き方  

・タ行 カタカナの発音と書き方  

・練習  

 

 

■Lesson 7: サ row and タ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

 

-Introduction 

-サ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-タ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-Practice 

 

 

 

■第 8課：ナ行とハ行 カタカナの発音と書き方 

・はじめに 

・ナ行 カタカナの発音と書き方 

・ハ行 カタカナの発音と書き方  

・練習  

 

■Lesson 8: ナ row and ハ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

 

-Introduction 

-ナ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-ハ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-Practice 

 

 

 

  



 

■第 9課：マ行、ヤ行、ラ行、ワ、ヲ、ン カタカナの発音と書き方 

・はじめに  

・マ行 カタカナの発音と書き方  

・ヤ行 カタカナの発音と書き方  

・ラ行 カタカナの発音と書き方  

・ワ、ヲ、ン カタカナの発音と書き方  

・練習  

 

 

■Lesson 9: マ  row, ヤ  row, ラ  row, and ワ , ヲ , ン  <Japanese katakana 

pronunciation and writing> 

 

-Introduction 

-マ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-ヤ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-ラ row <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-ワ, ヲ, ン <Japanese katakana pronunciation and writing> 

-Practice 

 

 

■第 10課：濁音と半濁音 カタカナ 

・はじめに  

・濁音の書き方 

・ガ行 カタカナの発音  

・ザ行 カタカナの発音  

・ダ行 カタカナの発音  

・バ行 カタカナの発音  

・半濁音の書き方  

・パ行 カタカナの発音  

・練習  

 

■Lesson 10: Voiced sound and P-sound  <Japanese katakana > 

 

-Introduction 

-How to write voiced sound 

-ガ row <Japanese katakana pronunciation> 

-ザ row <Japanese katakana pronunciation> 

-ダ row <Japanese katakana pronunciation> 

-バ row <Japanese katakana pronunciation> 

-How to write P-sound 

-パ row <Japanese katakana pronunciation> 

-Practice 

 



 

■第 11課：長音、撥音、促音、拗音、アクセント 

・はじめに 

・長音  

・撥音  

・促音  

・拗音 

・アクセント 

 

 

■Lesson 11: Long vowels, Nasal consonant, Double consonants, Contracted sounds, 

and Accents 

 

-Introduction 

-Long vowels 

-Nasal consonant 

-Double consonants 

-Contracted sounds 

-Accents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■第 12課：あいさつの会話と表現 

 

・はじめに 

・一日の挨拶  

・別れの挨拶 

・食事の挨拶  

・初対面の挨拶 

・長い別れの挨拶  

・家を訪ねるときの言葉 

・「お願いします」と「大丈夫です」 

・「すみません」の使い方 

・「失礼します」の使い方  

・「どうぞ」の使い方  

 

 

 

■Lesson 12: Greeting Conversations and Expressions 

 

-Introduction 

-Daily greetings 

-Farewell greeting 

-Giving thanks before and after a meal 

-Greetings for a first meeting 

- Greeting in visiting someone's home 

-“お願いします”and “だいじょうぶです” 

-How to use “すみません” 

-How to use “失礼します” 

-How to use “どうぞ” 

 


