Japanese characters
I will study three things here

1. Character type
2. Number of characters
3. How to write letters

First is the type of character

There are 3 letters in Japanese, Hiragana, katakana and kanji.

Let's write Japan in hiragana and katakana kanji.

First is hiragana
Next is katakana
And kanji

Hiragana and katakana represent sounds.
Each character has no meaning.

Katakana is mainly used for words from foreign countries such as coffee and personal computers.

Kanji has a meaning.

Take a look at this kanji, for example. "木"
This is read as "ki"

And it has the meaning of "tree".

This kanji is read as "Tsuki"
The meaning is "Moon"

In other words, you can guess the meaning of the word by looking at the kanji.

Hiragana and Katakana have only one sound.

However, there are more than one way to read Kanji.

For example, "木（ki）" can be read as "moku" or "me".

"月（Moon）" is also read as "gatsu" or "getsu".
And in Japanese, when writing sentences, we use hiragana, katakana and kanji together.

Let's see this sentence for example.

"Mr. Yamada bought a personal computer last week."
There are hiragana, katakana and kanji.

2. Next is the number of characters.

How many letters are there?

In Japanese, there is a table of characters called the Japanese syllabary.

Look at this table.
There are 46 basic hiragana characters.

In addition, there are also hiragana with dots such as "ga", "gi", "gu", "ge", and "go".
There are also hiragana characters with 〇 such as "pa", "pi", "pu", "pe", and "po".
There are also hiragana with small, "ya", "yu", "yo", such as "kya", "kyu", and "kyo".

There are about 100 hiragana in total.

The same is true for katakana.

There are many kanji.

In Japan, we start studying kanji from the first grade of elementary school.

We will study the 1000th kanji in 6 years of elementary school.

By the time you graduate from high school, you will study 2000th Kanji.

3, Next is how to write letters.

How should I write the letters?

Hiragana, katakana, and kanji are basically written from left to top right to bottom.

Write "い" in hiragana

Write "と" in katakana

It is the kanji "田".
So how do we write a sentence?

We write Japanese sentences both vertically and horizontally.

It used to be vertical writing.

There are many horizontal writings now.

We write newspapers, magazines, manga, etc. vertically.

Japanese characters

Here, I learned about the types of letters, the number of letters, and how to write letters.

日本語の文字
ここでは 3 つのことを勉強します
1. 文字の種類
2. 文字の数
3. 文字の書き方
まずは文字の種類です
日本語には文字が 3 つあります。
ひらがなとカタカナと漢字です。
日本をひらがなカタカナ漢字で書いてみましょう。
まずひらがなです
次にカタカナです
そして漢字です
ひらがなとカタカナは音を表します。
一つ一つの文字に意味はありません。

カタカナはコーヒー、パソコンなど主に外国から来た言葉に使います。
漢字には意味もあります。
例えばこの漢字を見てください。 「木」
これは、「き」、と読みます
そして「tree」と言う意味を持っています。
この漢字は「Tsuki 月」と読みます
意味は「Moon」です

つまり漢字を見ればその言葉の意味が推測できます。
ひらがなとカタカナは 1 つの音しかありません。
しかし漢字は読み方が 1 つ以上あります。
例えば「木（き）」は、「もく」、「ぼく」、と言う読み方もあります。
「月（つき）」は、「がつ」、「げつ」と言う読み方もあります。
そして日本語では文を書くときひらがなカタカナ漢字を一緒に使って書きます。
例えばこの文を見てください。
「山田さんは先週パソコンを買いました。」
ひらがなとカタカナと漢字がありますね。

2、次は文字の数です。
文字はいくつあるでしょうか。
日本語には五十音図と言う文字の表があります。
この表を見てください。
基本のひらがなは 46 あります。
その他に、「が」、「ぎ」、「ぐ」、「げ」、「ご」、のように点々があるひらがなもあ
ります。
「ぱ」、「ぴ」、「ぷ」、「ぺ」、「ぽ」、の様に〇があるひらがなもあります。

「きゃ」、「きゅ」、「きょ」、のように、小さい、「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、がつくひ
らがなもあります。
ひらがなは全部で 100 位あります。
カタカナも同じです。
漢字はたくさんあります。
日本では小学校 1 年生から漢字の勉強を始めます。
小学校 6 年間で 1000 位の漢字を勉強します。
高校を卒業するまでに 2000 位の漢字を勉強します。

3、次は文字の書き方です。
文字はどのように書いたら良いでしょうか。
ひらがなもカタカナも漢字も基本的には左から右上から下に書きます。
ひらがなの、「い」、を書きます
カタカナの、「と」、を書きます
漢字の「田」です。
では文はどう書くでしょうか。
日本語の文は縦にも横にも書きます。
昔は縦書きでした。
今は横書きが多いです。
新聞や雑誌、漫画などは縦に書きます。
日本語の文字
ここでは文字の種類、文字の数、文字の書き方について勉強しました。

