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by 村夏至（MURANATU Itaru）2019.12 

日本のことを伝えたい please know more about Japan  

Vol.1 漢字・ひらがな・カタカナ kanji, hiragana, katakana 

 

日本にはもともと文字がなく、中国から漢字を取り入れた 

We didn’t have character before we imported Chinese characters. 

 

Chinese characters 

漢字 紀元前 1300年(BC)ころ中国で発明された甲骨文字がはじまりとされる。 

kanji   例：木、川     Scapular characters → Chinese characters 

   500～1000年ごろ確立   established till 1000AD 

   日本に入ってきたのは、500～600年くらい つまり 1500年くらい前 

        imported into Japan 500~600AD  (about 1500 years ago) 

 

万葉仮名 800年ごろ 日本語の音を表記するために選らばれた 

manyogana     也麻（やま yama）  波流（はる haru） 

        About 800AD, we choosed Chinese characters to represent Japanese sounds.   

        e.g.  mountain  =  yama  = 也麻 ← almost same pronunciation 

              ↑English    ↑Japanease pronunciation 

ひらがな・カタカナ 平安時代（Heian Period : 800～1200AD年）ごろに作られる 

hiragana katakana  万葉仮名が元    Only nobility used character at Heian Period. 

          ひらがなは漢字の書き文字をを簡略化   

                     Hiragana created by simplification of  manyogana 

主に教養が必要ないと思われていた女性が使っていた 

                      Hiragana used by women, people thought women need not 

educated at that time.  

          カタカナは漢字の一部をとって  

                     Katakana created by taking part of manyogana. 

主に男性が使う漢文を学ぶときのメモ用に？ 

 Katakana used by men to study something. 

   

   Samples of conversion        Samples of conversion 

      from kanji to hiragana        from kanji to katakana 

      安 → あ a       阿 → ア a  ← 阿 

      以 → い i        伊 → イ i  ← 伊 

      宇 → う u       宇 → ウ u  ← 宇 

      衣 → え e       江 → エ e  ← 江 

      於 → お o       於 → オ o  ← 於 
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多くのひらがな・カタカナが存在していたが、 many hiragana & katakana exested 

 明治 33（1900）年の小学校令規則の第一号表に 48種のひらがなが示され、 

 カタカナは一音一字の原則に従って、標準とされる字体だけが公教育で教えられるよう

になった。 

  After  public education system established at early Meiji Period, about 50 hiragana 

& about 50 katakana (Japanese syllabary table)decided to educate.   

 

 現在では、カタカナは、学術用語や外来語、オノマトペなどに使われるようになった。 

 We mainly using kanji & hiragana. 

  Now we use katakana to express mainly forein languages & technical terms & 

onomatopoeia. We feel katakana’s shape  sharp & anglar, that’s why we use it to 

express it, may be. 

 

漢字、ひらがな、カタカナによって、日本語はよりビジュアル的にわかりやすい言語と

なっている。 

 Now we use kanji & hiragana & katakana properly. We can easely realize the 

meaning visually. 

 

学ぶ漢字数 小 1（80）、小２（160）、小３（200）、小４（202）、小５（193）、小 6（191） 

      小学校計 1026  

 We lean about 200kanji every year at elementary school( total 1,000kanji). 

 

10万を越えるといわれる漢字             大漢和辞典には５万字 

over 100,000 Chenese characters exist      big Chinese-Japanese character dictionary 

has 50,000 kanji 

 

常用漢字と人名用漢字 3000字 

Chinese caracters designed for daily use cotent about 3,000 kanji in Japan 

 

漢字検定１級対象漢字 6000字 

To pass The Japan Kanji Aptitude Test Grade 1, we have to learn 6,000 kanji. 

 

象形文字=pictogram   ← e.g. Scapular characters 甲骨文字 

表意文字=ideogram  ← e.g. Chinese characters   kanji  漢字 

表音文字=phonogram  ← e.g.  hiragana,  katakana, alpabet  

 

日常的に漢字を見ているので、書ける漢字より読める漢字の方がはるかに多い 

The number  of kanji we can write is less than we can read. 


