Explanation of
Magical List to Aid
Pronunciation and
Memorization
発音と暗記を補助する
マジックリストの説明
はつ

おん

あん

き

ほ

じょ

せつ めい

MAMA (Memory Aid Magical
Alternatives)
1. In the first column 111 commonly used
Japanese sounds are arranged in alphabetical
order. In each box is the pronunciation of that
sound in the alphabet, hiragana and katakana
scripts. Those just starting with Japanese only
need to know the alphabet.

１列目は一般的に使われる日本語

音声 111 音がアルファベット順に表
に並べられています。各ボックスの

上 段からアルファベット、ひらが

な、カタカナの文字で各音が表記さ

れています。日本語を学び始めた人

はアルファベットで知るだけで十分

です。

2. Illustrations (animals, different occupations, products seen in daily life…) are placed
in the second column. The first sound used in
these English words matches or is similar to
each Japanese sound.

3. When there is no English word that can
match the Japanese sound, a Japanese word is
used. The inside of these frames is colored in
grey.

各日本語の音にマッチする英語名

がない場合には、日本語が使用され

ています。それらの枠内はグレイに

しています。

4. The English word for the illustration is
in the third column. The word in brackets
under the English is the Japanese translation.
Square brackets indicate Japanese words
(*shows English spellings) and in this case
the word in brackets indicates the English
translation of the word. If that Japanese word
is used in English, no English translation is
given.

3列目はイラストの英語名です。

その下に記された( )の中はその日本

語訳です。[ ]でくくったものは日本
語です（＊は英語のスペルです）。

その場合の（ ）の中はその英語訳で
す。日本語が英語に取り入れられて

いる場合は、英訳はありません。

5. In the fourth column, the Japanese pronunciation of that English word is given.

4列目はイラストの英語名の日本語

による発音を記しています。

まな職業の人、日常で見られる物）

6. The characters in < > under the Japanese
pronunciation shows the characters of the
alphabet you’d need to input in order to
produce the corresponding Japanese script,
besides the standard alphabets in the first col-

名の先頭の音が日本語の各音に一

These were prepared to help you memorize Japanese sounds,
but they will play an important role later when it comes to acquiring vocabulary, so you should memorize them correctly.

２列目はイラスト（動物、さまざ

が配置されています。これらの英語

致、または類似しています。

ここでは日本語の音声を覚える手助けの目的で活用しますが、
後に単語を覚えるための大切な役割を果たしますのでしっかり
覚えてください。

MAMA List

Double
consonant

she

しぇ
シェ

chef

shefu

