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アー オー オー エ アル アイ エイ アオ オウ アン エン アン オン イー ヤー ヨー イエ ヤオ ヨウ イエン イン ヤン イン ヨン ウー ワー ウオ ワイ ウェイ ワン ウェン ワン ウォン ユー ユエ ユエン ユン
額 耳 艾、愛 奥 欧 安 恩 衣、義、意 圧、亜 葉、野 要、薬 優、有 厳、顔、閻 音、銀、印 楊、洋、羊 応、英 永、勇 呉、巫、武 瓦 我 外 威、衛、未 完、晩 温、文 汪、王、網 翁 愚、魚 月、越 袁、元 雲

ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi  bie biao bian bin bing bu
バー ボー バイ ベイ バオ バン ベン バン ボン ビー ビエ ビアオ ビエン ビン ビン ブー

八、把 博、波 白、百 北、貝 包、宝、保 班 本 邦 崩 比、必 別 表、標 変 瀕 兵 部、歩
pa po pai pei pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping pu

パー ポー パイ ペイ パオ ポウ パン ペン パン ポン ピー ピエ ピアオ ピエン ピン ピン プー
怕 破 排 培、配 泡 剖 盤 噴 彭、朊 批 票 片 貧、品 平 普
ma mo me mai mei mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming mu
マー モー マ マイ メイ マオ モウ マン メン マン モン ミー ミエ ミアオ ミウ ミエン ミン ミン ムー

馬、麻 墨、莫 買 美、眉 毛 謀 満 門 忙、莽 蒙、夢 迷、米 滅 苗 謬 面 民 明、名、命 母、木、穆

fa fo fei fou fan fen fang feng fu
ファー フォー フェイ フォウ ファン フェン ファン フォン フー
法、発 非、飛 反、飯 分 方、坊 豊、封、風 夫、甫、福

da de dai dei dao dou dan den dang deng dong di dia die diao diu dian ding du duo dui duan dun
ダー ドー ダイ デイ ダオ ドウ ダン デン ダン ドン ドン ディー ディア ディエ ディアオ ディウ ディエン ディン ドゥー ドゥオ ドゥイ ドワン ドゥン

達、打 徳 戴、帯 刀、道 斗、豆 丹、淡 当 鄧、等 東、冬 弟、帝 蝶 釣 点、典、電 定 独、杜 多、奪 対 端、段 盾
ta te tai tao tou tan tang teng tong ti tie tiao tian ting tu tuo tui tuan tun

ター トー タイ タオ トウ タン タン トン トン ティー ティエ ティアオ ティエン ティン トゥー トゥオ トゥイ トワン トゥン
他 特 台、太 陶、逃 頭、透 談 唐、堂 騰 通、童、同 題、体 鉄 条 天、田 聴、停 土、徒 脱 推、退 団 呑
na ne nai nei nao nou nan nen nang neng nong ni nie niao niu nian nin niang ning nu nuo nuan nun nü nüe

ナー ノー ナイ ネイ ナオ ノウ ナン ネン ナン ノン ノン ニー ニエ ニアオ ニウ ニエン ニン ニアン ニン ヌー ヌオ ヌワン ヌン ニュー ニュエ
那 乃 内 悩 南、男 能 農 逆 捏 牛 年、念 娘 寧 奴 諾 暖 女 虐
la lo le lai lei lao lou lan lang leng long li lia lie liao liu lian lin liang ling lu luo luan lun lü lüe

ラー ロー ロー ライ レイ ラオ ロウ ラン ラン ロン ロン リー リア リエ リアオ リウ リエン リン リアン リン ルー ルオ ルワン ルン リュー リュエ
拉 来、頼 雷、類 老 楼 覧 狼 冷 龍 李、力、歴 列 料 劉、流、柳 連、練 林、臨 梁、良 霊、令 路、魯 羅 乱 論、倫 旅、律 略

ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guo guai gui guan gun guang
ガー ゴー ガイ ゲイ ガオ ゴウ ガン ゲン ガン ゴン ゴン グー グワ グオ グワイ グイ グワン グン グアン

歌 改 高 勾 干、甘 根 剛 更 工、公、宮 古、顧 瓜 郭、国 怪 帰、鬼 官、関 光
ka ke kai kei kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang

カー コー カイ ケイ カオ コウ カン ケン カン コン コン クー クワ クオ クワイ クイ クワン クン クアン
可、科 開 考 口 刊、看 肯 康 空、孔 苦 誇 拡 快 潰 寛 困 狂

ha he hai hei hao hou han hen hang heng hong hu hua huo huai hui huan hun huang
ハー ホー ハイ ヘイ ハオ ホウ ハン ヘン ハン ホン ホン フー ホワ フオ ホワイ フイ ホワン フン ホアン
哈 何、喝 海、害 黒 豪、号、好 後、候 韓、寒 恨 杭 横 鴻、洪 胡、湖 華、花、画 活、火、霍 淮 回 幻 混 黄、皇

　　 ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong ju jue juan jun
ジー ジア ジエ ジアオ ジウ ジエン ジン ジアン ジン ジオン ジュー ジュエ ジュエン ジュン

鶏、及、記 家、加 接、結、節 交、教 酒、九 間、尖、簡 今、進、晋 江、蒋、姜 京、精 巨、劇 絶 巻 軍
qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong qu que quan qun

チー チア チエ チアオ チウ チエン チン チアン チン チオン チュー チュエ チュエン チュン
啓、起 恰 切 橋、喬 秋、求 千、前 秦 墻 青、清 窮 曲、去 却 権、全 群

xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong xu xue xuan xun
シー シア シエ シアオ シウ シエン シン シアン シン シオン シュー シュエ シュエン シュン

西、希、喜 夏、下 写、謝 消、蕭、小 休、修 仙、先 心、辛、新 相、香、像 興、性 兄、熊 許、徐 学、雪 宣、選 荀、迅

zha zhe zhi zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang
ジャー ジョー ジー ジャイ ジェイ ジャオ ジョウ ジャン ジェン ジャン ジョン ジョン ジュー ジュワ ジュオ ジュワイ ジュイ ジュワン ジュン ジュアン

炸 哲 之、知 趙、昭 周、州 占、展、戦 真、珍 張、章 鄭、正 中、鍾 朱、竹 捉 追 準 装、庄
cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang

チャー チョー チー チャイ チャオ チョウ チャン チェン チャン チョン チョン チュー チュワ チュオ チュワイ チュイ チュワン チュン チュアン
茶 車、徹 池、歯 柴 超、晁 抽、醜 産 陳、臣 常、暢 成、程 充、崇 初、出 吹 川、船 春、純 床
sha she shi shai shei shao shou shan shen shang sheng shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang

シャー ショー シー シャイ シェイ シャオ ショウ シャン シェン シャン ション シュー シュワ シュオ シュワイ シュイ シュワン シュン シュアン
沙、殺 社 詩、施、事 晒 少、紹 首、手、守 山、陝、善 深、申、神 商、上 声、生、聖 書、蜀 刷 碩 水 栓 順 双

re ri rao rou ran ren rang reng rong ru rua ruo rui ruan run
ロー リー ラオ ロウ ラン レン ラン ロン ロン ルー ルワ ルオ ルイ ルワン ルン
熱 日 繞 柔 然 人、仁 譲 容 儒、如 弱 瑞 阮 潤

za ze zi zai zei zao zou zan zen zang zeng zong zu zuo zui zuan zun
ザー ゾー ズー ザイ ゼイ ザオ ゾウ ザン ゼン ザン ゾン ゾン ズー ズオ ズイ ズワン ズン
雑 沢、責 子、自 宰、在 賊 早、造 走 賛 葬 増 宗、総 祖、足 作 最 鑽 尊
ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong cu cuo cui cuan cun

ツァー ツォー ツー ツァイ ツァオ ツォウ ツァン ツェン ツァン ツォン ツォン ツー ツオ ツイ ツワン ツン
擦 策 慈、次 才、菜 曹、草 湊 残 岑 倉 層 聡、従 促 錯 催 簒 村
sa se si sai sao sou san sen sang seng song su suo sui suan sun

サー ソー スー サイ サオ ソウ サン セン サン ソン ソン スー スオ スイ スワン スン
薩 色 私、司、四 賽 掃 捜 三、散 森 桑 僧 松、宋 蘇、素 索、所 随、歳 算 孫
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唇歯音

舌尖音

舌根音

舌面音

反舌音

舌歯音
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ゼロ声母
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