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『まるごと　日本のことばと文化』初級1（A2）＜かつどう＞

ごいインデックス　តារាងពាក្យតាមលំដាប់អក្សរ （掲載順　តាមលំំដាប់នៃការប ោះពុមពផ្សាយ）

か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

あに あ￢に បងប្បសុ(បងប្បសុយ ើង)

あね あね￣ បងប្សី(បងប្សីយ ើង)

アメリカ アメリカ￣ ប្បយេសអាយេរកិ

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

យោក អីស ីកាវ៉ា

イタリア イタリア￣ ប្បយេសអ តីាលី

イタリアご イタリアご￣ ភាសាអ ីតាលី

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

យោក  អីឈីរ៉ា ៉ូ

いもうと いもうと￢ បអ នូប្សី(បអ នូប្សីយ ើង)

いもうとさん いもうとさん￣ បអ នូប្សី(បអ នូប្សីអនកដ៏ទេ)

うち うち￣ ផ្ទះ ス

えいご えいご￣ ភាសាអង់យលេស

おかあさん おか￢あさん ម្តា  (ម្តា  អនកដ៏ទេ)

おくさん お￢くさん ភរយិា (ភរយិាអនកដ៏ទេ)

おじ おじ￣ យោកព៉ូ  ឪព កម្ត  អ ៊ំប្បសុ

おじいさん おじ￢いさん ជីតា  ឬ តា(តាអនកដ៏ទេ)

おじさん おじさん￣ យោកព៉ូ(ព៉ូអនកដ៏ទេ)

おっと おっと￣ បា (ីបា ីយ ើង)

おとうさん おと￢うさん ឪព ក(ឪព កអនកដ៏ទេ)

おとうと おとうと￢ បអ នូប្បសុ(បអ នូប្បសុយ ើង)

おとうとさん おとうとさん￣ បអ នូប្បសុ(បអ នូប្បសុអនកដ៏ទេ)

おにいさん おに￢いさん បងប្បសុ (បងប្បសុអនកដ៏ទេ)

おねえさん おね￢えさん បងប្សី(បងប្សីអនកដ៏ទេ)

おば おば￣ េីង  ឬ  អ ៊ំប្សី(របស់ខ្ញ ុំ)

おばあさん おば￢あさん ជីដ៉ូន ឬ យា  (របស់អនកដ៏ទេ)

おばさん おばさん￣ អ ៊ំប្សី(អនកដ៏ទេ)

オペラ オ￢ペラ យោោ នអ៉ូ យប៉េរ៉ា

かいしゃ かいしゃ￣ ប្កេុហ  ន

がくせい がくせい￣ សិសស

かぞく か￢ぞく ប្លួសារ

かんこく 韓国 か￢んこく ប្បយេសក៉ូ យរ៉ា

かんこくご かんこくご￣ ភាសាក៉ូ យរ៉ា

かんこくじん かんこく￢じん ជនជាតិក៉ូ យរ៉ា

きょうだい きょ￢うだい បងបអ នូ

くるま くるま￣ ឡាន

ご／～ご ～ご￣ ភាសា

ごしゅじん ごしゅ￢じん បា  ី(បា ីអនកដ៏ទេ)

さん／～さん ――― យោក  យោកប្សី

しごと しごと￣ ការងារ

します 【～する3】 しま￢す យ វ្ ើ

しゅふ しゅ￢ふ យេផ្ទះ

しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣ ណែនុំ ス

じん／～じん ～じん ～￢じん ជនជាតិ

しんせき しんせき￣ សាច់ញាតិ

すこし すこ￢し បនា ិចបនត ចួ

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ យោកប្សី សឹហសឹលី

すみます 【すむ1】 すみま￢す រស់យៅ

そふ そ￢ふ ជីតា(តារបស់ខ្ញ ុំ)

そぼ そ￢ぼ ជីដ៉ូន  យា  (យា របស់ខ្ញ ុំ)

ちち ち￢ち、ちち￢ ព ក(ព ករបស់យ ើង)

ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく ប្បយេសចិន

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ ភាសាចិន

つま つ￢ま ភរយិា( ភរយិាខ្ញ ុំ)

できます 【できる2】 できま￢す អាច ឬ យចះ

ម៉ា រហឹ្គ ុ តុ៖ ភាសាជប៉ាុៃ ៃិង វបបធម៌
ក្ម្មិតបឋម១(A2)KATSUDOO
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か ： ことばを はじめて 見る か　　　　ことば ： 1・2・3 ＝どうしの グループ　　　　かんじ ： （　　　）＝この 本では かな書き　　　ス ： スクリプトだけの ことば
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か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

とうきょう 東京 とうきょう￣ េីប្កងុត៉ូកយូ

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

អនកប្សី ណាកាេឹរ៉ា ក់

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん ប្បយេសជប៉េ ន

にほんご 日本語 にほんご￣ ភាសាជប៉េ ន

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん ជនជាតិជប៉េ ន

にん／～にん (～人) ――― នក់(យប្បើសប្ម្តប់រប់េន សស)

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す យ វ្ ើការ

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す និយា  ឬ ជណជក

はは は￢は ម្តា   (ម្តា  យ ើង)

びょういん びょういん￣ េនទ ីយពេយ

ふうん ――― ហឺ.......(ពាកយឧទាន)

ふたり （二人） ふたり￢ ពីនក់ ス

ブラジル ブラジル￣ ប្បយេសយប្បស ីល

へえ ――― យហ (ជាពាកយឧទាន)

べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ យរៀន

ホテル ホ￢テル សណាា គារ

ポルトガル ポルトガル￣ ប្បយេសព័រេ  ហ្កា ល់

ポルトガルご ポルトガルご￣ ភាសាព័រេ  ហ្កា ល់

まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん យោកប្សីយ ៉េ

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん យោកប្សីម្ត៉េ រ ើ

むすこ むすこ￣ ក៉ូនប្បសុ(ក៉ូនរបស់យ ើង)

むすこさん むすこさん￣ ក៉ូនប្បសុ(ក៉ូនរបស់យល)

むすめ むすめ￢ ក៉ូនប្សី(ក៉ូនរបស់យ ើង)

むすめさん むすめさん￣ ក៉ូនប្សី(ក៉ូនរបស់យល)

りょうしん りょ￢うしん ឪព កម្តា  

わあ ――― វ៉ា វ.........(ពាកយឧទាន)

わたし わたし￣ ខ្ញ ុំ

わたしたち わたし￢たち ពួកយ ើងខ្ញ ុំ

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

យប្លឿងអលងាា រ

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す ប្បេ៉ូល

あみもの あみ￢もの យប្លឿងយដរប៉េ ក់

いご い￢ご ណលែងណរក

え え￢ រ ៉ូបភាព

えいが えいが￣、え￢いが យរឿងក ន  ណខសភាព នា

えんげき えんげき￣ ការសណេាងយោោ ន

おかし（かし） おか￢し នុំ ឬ  នុំចុំែី

おんがく お￢んがく តន្តនា ី

ガーデニング ガーデニング￣ ការណែសួន

がいこくご がいこくご￣ ភាសាបរយេស

かきます 【かく1】 かきま￢す ល៉ូស(ល៉ូសរ ៉ូបភាព)

かっこいい かっこい￢い សងាា រ  ឬ  ឡូ 

カラオケ カラオケ￣ ខារ៉ា អ៉ូ យខ

カレー カレー￣ ការ ើ  (សេេរការ ើ)

かわいい かわい￢い សាា ត , លួរយអា ប្សោញ់

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す សាា ប់

きって きって￣ ណតេ

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

តន្តនា ីកាេ ស ីក

コイン コ￢イン ប្បក់កាក់

こと こと￢ យរឿងរ៉ា វ

こども こども￣ ក៉ូន

サイクリング サ￢イクリング ការជិះកង់យដើរយលង

サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー បល់ទាត់

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん យោកប្សី សាត៉ូ

さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ ការយដើរកុំសានា កខយល់អាកាស

しあい しあい￣ ការប្បកួត

じこしょうかい じこしょ￢うかい ការណែនុំខល នួ

しゃしん しゃしん￣ រ ៉ូបែត

1
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か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

しゅみ しゅ￢み ចុំែង់ចុំែ៉ូ លចិតា

しょうぎ しょうぎ￣ ណលែងអ កជប៉េ ន

じょうば じょうば￣ ការជិះយសះ

すいえい すいえい￣ ការណហលេឹក

すき（な） すき￢ ច៉ូលចិតា 

そう そ￢う អញ្ច ឹង.......(ពាកយឧទាន)

たこあげ たこ￢あげ បយងាា ះណខេង

たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ យោក តាណាកា

チーム チ￢ーム ប្កេុ ス

チェス チェ￢ス ណលែងអ ក 

チキンカレー チキンカ￢レー ការ ើសាច់ម្តន់

ちょう～ 超～ ちょ￢う～ ខាេ ុំងណាស់

つくります 【つくる1】 つくりま￢す បយងា ើត

とき (時） とき￢ យពល ឬ យៅយពល

とくい（な） とく￢い ណដលព៉ូណក

どくしょ （読書） ど￢くしょ ការអាន

とくに と￢くに ជាពិយសស

ともだち ともだち￣ េិតាភកា ិ

ドライブ ドラ￢イブ ការយបើកបរ

とります 【とる1】 とりま￢す  ក ឬ ែត(ែតរ ៉ូបភាព)

どんな ど￢んな ណបបណា

なに／なん な￢に／な￢ん អវ ើ

なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す កាេ  យៅជា

にんぎょう にんぎょう￣ ត កាតា

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ យោក ែ៉ូ ដាក់

はじめまして はじめま￢して រ ើករ ណដលបនសាា ល់

バッハ バ￢ッハ យ ម្ ះអនកនិពនធជនជាតិអាលេ ឺេ៉េង់

バルセロナ バルセ￢ロナ េីប្កងុបយសល៉ូណា(ប្បយេសយអស៉េាញ) ス

ハロー ハ￢ロー សួសា ី

ひま（な） ひま￣ េុំយនរ

フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ នុំយខកណផ្េយឈើ

みます 【みる2】 見ます みま￢す យេើល

よく よ￢く ញឹកញាប់

りょうり 料理 りょ￢うり េហ បូ

りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ ដុំយែើរកុំសានា

わかい わか￢い យកមង

あき あ￢き រដ៉ូវសេ ឹកយឈើប្ជះុ

あじさい あじさい￣ ផ្កា អាជីទស

あたたかい あたたか￢い កក់យតា

あつい あつ￢い យតា

あめ あ￢め យភេៀង

あります 【ある1】 ありま￢す ម្តន   យៅ

いちばん いちばん￣ ណដលលាបុំផ្ ត  យលខ១

いつ い￢つ យពលណា

いつごろ いつごろ￣ យពលណាេួ 

いねかり いね￢かり ការប្ចូតកាត់ប្សូវ

いま い￢ま ឥឡូវ

うき う￢き រដ៉ូវវសា   រដ៉ូវយភេៀង

うぐいす うぐ￢いす ប្បយភេសតវចាបេ៉េាងយៅប្បយេសជប៉េ ន

おいしい おいしい￣、おいし￢い ឆ្ងា ញ់

おおさか 大阪 おおさか￣ េីប្កងុអ៉ូសាកា ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

យោកអ៉ូហ្កា វ

がつ／～がつ ～月 ――― ណខ

かんき か￢んき រដ៉ូវយតា    ឬ  រដ៉ូវប្បុំង

きおん きおん￣ សីត ែាភាព

きせつ き￢せつ រដ៉ូវ

きれい（な） き￢れい សាា ត

くだもの くだ￢もの ណផ្េយឈើ

くに くに￣、～くに￢ ប្បយេស
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か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

コート コ￢ート អាវ ុ្ំ ス

こおろぎ こ￢おろぎ សតវចប្ងិត

こたつ こたつ￣ ត ទាបសប្ម្តប់អងគ ញ នរដ៉ូវរងា

こどもたち こども￢たち ពួកយកមងៗ ス

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ ប្បណហល

さくら さくら￣ ផ្កា សាលឺរ៉ា ス

さむい さむ￢い ប្តជាក់

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ អញ្ច ឹង.......(ពាកយឧទាន)

じょやのかね じょ￢やのかね ជួងសប្ម្តប់វ យពល ប់ដាច់ឆ្ងន ុំ

すいかわり すいか￢わり ណលែងវ ឪឡឹក

スキー スキ￢ー កីឡាសា ី

すずしい すずし￢い ប្តជាក់់ប្សួល

せみ せみ￣ សតវទរ

だいたい だいたい￣ ជាេ៉ូយៅ  ឬ  ប្បណហល

たうえ たうえ￢ ការដាុំប្សូវ ឬ ការយ វ្ ើណប្ស

たべもの 食べもの たべ￢もの របស់ញាុុំ   អាហ្ករ

だめ（な） だめ￢ េិនលា យេ   េិនយកើតយេ ス

たんぼ たんぼ￣ វលណប្ស

つきみ (月見） つきみ￣ ពិ្ីប ែយប្ពះចនទ   ឬ  យេើលប្ពះចនទយពញវង់

つゆ つゆ￣ រដ៉ូវយភេៀង

てんき て￢んき អាកាសធាត 

ど／～ど ～￢ど ........អងា

どうして ど￢うして យហត អវ ើ

とても とても￢ ណាស់

なつ なつ￢ រដ៉ូវយតា

なつやすみ なつや￢すみ ទែាសប្ម្តកយពលរដ៉ូវយតា ス

なべりょうり なべりょ￢うり ស  បឆ្ងន ុំងដី

にがて（な） にがて￣ យខា  ឬ េិនព៉ូណក

にゅうがくしき にゅうがく￢しき ពិ្ីយបើកបយវសនកាល

はな はな￢ ផ្កា

はなび は￢なび កាុំប្ជួច

はなみ はなみ￢ ការយេើលផ្កា រ ើក

はる は￢る រដ៉ូវផ្កា រ ើក

ひまわり ひま￢わり ផ្កា ឈ៉ូករដា

ぶどう ぶどう￣ េុំពាុំងប ជ៉ូរ

ぶどうがり ぶどうがり￣ ការប្បេ៉ូលផ្លេុំពាុំងប ជ៉ូរ

ふゆ ふゆ￢ រដ៉ូវរងា

ふります 【ふる１】 ふりま￢す ធាេ ក់ (ធាេ ក់យភេៀង  ធាេ ក់ប្ពិល)

へいきん へいきん￣ ជាេ្យេ

まつり まつり￣ ពិ្ីប ែយ

むしあつい むしあつ￢い យតា សអ ញ ះ ឬ យតា សអ ញ ះសាា ប់

もみじ も￢みじ សេ ឹកយឈើណប្បពែ៌ប្កហេយប្ពឿងៗ

やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ យោកប្សីយាម្ត៉េ ដាក់

ああ ――― អា!!!! (ពាកយឧទាន)

あした あした￢ ណសាក

いい い￢い លា

ええ ――― បេ  ឬ  ចាស

おかげさまで おかげさまで￣ យដា បនល ែប ែយយោកជួ 

おはよう おはよう￣ អរ ែសួសា ី ス

カイロ カ￢イロ េីប្កងុឡឺណលរ

かぜ かぜ￣ ខយល់

きのう きの￢う、きのう￣ េសិលេិញ

きもち（が） いい きもちが い￢い អារេមែ៍៍៍៍លា

きょう きょ￢う ទែាយនះ

くもり くもり￢ ពពក

くもります 【くもる1】 くもりま￢す យេឃប្សេុំ

げんき（な） げ￢んき ស ខភាពលា

ごご ご￢ご យពលរយសៀល យពលទែា ス

こっち こっち￢ ខាងយនះ

こんにちは こんにちは￢ សួសា ី ス
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さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ តុំបន់សាប់ប៉េ៉ូ រ៉ា 

サンパウロ サンパ￢ウロ តុំបន់យៅយ ៉េ ឡូ

シドニー シ￢ドニー េីប្កងុស ីដនី

ジャカルタ ジャカルタ￣ េីប្កងុចាកាតា

すごい すご￢い អសាច រយ

せかい 世界 せ￢かい ពិភពយោក

せんしゅう せんしゅう￣ សបា ហ៍៍៍៍េ ន

センチ／～センチ ～セ￢ンチ សង់េីណេ៉េប្ត

ソウル ソ￢ウル េីប្កងុយសអ៉ូល

そして そして￣ យហើ ス

そっち そっち￢ េីយនះ

たいへん（な） たいへん￣ ណដលពិបក  យា៉េ ប់ ឺន

たぶん た￢ぶん ប្បណហល ス

つもります 【つもる1】 つもりま￢す យឡើងប្កាស់ ឬ កកក ញ

つよい つよ￢い ខាេ ុំង  ス

どう ど￢う យា៉េ ងយេចណដរ

とやま 富山 と￢やま យខតាត៉ូយាម្ត៉េ

ニューヨーク ニューヨ￢ーク េីប្កងុញូវ ៉េក

はい は￢い បេ ឬ ចាស

はれ はれ￢ យេឃប្សលះ

はれます 【はれる2】 はれま￢す យេឃប្សលះ

ひさしぶり ひさしぶり￣ ខានជួបគាន  ៉ូ យហើ 

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す បក់ ឬ ខយល់បក់

ふくおか 福岡 ふく￢おか យខតាហវ លឹឹអ៉ូកា

ペキン （北京） ペ￢キン យប៉េកាុំង

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう េីប្កងុហ កទកដ៉ូ ス

まいにち ま￢いにち រល់់ទែា

もしもし も￢しもし យហឡូ សួសា ី (យប្បើយពលនិយា េ៉ូរសពទ)

モスクワ モスクワ￣ េីប្កងុេ៉ូសគ ូ

ゆき ゆき￢ ប្ពិល

よく よ￢く លា

ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス េីប្កងុឡូណអនជឺណលស

ロンドン ロ￢ンドン េីប្កងុឡុងដ ង

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら តុំបន់អាលីហ្កបរ៉ា

あさ あ￢さ យពលប្ពឹក

あたり あ￢たり េត ញុំយនះ    ចុំន ចយនះ

あぶない あぶない￣、あぶな￢い យប្គាះថ្នន ក់

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す យៅ

いざかや いざかや￣ ហ្កងផឹ្កស ី    យតៀេលក់ប្សា

いっしょに いっしょに￣ ជាេួ គាន

いろいろ（な） いろいろ￣ យផ្សងៗ

うえの 上野 うえの￣ តុំុំបន់អឹយអែ ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん សួនចារអឹយអែ 

うおいちば うおい￢ちば ផ្ារប្តី

え／えっ ―――
យអ........(ជាពាកយឧទាន ភាា ក់យផ្ាើលនិងអវ ើេួ   ឬ
ចង់យអា យលនិយា េាងយេៀត)

ス

ええと／えっと／ええっと ――― លឺថ្ន........(ជាពាកយឧទាន ឬកុំព ងលិតអវ ើេួ ) ス

えき え￢き សាា នី រែយភេ ើង

おおい お￢おい យប្ចើន

おしゃれ（な） おしゃ￢れ ណដលទាន់សេ័  ,ណតងខល នួ

おもしろい おもしろ￢い លួរយអា ចាប់អារេមែ៍៍

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す ប្បឹងណប្បង   ខិតខុំ ス

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ តុំបន់ហា ីនហ ាក់(យៅេីប្កងុត៉ូកយូ )

ゲームセンター ゲームセ￢ンター េជឈេែឌ លយហាេ ス

こうえん こうえん￣ សួនចារ

こうきょ 皇居 こ￢うきょ វុំងអ្ិរជ

コース コ￢ース វលា (វលាសិកា) ス

ここ ここ￣ េីយនះ

この この￣ យនះ

じかん／～じかん ～じ￢かん យម្ត៉េ ៉៉េង(ចុំនួនយម្ត៉េ ង)
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しずか（な） し￢ずか យសា ៀេសាា ត់

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ ស ីនជឹលឹ(យ ម្ ះេីកណនេង)

ぜひ ぜ￢ひ ក ុំុំខាន

それから それから￢ បនទ ប់េកយេៀត ス

タウン タ￢ウン េីប្កងុ

たかい たか￢い ទែេ

たくさん たくさん￣ យប្ចើន ス

たのしい たのし￢い សបា 

ちかく ち￢かく、ちか￢く ជិត  ណកែរ ス

ちょっと ちょ￢っと បនា ិចបនត ចួ

つきじ 築地 つきじ￣ តសឹលីជី

でんきてん でんき￢てん ហ្កងលក់សម្តា រៈអលា ិសនី

どうぶつえん どうぶつ￢えん សួនសតវ

とおい とおい￣、とお￢い ឆ្ងា  

どの ど￢の
េួ ណា(យប្បើសប្ម្តប់យប្ជើសយរ ើសរបស់ណដលម្តន
ចាប់ពី៣យឡើងយៅ)

にぎやか（な） にぎ￢やか អ ៉ូ រអរ

にしぐち 西口 にしぐち￣ ប្ចកខាងលិច

バス バ￢ス ឡានប្កងុ

はやい はや￢い េ ន(យចញេ នយម្ត៉េ ង)

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ ហ្ករ៉ា ជឹលឹ(យៅត៉ូកយូ )

ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ ប្ចកខាងយកើត

ひと （人） ひと￣、～ひと￢ េន សស

ひろい ひろ￢い េ៉ូោ 

ファッション ファ￢ッション េ៉េ៉ូត ス

ふじさん （富士山） ふ￢じさん ភន ុំហវ ឹជី

べんり（な） べ￢んり ងា ប្សួល

まち まち￢ េីប្កងុ

みせ みせ￢ ហ្កង   ត៉ូប

やすい やす￢い យថ្នក

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん យោកប្សី ៉ូ ក៉ូ ス

ゆうめい（な） ゆうめい￣ លែីលាញ

よる よ￢る  ប់ យពល ប់

レストラン レ￢ストラン យភាជនី ដាា ន

わかります 【わかる1】 わかりま￢す  ល់ ឬ ដឹង

あ／あっ ――― អា (ពាកយឧទាន)

あおい あお￢い ពែ៌យខៀវ

あかい あかい￣、あか￢い ពែ៌៉៌ប្កហេ

あそこ あそこ￣ េីយនះ

あの あの￣ យនះ

ありがとう あり￢がとう អរល ែ

あれ あれ￣ ឯយនះ

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ យេ   េិនណេនយេ

ううん／うーん ――― អឺ........(ជាពាកយឧទាន) ス

おおきい 大きい おおき￢い ុ្ំ

かど か￢ど ប្ជងុ

ぎんこう ぎんこう￣ ្នគារ

こうさてん こうさてん￣ ផ្ល វូណបកជាបួន

しろい しろ￢い ពែ៌ស

しんごう しんごう￣ យភេ ើងចរចរ

すぐ す￢ぐ ភាេ េៗ

すみません すみませ￢ん ស ុំយទាស

たいしかん たいし￢かん សាា នេ៉ូត

たかい たか￢い ខពស់

たてもの たて￢もの អគារ  សុំែង់

タワー タ￢ワー តួប៉េេ

デパート デパ￢ート ផ្ារេុំយនើប

どうも ど￢うも អរល ែយប្ចើន

どうやって ど￢うやって យ វ្ ើដ៉ូចយេាច ス

とおり とおり￢ ផ្ល វូ
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どこ ど￢こ េីណា ឬ កណនេងណា

となり となり￣ យៅបនទ ប់ ឬ យៅជាប់ ス

はくぶつかん はくぶつ￢かん សារេនទ ីរ

はし はし￢ សាព ន

ひだり ひだり￣ យវវង

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ េួ (យប្បើសប្ម្តប់រប់របស់)

ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ ជាដុំប៉ូង ឬ េីេួ   លុំដាប់េី១

ビル ビ￢ル អគារ  ឬ  សុំែង់

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ ពីរ(យប្បើសប្ម្តប់រប់របស់)

ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ េីពីរ ឬ លុំដាប់េី២

ほそながい ほそなが￢い ប្េណវង  ត៉ូចយហើ ណវង

まがります 【まがる1】 まがりま￢す បត់(បត់យវវងឬបត់សាា ុំ)

まっすぐ（な） まっす￢ぐ ប្តង់ ឬ យៅប្តង់

まるい まるい￣、まる￢い េ៉ូល

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す យឃើញ

みぎ みぎ￣ សាា ុំ

みち みち￣ ផ្ល វូ

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく ប៉េ សា ិ៍ទប្បសែី ៍៍

わたります 【わたる1】 わたりま￢す វេង

あのう ―――
អឹ...យអ...(យប្បើសប្ម្តប់លិតយៅយពលកុំព ងនិយា 
អវ ើេួ )

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ អាបិ  យោកប្សីអាបិ

いりぐち いりぐち￣ ប្ចកច៉ូល

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す  ឺត

おそい おそい￣、おそ￢い  ឺត

きます 【くる3】 来ます きま￢す េក

きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん យោកលីយាម្ត៉េ

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ ហ្កងកាយហវ

じ／～じ ～時 ～￢じ យម្ត៉េ ង

じかん じかん￣ យពលយវោ

じゅうたい じゅうたい￣ សទ ះចរចរ

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ អត់់ម្តនបញ្ហា យេ

たのしみ たのし￢み េនទ ឹងរង់ចាុំយដា កា ីរ ើករ 

でかけます 【でかける2】 でかけま￢す យចញយៅយប្ត ឬ យចញយប្ត

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ រែយភេ ើង

とまります 【とまる1】 とまりま￢す ឈប់

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび ទែាយៅរ៍

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち ទែាអាេិតយ

ばしょ ばしょ￣ េីកណនេង

ははは ――― ហ្កសហ្កស(យប្បើសប្ម្តប់យសើច) ス

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん នេី

まえ ま￢え េ ខ ខាងេ ខ

また また￢ េាងយេៀត

まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ ការណាត់ជួប

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す ខ ស ឬ ម្តនកុំហ ស

まちます 【まつ1】 まちま￢す រង់ចាុំ

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す វយងវង  ឬ វយងវងផ្ល វូ

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ យោក ៉ូស ីដាក់

ロビー ロ￢ビー បនទប់់រង់ចាុំ

あと あ￢と យលើកយប្កា  បនទ ប់េក

います 【いる2】 いま￢す ម្តន   យៅ ス

おすし（すし） おす￢し េហ បូស ៉ូ ស ី

おすすめ おすすめ￣ ការផ្ាល់យយាបល់

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ វតថ ញអន សាវរ ើ ៍៍

かいます 【かう1】 買います かいま￢す េិញ

さかな 魚 さかな￣ ប្តី

しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ ការេេួលទានអាហ្ករ

すいじょうバス すいじょうバ￢ス កប៉េ ល់ជិះកេានា

すいぞくかん すいぞく￢かん កណនេងចិញ្ច ឹេសតវេឹក  ឬ ជលវបែដាា ន
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か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

スカイツリー スカイツリ￢ー
សាា  ប្េី (តួប៉េេណដលម្តនកុំព៉ូលខពស់យៅេីប្កងុ
ត៉ូកយូ )

ス

せかいいち （世界一） せか￢いいち យលខេួ យលើយោក

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す ញាុុំ

ちいさい 小さい ちいさ￢い ត៉ូច ス

ちかい ちか￢い ជិត ス

てんぷら てんぷら￣ អាហ្ករបុំពង

どうぶつ どうぶつ￣ សតវ 

どれ ど￢れ េួ ណា(របស់ម្តនចាប់ពី៣យឡើងយៅ) ス

のります 【のる1】 のりま￢す ជិះ

びじゅつかん びじゅつ￢かん សារេនទ ីសិលែះ

ふね ふ￢ね នវ េ៉ូក

まだ ま￢だ យៅយឡើ 

みず 水 みず￣ េឹក

めずらしい めずらし￢い ណបេក  កប្េ (របស់កប្េ)

もう も￢う រចួរល់

もちろん もち￢ろん ពិតប្បកដ  ឬ ពិតណាស់ ス

やけい やけい￣ េិដាភាពយពល ប់

やたい や￢たい ត៉ូបលក់អាហ្ករតាេចិយញ្ច ើេផ្ល វូ

ラーメン ラ￢ーメン េី(េីជប៉េ ន)

ライトアップ ライトア￢ップ យភេ ើងបុំភេ ឺ

りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ បត រូល  

れきし れきし￣ ប្បវតា ិសាន្តសា

アラビアご アラビアご￣ ភាសាអារ៉ា ប់

いいます 【いう1】 言います いいま￢す និយា 

いちど いちど￢ េាងយេៀត

いままでに いまま￢でに រហ៉ូតេកដល់យពលយនះ

いみ い￢み អតាន័ 

いやあ ――― អីយា!!!!!! (ជាពាកយយតើន) ス

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す ប្បប់

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す ចងចាុំ

がいこく がいこく￣ បរយេស

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す សរយសរ

かします 【かす1】 かしま￢す យអា ខច ី

カタカナ カタカ￢ナ អកសរកាតាកាណា

かんじ かんじ￣ អកសរកាន់ជិ

かんたん（な） かんたん￣ ងា ប្សួល

こうこう こうこう￣ វេិាល័ 

サイト サイト￣ យលហេុំព័រ

じしょ じ￢しょ វចនន ប្កេ

しょうがっこう しょうが￢っこう សាោបឋេសិកា

スペイン スペ￢イン ប្បយេសយអស៉េាញ

スペインご スペインご￣ ភាសាយអស៉េាញ

ぜんぜん ぜんぜん￣ អត់ទាល់ណតយសាះ ス

その その￣ យនះ

だいがく だいがく￣ សាកលវេិាល័ 

たんご たんご￣ ពាកយ

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す ខ ស

ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう អន វេិាល័ 

つかいます 【つかう1】 つかいま￢す យប្បើ

でんしじしょ でんしじ￢しょ វចនន ប្កេយអឡិចប្តនិូច

ドイツ ド￢イツ ប្បយេសអាលេ ឺេ៉េង់

ドイツご ドイツご￣ ភាសាអាលេ ឺេ៉េង់

どうぞ ど￢うぞ ស៉ូេអយញ្ជ ើញ

なまえ なまえ￣ យ ម្ ះ

にます【にる1】 にま￢す ប្សយដៀង

ねん／～ねん ～年 ――― ឆ្ងន ុំ

はつおん はつおん￣ ការបយញ្ចញសុំយលង

ひらがな ひらが￢な អកសរហីរ៉ាហ្កា ណា

フランス フランス￣ ប្បយេសបរុំង
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か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

フランスご フランスご￣ ភាសាបរុំង

ぶん ぶ￢ん ប្បយយាល  ឃ្លេ

ぶんか 文化 ぶ￢んか វបែ្េ៌

ぶんぽう ぶんぽう￣ យវ ាករែ៍៍

ほんじつきゅうぎょう 本日休業 ほ￢んじつきゅうぎょう ទែាយនះបិេហ្កង ス

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

ពិបក

もう もう￣ យេៀត

もじ も￢じ អកសរ

やすみ 休み やすみ￢ ទែាសប្ម្តក ス

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す សប្ម្តក

リスト リ￢スト បញ្ជ ី

れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ អន វតា

イギリス イギリス￣ ទែាណាេួ ス

いつか い￢つか ប្បយេសអង់យលេស

いれます 【いれる2】 いれま￢す ដាក់ច៉ូល ス

インド イ￢ンド ប្បយេសឥណាឌ ス

うた うた￢ ចុំយរៀង

おかね（かね） お金(金） おかね￣ ល  ス

おどり おどり￣ រុំ

かい／～かい ――― ដង  (យប្បើសប្ម្តប់រប់ចុំនួនដង)

かぶき かぶき￣ យោោ នជប៉េ ន

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

យោកប្សីកាទវ៉ា

かわりに かわりに￣ ជុំនួសយដា 

きっぷ きっぷ￣ សុំប ប្ត

きょうし きょ￢うし ប្លបូយប្ងៀន

きょうみ きょ￢うみ ចុំណាប់អារេមែ៍៍

きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す ម្តនចុំណាប់អារេមែ៍៍

コーナー コ￢ーナー កាច់ប្ជងុ

こけし こけし￣ ក៉ូនត កាតាជប៉េ ន

ざっし ざっし￣ េសសនវដា ី

ししゅう ししゅう￣ ប៉េ ក់(ប៉េ កអាវ)

しゅう しゅ￢う សបា ហ៍៍

しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ ច ះបុំយពញការងារយៅខាងយប្ត

しょうらい しょ￢うらい អនលត

ステージ ステ￢ージ ឆ្ងក

せいかつ 生活 せいかつ￣ ជីវភាព

ソーセージ ソーセ￢ージ សាច់់ប្កក

タイ タ￢イ ប្បយេសទែ

タイじん タイ￢じん ជនជាតិទែ ス

だいすき（な） だ￢いすき ច៉ូលចិតា ខាេ ុំង ス

タコス タ￢コス េហ បូតាក (េហ បូេ កិស ីក៉ូ )

ダンス ダ￢ンス រុំ

ちず ち￢ず ណផ្នេី

チヂミ チヂミ￣ វិឈីេី (យ ម្ ះេហ បូក៉ូ យរ៉ា)

つうやく つ￢うやく បកណប្ប(បកណប្បផ្កទ ល់ម្តត់)

つき (月） つき￢ ណខ

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ជួ 

でんわ (電話） でんわ￣ េ៉ូរសពទ

ドイツじん ドイツ￢じん ជនជាតិអាលេ ឺេ៉េង់ ス

ときどき ときどき￢ ជួនកាល

ドラマ ド￢ラマ យរឿងភាល

なか な￢か កន ញង ឬ ខាងកន ញង

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す យរៀន

ねん 年 ね￢ん ឆ្ងន ុំ

はなし （話） はなし￢ យរឿង ス

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ ពីរ៉ា ៉ូស ីលី(េហ បូប្បរយេសរ៉ា ស )ី

フィリピン フィ￢リピン ប្បយេសហវ ើលីពីន

ほん ほ￢ん យសៀវយៅ ス
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ほんとう ほんとう￣ ពិត ពិតប្បកដ ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ បកណប្ប (បកយដា ការសយសរ)

まず ま￢ず ជាដុំុំប៉ូង ス

マレーシア マレ￢ーシア ប្បយេសម្ត៉េ យឡស ី

ミニレッスン ミニレッ￢スン យេយរៀនខេ ីៗ

みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ សិបែកេមណដលយ វ្ ើតាេតុំបន់

むこう むこ￢う、むこう￣ េីយនះ ឬអនកខាងយនះ ス

ムルタバ ムルタバ￣ យ ម្ ះេហ បូរបស់ប្បយេសម្ត៉េ យឡស ី

メキシコ メキシコ￣ ប្បយេសេ កិស ីក៉ូ

よよぎ 代々木 よよぎ￣ យ ម្ ះតុំបន់ ス

りゅうがく（します）（【～する3】） りゅうがく￣ យៅយរៀនយៅបរយេស

ロシア ロ￢シア ប្បយេសរ សសី

あか あ￢か ពែ៌៉៌ប្កហេ

おさけ（さけ） おさけ￣ ប្សាស

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ ណតទបតង

おにぎり おに￢ぎり ប ព៉ូតណបបជប៉េ ន

おねがいします おねがいしま￢す ស៉ូេយេតាា    ស៉ូេអងវរ

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ ប ប្បអប់

からあげ からあげ￣ េហ បូបុំពងយេៅ

ケーキ ケ￢ーキ នុំយខក

コップ コップ￣ ណកវ  ឬ  ណពង

ごみぶくろ ごみぶ￢くろ ែង់សប្ម្តេ

さら さら￣ ចាន

サラダ サ￢ラダ ញាុុំ

サンドイッチ サンドイ￢ッチ សាុំងវចិ

シート シ￢ート សនេ ឹកប្កដាស

します（～に） 【～する3】 しま￢す សយប្េចចិតា

ジュース ジュ￢ース េឹកណផ្េយឈើ

しろ し￢ろ ស

そと そ￢と ខាងយប្ត

たまごやき 卵やき たまごやき￣ អ៉ូម្តណលត (ពងទាយចៀន)

チョコレート チョコレ￢ート ស៉ូក៉ូឡា

どっち ど￢っち
េួ ណា(ពាកយយនះយប្បើកន ញងការនិយា យប្ជើសយរ ើស
របស់េួ កន ញងចុំយណាេរបស់ពី)

にほんしゅ にほんしゅ￣ ប្សាជប៉េ ន

のみもの 飲みもの のみ￢もの របស់ផឹ្ក

はし は￢し ចងា ឹះ

バナナ バ￢ナナ យចក

ビール ビ￢ール ប្សាយបៀរ

ピクニック ピ￢クニック ការ កអាហ្ករយៅញាុុំជ ុំគាន យៅខាងយប្ត

ほか ほか￣ យផ្សងយេៀត

ポテトチップス ポテトチ￢ップス ដុំឡូងបុំពង

メモ メ￢モ កត់ចុំណាុំ

もちます 【もつ1】 もちま￢す ម្តន  កាន់ ឬ  ួរ

もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す  កយៅ ឬ កាន់យៅ

もの もの￢ របស់  វតថ ញ

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ យោក យា៉េ ហា ី

らいしゅう らいしゅう￣ សបា ហ៍៍យប្កា 

りんご りんご￣ ណផ្េយប៉េ េ

ワイン ワ￢イン ប្សាេុំពាុំងប ជ៉ូ

あじ あじ￣ រសជាតិ

あまい あまい￣、あま￢い ណផ្ាេ

アンチョビ アンチ￢ョビ ក៉ូនប្តីសេ ប្េ

いただきます いただきま￢す
ញាុុំ  ឬ  បនេេួល(ជាពាកយលួសេរបស់ពាកយ
もらいます）

いっぱい い￢っぱい យពញ     ណវាត

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ ណវាតយហើ  (យពញយពាះ)

うめぼし うめぼし￣ ណផ្េអឹេិ

えび えび￣ បងាា

えびせんべい えびせ￢んべい នុំប្សួ រសជាតិបងាា
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おなか おなか￣ យពាះ

からい から￢い ហឹរ

キムチ キ￢ムチ ប្ជក់លីេឈី

きゅうり きゅ￢うり តាសក់

キンパ キ￢ンパ លីេប៉េ (េហ បូក៉ូ យរ៉ា)

クロッポ ク￢ロッポ នុំប្សួ រសជាតិបងាា របស់ប្បយេសម្ត៉េ យឡស ី

けっこう（な） け￢っこう ណដលលមេ  ឬ  ណដលប្លប់ប្គាន់

こんぶ こ￢んぶ សារ៉ា សេ ប្េ

しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け ប្តីសាេ៉េ ង

しょっぱい しょっぱ￢い ទប្ប

スープ ス￢ープ ស  ប

すっぱい すっぱ￢い ជ៉ូរ

それ それ￣ យនះ

たまご 卵 たま￢ご ស  ត  ពង

チーズ チ￢ーズ ឈីស

つけもの つけもの￣ ប្ជក់

ツナ ツ￢ナ ប្តី ៉្ូណា

でも で￢も ប៉េ ណនា

トマト ト￢マト យប៉េងយប៉េ ះ

ハム ハ￢ム សាច់ប្ជកូបនទះ

ピクルス ピ￢クルス ប្ជក់( ប្ជក់ណបបអ រឺ៉ា ប)

ほんとに ほんとに￣ ពិតណេន ス

まんじゅう まんじゅ￢う នុំម្តនរសជាតិដុំណាប់សណែា ក

よかったら よ￢かったら ប្បសិនយបើច៉ូលចិតា ឬ ប្បសិនយបើជាការលា

レモン レ￢モン ប្កូចឆ្ងម

わさび わ￢さび វ៉ាសាប ៊ី

あいます 【あう1】 会います あいま￢す ជួប

あたらしい 新しい あたらし￢い ែមី ス

いかが いか￢が យា៉េ ងយេចណដរ

オーケー お￢ーけー OK ス

おつかれさま おつかれさま￣
ជាពាកយយប្បើយប្កា យពលយ វ្ ើការជាេួ គាន ចប់ 
យដើេែីអរល ែគាន យៅវញិយៅេក

オフィス オ￢フィス ការយិាល័ 

おゆ（ゆ） おゆ￣ េឹកយតា

か（かようび） 火 か￢ ទែាអងាា រ

かいぎ 会議 か￢いぎ ប្បជ ុំ

かいてき（な） かいてき￣ ណដលប្សែ ក  ណដលម្តនផ្កស ខភាព

かぎ かぎ￢ ក៉ូនយសារ  ឬ  យសារ

くうこう 空港 くうこう￣ ប្ពោន នាយហ្កះ

げつ（げつようび） 月 げ￢つ ទែាចនទ

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう តួយលខ  ឬ  យលខ

こうじょう 工場 こうじょ￢う យរងចប្ក

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

យោកប្សីទសត៉ូ

さま／～さま ～様 ――― យោក យោកប្សី (ជាពាកយលួសេរបស់ពាកយさん)

じさ じ￢さ យម្ត៉េ ងខ សគាន តាេប្បយេស

ししゃ し￢しゃ សាខា

シャワー シャ￢ワー េឹកផ្កា ឈ៉ូក ス

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか ទែាេី១៤

しゅっぱつ（します）（【～する3】） 出発（します） しゅっぱつ￣ យចញដុំយែើរ

しります 【しる1】 しりま￢す ដឹង  ឬ  សាា ល់

しんいち／しんいちさん 新一／新一さん
しんいち￣／
しんいちさん￣

យោក ស ីនអីឈី

すい（すいようび） 水 す￢い ទែាព ្

すきます 【すく1】 すきま￢す េិនយពញ  ឬ េិនកកក ញ

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

កាលវភិាល

ずっと ずっと￣ រហ៉ូត ス

だい～ 第～ だ￢い～ លុំដាប់យលខ  ឬ  យលខ

チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク ពិនិតយ ឬ ប្តួតពិនិតយ

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す ហត់យនឿ 
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つきます 【つく1】 つきま￢す េកដល់ ス

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す យចញ  (យចញេឹកយតា ) ス

でむかえ でむかえ￣ យៅេេួលនរណាម្តន ក់

でんき で￢んき អលា ិសនី

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう យលខេ៉ូរសពទ

とうちゃく（します）（【～する3】） 到着（します） とうちゃく￣ ការេកដល់ ឬ ច ះចត

とおか (十日) とおか￣ ទែាេី១០

ドライバー ドライバー￣ អនកយបើកបរ

ながい なが￢い ណវង ス

なし（ない） な￢し គាម ន ឬ េយេ ス

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ ទែាេី២៤

にち／～にち ～日 ――― ទែា

はつか (二十日) はつか￣ ទែាេី២០

はん／～はん ～半 ～は￢ん កនេះ ឬ ពាក់កណាា ល

ばんごう (番号） ばんご￢う យលខ  ス

ひる ひる￢ យពលទែា ス

びん び￢ん យជើងយហ្កះយហើរ

フライト フライト￣ យជើងយហ្កះយហើរ

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― យដើេ (យប្បើសប្ម្តប់រប់របស់ណវងៗ) ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ ការយិាល័ កណាា ល

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ ្េមតាៗ េិនម្តនអវ ើជាពិយសសយេ

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す
យៅេេួលអនកណាម្តន ក់យៅប្ពោន នាយហ្កះ
ឬសាា នី 

メール メール￣ អ ណីេ៉េល

モーターズ モ￢ーターズ េ៉េ៉ូ េ័រ( យ ម្ ះប្កេុហ  ន)

もらいます 【もらう1】 もんだい￣ េេួល

もんだい もんだい￣ បញ្ហា  ឬ សុំនួរ ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す សប្ម្តក ス

ようこそ よ￢うこそ ស៉ូេសាវ លេន៍៍

ローマ ロ￢ーマ េីប្កងុរ៉ា ៉ូេ ス

うけつけ うけつけ￣ កណនេងផ្ាល់ព័ត៌ម្តន

おせわ（せわ） おせ￢わ ជាបនទ ញក  ឬ  យប្កាេការយេើលណែ

かります 【かりる2】 かりま￢す ស ុំខច ី

こくさいでんわ（します）（【～する
3】）

こくさいで￢んわ េ៉ូរស័ពទយៅយប្តប្បយេស

こちら こちら￣ ខាងយនះ

こちらこそ こちらこ￢そ ពីខាងខ្ ូុំផ្ងណដរ   ខ្ញ ុំក៏ដ៉ូចគាន ណដរ

コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー ែតចុំលង

コピーき コピ￢ーき ម្ត៉េ ស ីនែតចុំលង

これ これ￣ យនះ

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す ខ៉ូច

コンピューター コンピュ￢ーター ក ុំពយូ េ័រ

じぶん じぶん￣ ខល នួឯង  ឬ  យដា ខល នួឯង

じむ じ￢む ការងារការយិាល័ 

しゃちょう しゃちょう￣ ប្បធានប្កេុហ  ន

スタッフ スタ￢ッフ ប លាលិក

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／それで￢
は

អញ្ច ឹង   ខ្ញ ុំោសិនយហើ 

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ យៅកន ញងកុំឡុងយពល ឬ ចយនេ ះយពល ス

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す ផ្កា ុំយផ្ាើរ ឬ ផ្ាល់ព័ត៌ម្តន

パソコン パソコン￣ ក ុំុំុំពយូ េ័រ ួរទដ

ひしょ ひ￢しょ យលខា

ファックス ファ￢ックス ម្ត៉េ ស ីនេ៉ូរសារ

プリントアウト（します）（【～する3】） プリントア￢ウト ប្ពីន

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ និយា រ៉ា ៉ូ  ឬ រអិល

ペン ペ￢ン ប ៊ិច

みおくり みおくり￣ ជ៉ូនដុំយែើរ

みなさん みな￢さん អនកទាុំងអស់គាន

よろしく よろしく￣
ជាពាកយយប្បើយពលយអា យលជួ យ វ្ ើអវ ើេួ  ឬ 
យពលពឹងពាក់អនកណាម្តន ក់

らいげつ (来月） ら￢いげつ ណខយប្កា 
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あげます 【あげる2】 あげま￢す យអា 

あし あし￢ យជើង

あたま あたま￢ កាល

あまり あまり￣ េិនស៉ូ វ

いき い￢き ខយល់ដយងា ើេ   ការដកដយងា ើេ

いそがしい いそがし￢い រវល់ ス

いたい いた￢い ឈឺ

う ――― អឹ!!!!!!!(យប្បើយពលភាា ក់យផ្ាើលនិងអវ ើេួ ) ス

うえ うえ￣、うえ￢ យលើ    ខាងយលើ ス

うで うで￢ ទដ

おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く េុំហុំ ុ្ំ

おふろ（ふろ） おふ￢ろ អាងប្តាុំេឹក(បញ័រ)

おわり おわり￣ ចប់  ឬ  បញ្ច ប់ ス

かお かお￣ េ ខ

かた か￢た សាម

からだ からだ￣ រងកា 

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） ភាេ េៗ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ េឹកយដាះយគា

くすり くすり￣ ថ្នន ុំ

くち (口） くち￣ ម្តត់

くび くび￣ ក

けんこう けんこう￣ ស ខភាព

こうやって こうやって￢ យ វ្ ើណបបយនះ

こし こし￣ ចយងាះ

ごはん ご￢はん ប 

こんど こ￢んど យពលយប្កា ス

さいきん さいきん￣ ែមីៗយនះ  បចច ញបែនន ス

さいご さいご ច ងយប្កា ス

しんこきゅう しんこ￢きゅう ដយងា ើេណវងៗ ឬ ការដកដយងា ើេណវងៗ ス

すいます 【すう1】 すいま￢す ដកដយងា ើេច៉ូល / ប្សូបច៉ូល

ストレス スト￢レス ភាពតានតឹង ス

せなか せなか￣ ខនង

たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ ហ្កត់ប្បែ  ឬ យ វ្ ើលុំហ្កត់ប្បែ

たかく（たかい） た￢かく ខពស់

て て￢ ទដ

ねます【ねる2】 ねま￢す យដក  យលង

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す ផឹ្ក

は は￢ យ ម្ញ

はいります 【はいる1】 はいりま￢す ច៉ូល

はきます 【はく1】 はきま￢す ដកដយងា ើេយចញ

はな はな￢ ប្ចេ ះ

はやく（はやい） は￢やく យលឿន

まげます 【まげる2】 まげま￢す ពត់ ឬ បត់

まわします 【まわす1】 まわしま￢す បងវ ិល (បងវ ិលរបស់)

みみ みみ￢ ប្តយចៀក

むね むね￢ ប្េងូ

むり（します）（【～する3】） む￢り យៅេិនរចួ ណដលេិនអាចយៅរចួ

め め￢ ណភនក

やります 【やる1】 やりま￢す យ វ្ ើ ス

ゆっくり ゆっく￢り  ឺតៗ

あさごはん あさご￢はん អាហ្ករយពលប្ពឹក

あなた あな￢た អនក

あるきます 【あるく1】 あるきま￢す យដើរ

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

កប្េងសុំែួរអយងាត

いえ いえ￢ ផ្ទះ ス

ウォーキング ウォ￢ーキング ការយដើរ

エアロビクス エアロビ￢クス ហ្កត់ប្បែ(តាេចងាវ ក់យភេង)

およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す ណហលេឹក

キロ／～キロ ～￢キロ លីឡូណេ៉េប្ត  ឬ លីឡូប្កាេ

15

16

13/15 ©2017 The Japan Foundation



 2022/02/28

か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

グループ グル￢ープ ប្កេុ 

けんこうてき（な） けんこうてき￣ ណដលស ខភាពលា

こたえ こた￢え ចយេេ ើ 

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す យវេ ើ 

しつもん しつもん￣ សុំនួរ

ジム ジ￢ム កណនេងហ្កត់ប្បែ

しゅうまつ しゅうまつ￣ ច ងសបា ហ៍៍

ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ រត់ហ្កត់ប្បែតិចៗ

スポーツ スポ￢ーツ កីឡា

たばこ たばこ￣ បរ ើ

つぎ つぎ￢ បនទ ប់់

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

ប្បណហលប៉េ នម ន ឬ រ ៈយពលប៉េ នម ន

トレーニング（します）（【～する3】） トレ￢ーニング ការអន វតា  ឬ ការហ្កត់សេ

なにか な￢にか អវ ើេួ 

なにも なにも￣ គាម នអវ ើយេ  េិនម្តនអីយេ

はしります 【はしる1】 はしりま￢す រត់

プール プ￢ール អាងណហលេឹក ス

まいあさ ま￢いあさ រល់ប្ពឹក

やさい やさい￣ បណនេ

ヨガ ヨ￢ガ កីឡា ៉ូហ្កា

リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス ការសប្ម្តក ス

あかちゃん あ￢かちゃん ក៉ូនយកមង(ទារក)

あげます 【あげる2】 あげま￢す យអា 

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す យលង

いろ いろ￢ ពែ៌ ス

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す យកើត ス

おいわい（いわい） おいわい￣ អុំយណា   ឬ  ការជ៉ូនពរ

おなじ おなじ￣ ដ៉ូចគាន ス

おもちゃ おも￢ちゃ ឧបករែ៍៍យកមងយលង

かざります 【かざる1】 かざりま￢す ត បណតង

かばん かばん￣ កាប៉ូប

かれ か￢れ គាត់(យប្បើសប្ម្តប់េន សសប្បសុ)

き き￣ អារេមែ៍៍ ឬ ការម្តនអារេមែ៍៍ ス

きに いります きに いりま￢す ច៉ូលចិតា  យពញចិតា ス

きます 【きる2】 きま￢す ពាក់

クリスマス クリス￢マス ប ែយែ៉ូ ណអល

けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ យរៀបការ

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ ណពងកាយហវ

シャツ シャ￢ツ អាវ

しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ ការណសវងរកការងារ

しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ យកើតក៉ូន(ការវេងេយនេ )

じょうず（な） じょうず￢ ព៉ូណក ス

すてき（な） すてき￣ សាា ត  លួយអា ប្សោញ់

セーター セ￢ーター អាវរងា

そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ បញ្ច ប់ការសិកា

たとえば たと￢えば ឧទាហរែ៍៍

たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび ខួបកុំយែើត

とけい とけい￣ នឡិកា

にあいます 【にあう1】 にあいま￢す សេនិងអវ ើេួ 

にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ ការច៉ូលយរៀន

ネクタイ ネ￢クタイ ប្កវ៉ា ត់ក

ネックレス ネ￢ックレス ណខសក

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー ទែាប ែយទនកា ីប្សោញ់

ひ （日） ひ￢、ひ￣ ទែា

ふふふ ――― ហឹកៗៗ(យប្បើយពលយសើច) ス

プレゼント プレ￢ゼント អុំយណា 

へや へや￢ បនទប់

ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド េិតត ប្បសុ

まあ ま￢あ ម្ត៉េ ......(ជាពាកយឧទានយប្បើសប្ម្តប់េ នសសប្សី) ス
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か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

やさしい やさしい￣、やさし￢い ចិតាលា ス

あけます 【あける2】 あけま￢す យបើក

いつまでも い￢つまでも យពលណាក៏យដា 

うれしい うれし￢い រ ើករ   យប្តកអរ

おめでとう おめでとう￣ ស៉ូេច៉ូលរេួអបអរសាេរ

おもいます 【おもう1】 おもいま￢す លិត

カード カ￢ード កាត

かてい かてい￣ ប្លួសារ

きっと きっと￣ ពិតជា

クラス ク￢ラス ថ្នន ក់យរៀន

ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ យរៀបការ(ជាពាកយលួសេ)

これからも これからも￢ ចាប់ពីយពលយនះយៅ

しあわせ（な） しあわせ￣ ស ភេងាល

たいせつ（な） たいせつ￣ សុំខាន់

たいせつに します たいせつに しま￢す  កចិតាេ កដាក់

パーティー パ￢ーティー ជប់យលៀង

ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ យរ ើផ្ទះ

ひつよう（な） ひつよう￣ សុំខាន់

みんな みんな￢ អនកទាុំងអស់គាន

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す សបា ចិតា ឬ រំយភើបចិតា
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