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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　ดชันีคาํศพัท ์ （掲載順　เรยีงลําดบัตามการปรากฏของคําศพัท）์

か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

あに あ￢に พชีาย (ของตนเอง)
あね あね￣ พสีาว (ของตนเอง)
アメリカ アメリカ￣ สหรัฐอเมรกิา

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

อชิงิะวะ/คณุอชิงิะวะ

イタリア イタリア￣ ประเทศอติาลี
イタリアご イタリアご￣ ภาษาอติาลี

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

อจิโิร่/คณุอจิโิร่

いもうと いもうと￢ นอ้งสาว (ของตนเอง)
いもうとさん いもうとさん￣ นอ้งสาว (ของผูอ้นื)
うち うち￣ บา้น ス

えいご えいご￣ ภาษาอังกฤษ
おかあさん おか￢あさん คณุแม ่(ของผูอ้นื) 
おくさん お￢くさん ภรรยา (ของผูอ้นื)
おじ おじ￣ ลงุ, นา้, อา (ของตนเอง) ทเีป็นผูช้าย
おじいさん おじ￢いさん คณุปู่ , คณุตา (ของผูอ้นื)
おじさん おじさん￣ คณุลงุ, คณุนา้, คณุอา (ของผูอ้นื) ทเีป็นผูช้าย
おっと おっと￣ สาม ี(ของตนเอง)
おとうさん おと￢うさん คณุพอ่ (ของผูอ้นื)
おとうと おとうと￢ นอ้งชาย (ของตนเอง)
おとうとさん おとうとさん￣ นอ้งชาย (ของผูอ้นื)
おにいさん おに￢いさん พชีาย (ของผูอ้นื)
おねえさん おね￢えさん พสีาว (ของผูอ้นื)
おば おば￣ ป้า, นา้, อา (ของตนเอง) ทเีป็นผูห้ญงิ
おばあさん おば￢あさん คณุยา่, คณุยาย (ของผูอ้นื)
おばさん おばさん￣ ป้า, นา้, อา (ของผูอ้นื) ทเีป็นผูห้ญงิ
オペラ オ￢ペラ โอเปร่า
かいしゃ かいしゃ￣ บรษัิท
がくせい がくせい￣ นักเรยีน
かぞく か￢ぞく ครอบครัว
かんこく 韓国 か￢んこく ประเทศเกาหลใีต ้
かんこくご かんこくご￣ ภาษาเกาหลี
かんこくじん かんこく￢じん คนเกาหลใีต ้
きょうだい きょ￢うだい พนีอ้ง
くるま くるま￣ รถยนต์
ご／～ご ～ご￣ ภาษา...
ごしゅじん ごしゅ￢じん สาม ี(ของผูอ้นื)
さん／～さん ――― คณุ... (คํานําหนา้รูปสภุาพ)
しごと しごと￣ งาน
します 【～する3】 しま￢す ทํา
しゅふ しゅ￢ふ แมบ่า้น
しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣ การแนะนํา (แนะนํา) ス

じん／～じん ～じん ～￢じん คน... (สญัชาต)ิ
しんせき しんせき￣ ญาติ
すこし すこ￢し นดิหน่อย
すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ ซซุกุ/ิคณุซซุกุ ิ
すみます 【すむ1】 すみま￢す อาศัย
そふ そ￢ふ ปู่ , ตา (ของตนเอง)
そぼ そ￢ぼ ยา่, ยาย (ของตนเอง)
ちち ち￢ち、ちち￢ พอ่ (ของตนเอง)
ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく ประเทศจนี
ちゅうごくご ちゅうごくご￣ ภาษาจนี
つま つ￢ま ภรรยา (ของตนเอง)
できます 【できる2】 できま￢す สามารถ ทําได ้

มะรุโกะโตะ : ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น ช ัน้ตน้ 1 (A2) 
กจิกรรม
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か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

とうきょう 東京 とうきょう￣ โตเกยีว

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

นะกะมรุะ/คณุนะกะมรุะ

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん ประเทศญปีุ่ น
にほんご 日本語 にほんご￣ ภาษาญปีุ่ น
にほんじん 日本人 にほんじ￢ん คนญปีุ่ น
にん／～にん (～人) ――― (จํานวน) ...คน
はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す ทํางาน
はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す พดู
はは は￢は แม ่(ของตนเอง)
びょういん びょういん￣ โรงพยาบาล
ふうん ――― อมื (คําเกรนิ)
ふたり （二人） ふたり￢ 2 คน ス

ブラジル ブラジル￣ ประเทศบลาซลิ
へえ ――― เอ ๋(คําอทุาน)
べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ เรยีน
ホテル ホ￢テル โรงแรม
ポルトガル ポルトガル￣ โปรตเุกส
ポルトガルご ポルトガルご￣ ภาษาโปรตเุกส
まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん มะโอะ / คณุมะโอะ
まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん มะร/ิคณุมะริ
むすこ むすこ￣ ลกูชาย (ของตนเอง)
むすこさん むすこさん￣ ลกูชาย (ของผูอ้นื)
むすめ むすめ￢ ลกูสาว (ของตนเอง)
むすめさん むすめさん￣ ลกูสาว (ของผูอ้นื)
りょうしん りょ￢うしん พอ่แม่
わあ ――― วา้ว (เสยีงอทุาน)
わたし わたし￣ ฉัน
わたしたち わたし￢たち พวกเรา

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

เครอืงประดับ

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す รวบรวม สะสม
あみもの あみ￢もの งานถัก 
いご い￢ご เกมหมากลอ้มญปีุ่ น, โกะ
え え￢ ภาพวาด
えいが えいが￣、え￢いが ภาพยนตร,์ หนัง
えんげき えんげき￣ ศลิปะการละคร
おかし（かし） おか￢し ขนมหวาน, ขนม
おんがく お￢んがく ดนตรี
ガーデニング ガーデニング￣ การทําสวน
がいこくご がいこくご￣ ภาษาตา่งประเทศ
かきます 【かく1】 かきま￢す วาด
かっこいい かっこい￢い เท,่ หลอ่, ดดูี
カラオケ カラオケ￣ คาราโอเกะ
カレー カレー￣ แกงกะหรี
かわいい かわい￢い น่ารัก
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ฟัง
きって きって￣ แสตมป์

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

เพลงคลาสสคิ

コイン コ￢イン เหรยีญ
こと こと￢ เรอืง, สงิ
こども こども￣ เด็ก
サイクリング サ￢イクリング การปันจักรยาน
サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー ฟตุบอล (เลน่ฟตุบอล)
さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん ซะโต/คณุซะโต
さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ การเดนิเลน่ (เดนิเลน่)
しあい しあい￣ เกมการแขง่ขนั
じこしょうかい じこしょ￢うかい แนะนําตัว
しゃしん しゃしん￣ รูปถา่ย
しゅみ しゅ￢み งานอดเิรก
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か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

しょうぎ しょうぎ￣ หมากรุกญปีุ่ น
じょうば じょうば￣ ขมีา้
すいえい すいえい￣ การวา่ยนํา
すき（な） すき￢ ชอบ รักใคร่ โปรดปราน
そう そ￢う อยา่งนัน
たこあげ たこ￢あげ การเลน่วา่ว
たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ ทะนะกะ/คณุทะนะกะ
チーム チ￢ーム ทมี ス

チェス チェ￢ス หมากรุก 
チキンカレー チキンカ￢レー แกงกระหรไีก่
ちょう～ 超～ ちょ￢う～ เกนิ, เหนอื
つくります 【つくる1】 つくりま￢す สรา้ง, ทํา
とき (時） とき￢ เมอื, ตอน
とくい（な） とく￢い ถนัด, ชาํนาญ, เกง่
どくしょ （読書） ど￢くしょ การอา่น
とくに と￢くに โดยเฉพาะ  เป็นพเิศษ
ともだち ともだち￣ เพอืน
ドライブ ドラ￢イブ การขบัรถ
とります 【とる1】 とりま￢す ถา่ยรูป
どんな ど￢んな ...แบบไหน
なに／なん な￢に／な￢ん อะไร
なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す กลายเป็น
にんぎょう にんぎょう￣ ตุก๊ตา
のだ／のださん のだ￣／のださん￣ โนะดะ/คณุโนะดะ
はじめまして はじめま￢す ยนิดทีไีดรู้จั้ก (สํานวน)
バッハ バ￢ッハ โยฮันน ์เซบาสเตยีน บาค
バルセロナ バルセ￢ロナ เมอืงบารเ์ซโลนา ス

ハロー ハ￢ロー สวัสดี
ひま（な） ひま￣ วา่ง
フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ เคก้ผลไม ้
みます 【みる2】 見ます みま￢す ดู
よく よ￢く บอ่ย
りょうり 料理 りょ￢うり อาหาร
りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ ทอ่งเทยีว
わかい わか￢い เยาวว์ัย, หนุ่มสาว
あき あ￢き ฤดใูบไมร้่วง
あじさい あじさい￣ ดอกไฮเดรนเยยี
あたたかい あたたか￢い อุน่, รอ้น
あつい あつ￢い รอ้น
あめ あ￢め ฝน
あります 【ある1】 ありま￢す ม ีมกีารจัด (งานปารต์ ีกจิกรรม เทศกาล)
いちばん いちばん￣ ทสีดุ, ทหีนงึ
いつ い￢つ เมอืไหร่
いつごろ いつごろ￣ ประมาณเมอืไหร่
いねかり いね￢かり การเก็บเกยีวขา้ว
いま い￢ま หอ้งนังเลน่
うき う￢き ฤดฝูน
うぐいす うぐ￢いす นกเล็กรอ้งเพลงเพราะชนดิหนงึ
おいしい おいしい￣、おいし￢い อร่อย
おおさか 大阪 おおさか￣ โอซากา้ ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

โอะงะวะ/คณุโอะงะวะ

がつ／～がつ ～月 ――― เดอืน...
かんき か￢んき ชว่งหนา้แลง้
きおん きおん￣ อณุหภมูิ
きせつ き￢せつ ฤดกูาล
きれい（な） き￢れい สวย
くだもの くだ￢もの ผลไม ้
くに くに￣、～くに￢ ประเทศ
コート コ￢ート เสอืโคท้ ス
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か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

こおろぎ こ￢おろぎ จงิหรดี
こたつ こたつ￣ โคะทัตส,ึ โตะ๊อุน่ขา
こどもたち こども￢たち พวกเด็กๆ ス

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ ราว..., ประมาณ...
さくら さくら￣ ซากรุะ ス

さむい さむ￢い หนาว
じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ งัน.. (คําเกรนิ)
じょやのかね じょ￢やのかね การตรีะฆังในคนืสง่ทา้ยปีทศีาลเจา้
すいかわり すいか￢わり การละเลน่ปิดตาตแีตงโม
スキー スキ￢ー สกี
すずしい すずし￢い (อากาศ) เย็น
せみ せみ￣ จักจัน
だいたい だいたい￣ สว่นใหญ่
たうえ たうえ￢ การดํานา
たべもの 食べもの たべ￢もの อาหาร
だめ（な） だめ￢ ไมไ่ด,้ ไมด่,ี เป็นไปไมไ่ด ้ ス

たんぼ たんぼ￣ นาขา้ว
つきみ (月見） つきみ￣ การชมพระจันทร์
つゆ つゆ￣ หนา้ฝน
てんき て￢んき สภาพอากาศ
ど／～ど ～￢ど ...องศา (อณุหภมู)ิ
どうして ど￢うして ทําไม
とても とても￢ มาก
なつ なつ￢ ฤดรูอ้น
なつやすみ なつや￢すみ วันหยดุฤดรูอ้น ス

なべりょうり なべりょ￢うり อาหารประเภทตม้ทใีสห่มอ้
にがて（な） にがて￣ ไมเ่กง่ ,ไมถ่นัด
にゅうがくしき にゅうがく￢しき พธิเีปิดการศกึษา, พธิปีฐมนเิทศ
はな はな￢ ดอกไม ้
はなび は￢なび ดอกไมไ้ฟ
はなみ はなみ￢ เทศกาลชมดอกซากรุะ
はる は￢る ฤดใูบไมผ้ลิ
ひまわり ひま￢わり ดอกทานตะวัน
ぶどう ぶどう￣ องุน่
ぶどうがり ぶどうがり￣ การเก็บองุน่
ふゆ ふゆ￢ ฤดหูนาว
ふります 【ふる１】 ふりま￢す ตก (ฝน / หมิะ)
へいきん へいきん￣ โดยเฉลยี 
まつり まつり￣ เทศกาล
むしあつい むしあつ￢い รอ้นชนื, อบอา้ว
もみじ も￢みじ ใบเมเปิล
やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ ยะมะดะ / คณุยะมะดะ
ああ ――― ออ๋
あした あした￢ พรุ่งนี
いい い￢い ดี
ええ ――― ใช่

おかげさまで おかげさまで￣
ขอบคณุทเีป็นหว่ง (สํานวนใชแ้สดงความรูส้กึ
ขอบคณุในความหว่งใย)

おはよう おはよう￣ อรุณสวัสด ิ(คําทักทาย) ス

カイロ カ￢イロ เมอืงไคโร (อยีปิต)์
かぜ かぜ￣ ลม
きのう きの￢う、きのう￣ เมอืวาน
きもち（が） いい きもちが い￢い รูส้กึดี
きょう きょ￢う วันนี
くもり くもり￢ สภาพทอ้งฟ้ามดืครมึ
くもります 【くもる1】 くもりま￢す มดืครมึ
げんき（な） げ￢んき แข็งแรง
ごご ご￢ご PM ตอนบา่ย ス

こっち こっち￢ ทางนี
こんにちは こんにちは￢ สวัสด ี(สํานวน) ス
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か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ เมอืงซปัโปโร
サンパウロ サンパ￢ウロ เมอืงเซาเปาโล
シドニー シ￢ドニー เมอืงซดินยี์
ジャカルタ ジャカルタ￣ จาการต์า
すごい すご￢い มาก ยอดเยยีม วเิศษ เหลอืเชอื น่าทงึ
せかい 世界 せ￢かい โลก
せんしゅう せんしゅう￣ อาทติยก์อ่น
センチ／～センチ ～セ￢ンチ เซนตเิมตร
ソウル ソ￢ウル โซล
そして そして￣ และ ス

そっち そっち￢ ทางนัน
たいへん（な） たいへん￣ ลําบาก
たぶん た￢ぶん น่าจะ, อาจจะ ス

つもります 【つもる1】 つもりま￢す กองทับทม
つよい つよ￢い เขม้แข็ง แข็งแรง แกร่ง หนักแน่น ス

どう ど￢う อยา่งไร
とやま 富山 と￢やま จังหวัดโทะยะมะ
ニューヨーク ニューヨ￢ーク นวิยอรก์
はい は￢い ใช่
はれ はれ￢ อากาศแจม่ใส
はれます 【はれる2】 はれま￢す อากาศแจม่ใส, อากาศปลอดโปร่ง
ひさしぶり ひさしぶり￣ ไมไ่ดพ้บ (ทํา เกดิขนึ) นาน
ふきます 【ふく1】 ふきま￢す พัด, เป่า
ふくおか 福岡 ふく￢おか ฟคุโุอะกะ
ペキン （北京） ペ￢キン ปักกงิ
ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう ฮอกไกโด ス

まいにち ま￢いにち ทกุวัน
もしもし も￢しもし ฮัลโหล, สวัสด ี(เมอืรับโทรศัพท)์
モスクワ モスクワ￣ กรุงมอสโก
ゆき ゆき￢ หมิะ
よく よ￢く ด ี
ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス เมอืงลอสแอนเจลสิ
ロンドン ロ￢ンドン เมอืงลอนดอน
あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら อะกฮิะบะระ
あさ あ￢さ ตอนเชา้
あたり あ￢たり แถวๆ น ีบรเิวณนี
あぶない あぶない￣、あぶな￢い อันตราย
いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ไป
いざかや いざかや￣ รา้นเหลา้แบบญปีุ่ น
いっしょに いっしょに￣ ดว้ยกนั
いろいろ（な） いろいろ￣ หลากหลาย, ตา่งๆนา นา
うえの 上野 うえの￣ เมอืงอเุอโนะ ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん สวนสาธารณะอเุอโนะ
うおいちば うおい￢ちば ตลาดปลา 
え／えっ ――― เอะ๊ (คําอทุาน) ス

ええと／えっと／ええっと ――― เออ่..คอืวา่ (คําเกรนิ) ス

えき え￢き สถานี
おおい お￢おい มาก, เยอะ
おしゃれ（な） おしゃ￢れ รักสวยรักงาม เก ๋แตง่ตัวเกง่
おもしろい おもしろ￢い น่าสนใจ
がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す พยายาม ス

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ กนิซา่
ゲームセンター ゲームセ￢ンター เกมเซ็นเตอร์ ス

こうえん こうえん￣ สวนสาธารณะ
こうきょ 皇居 こ￢うきょ พระราชวัง
コース コ￢ース หลักสตูรวชิา ス

ここ ここ￣ ทนีี
この この￣ (นาม) นี
じかん／～じかん ～じ￢かん ...ชวัโมง
しずか（な） し￢ずか เงยีบ, สงบ
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しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ ชนิจกูุ
ぜひ ぜ￢ひ (ทํา) ใหไ้ด ้
それから それから￢ หลังจากนัน ス

タウン タ￢ウン เมอืง
たかい たか￢い แพง
たくさん たくさん￣ มาก ス

たのしい たのし￢い สนุก
ちかく ち￢かく、ちか￢く ใกล ้ๆ ス

ちょっと ちょ￢っと นดิหน่อย
つきじ 築地 つきじ￣ ซกึจิิ
でんきてん でんき￢てん รา้นเครอืงใชไ้ฟฟ้า
どうぶつえん どうぶつ￢えん สวนสตัว์
とおい とおい￣、とお￢い ไกล
どの ど￢の (นาม) ไหน
にぎやか（な） にぎ￢やか พลกุพลา่น  ครกึครนื
にしぐち 西口 にしぐち￣ ประตทูางออกทางทศิตะวันตก
バス バ￢ス รถประจําทาง
はやい はや￢い เร็ว
はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ ฮะระจกุุ
ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ ประตทูางออกทศิตะวันออก
ひと （人） ひと￣、～ひと￢ คน 
ひろい ひろ￢い กวา้ง
ファッション ファ￢ッション แฟชนั ス

ふじさん （富士山） ふ￢じさん ภเูขาไฟฟจูิ
べんり（な） べ￢んり สะดวกสบาย
まち まち￢ เมอืง
みせ みせ￢ รา้นคา้
やすい やす￢い (ราคา) ถกู
ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん ยโูกะ / คณุยโูกะ ス

ゆうめい（な） ゆうめい￣ มชีอืเสยีง
よる よ￢る กลางคนื, ตอนดกึ
レストラン レ￢ストラン รา้นอาหาร
わかります 【わかる1】 わかりま￢す เขา้ใจ, รู ้
あ／あっ ――― อะ๊ (เสยีงพดู)
あおい あお￢い สฟ้ีา 
あかい あかい￣、あか￢い สแีดง
あそこ あそこ￣ ตรงโนน้
あの あの￣ อันโนน้
ありがとう あり￢がとう ขอบคณุ
あれ あれ￣ อันนัน
いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ ไม,่ ไมใ่ช่
ううん／うーん ――― อมื.. (คําเกรนิ) ス

おおきい 大きい おおき￢い ใหญ่
かど か￢ど มมุ 
ぎんこう ぎんこう￣ ธนาคาร
こうさてん こうさてん￣ สแียกไฟแดง
しろい しろ￢い สขีาว
しんごう しんごう￣ ไฟจราจร
すぐ す￢ぐ ทันที
すみません すみませ￢ん ขอโทษ
たいしかん たいし￢かん สถานทตู
たかい たか￢い สงู
たてもの たて￢もの อาคาร, ตกึ
タワー タ￢ワー หอคอย, อาคารสงู
デパート デパ￢ート หา้งสรรพสนิคา้
どうも ど￢うも ...มากๆ
どうやって ど￢うやって อยา่งไร ス

とおり とおり￢ ถนน ตรอก
どこ ど￢こ ทไีหน
となり となり￣ ขา้งๆ ス
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はくぶつかん はくぶつ￢かん พพิธิภัณฑ์
はし はし￢ สะพาน
ひだり ひだり￣ ซา้ย
ひとつ １つ／一つ ひと￢つ หนงึชนิ หนงึอัน
ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ อันแรก
ビル ビ￢ル ตกึ
ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ สองชนิ สองอัน
ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ ลําดับท ี2
ほそながい ほそなが￢い เรยีวยาว
まがります 【まがる1】 まがりま￢す เลยีว (ขวา / ซา้ย)
まっすぐ（な） まっす￢ぐ ตรงไปตรงมา
まるい まるい￣、まる￢い กลม
みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す เห็น, มองเห็น
みぎ みぎ￣ ขวา
みち みち￣ ถนน
ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく ททํีาการไปรษณีย์
わたります 【わたる1】 わたりま￢す ขา้ม, ผ่าน
あのう ――― คอืวา่.. (คําเกรนิ)
あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ อะเบะ/คณุอะเบะ
いりぐち いりぐち￣ ทางเขา้
おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す สาย, ไมท่ัน (เวลา)
おそい おそい￣、おそ￢い ชา้, สาย
きます 【くる3】 来ます きま￢す มา
きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん คยิะมะ/คณุคยิะมะ
コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ รา้นกาแฟ
じ／～じ ～時 ～￢じ ...โมง
じかん じかん￣ เวลา
じゅうたい じゅうたい￣ การจราจรตดิขดั
だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ ไมเ่ป็นไร
たのしみ たのし￢み ตังตารอ
でかけます 【でかける2】 でかけま￢す ออกไปขา้งนอก
でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ รถไฟฟ้า
とまります 【とまる1】 とまりま￢す หยดุ
どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび วันเสาร์
にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち วันอาทติย์
ばしょ ばしょ￣ สถานที
ははは ――― เสยีงหัวเราะ ス

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ประโยค
まえ ま￢え ขา้งหนา้
また また￢ อกี
まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ การนัดพบ (นัดพบ)
まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す ทําผดิพลาด
まちます 【まつ1】 まちま￢す รอ 
まよいます 【まよう1】 まよいま￢す หลง (ทาง) ,ลังเล
よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ โยะชดิะ / คณุโยะชดิะ
ロビー ロ￢ビー หอ้งรับรองแขก
あと あ￢と ภายหลัง
います 【いる2】 いま￢す อยู่ ス

おすし（すし） おす￢し ซชู ิ
おすすめ おすすめ￣ การแนะนํา
おみやげ（みやげ） おみやげ￣ ของฝาก
かいます 【かう1】 買います かいま￢す ซอื
さかな 魚 さかな￣ ปลา
しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ การรับประทานอาหาร (ทานอาหาร)
すいじょうバス すいじょうバ￢ス เรอืขา้มฟาก
すいぞくかん すいぞく￢かん พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์า
スカイツリー スカイツリ￢ー โตเกยีวสกายทรี ス

せかいいち （世界一） せか￢いいち หนงึเดยีวในโลก
たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す กนิ รับประทานอาหาร
ちいさい 小さい ちいさ￢い เล็ก ス
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ちかい ちか￢い ใกล ้ ス

てんぷら てんぷら￣ เทมปรุะ
どうぶつ どうぶつ￣ สตัว์
どれ ど￢れ อันไหน, สงิไหน (มมีากกวา่3อยา่ง) ス

のります 【のる1】 のりま￢す ขนึ (รถ), ลง (เรอื), ขี
びじゅつかん びじゅつ￢かん หอศลิป์
ふね ふ￢ね เรอื
まだ ま￢だ ยัง
みず 水 みず￣ นํา
めずらしい めずらし￢い หายาก, แปลก
もう も￢う ...แลว้ 
もちろん もち￢ろん แน่นอน ス

やけい やけい￣ ทวิทัศนย์ามคําคนื
やたい や￢たい แผงลอย
ラーメン ラ￢ーメン ราเมง
ライトアップ ライトア￢ップ การประดับตกแตง่ไฟ
りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ การแลกเงนิ
れきし れきし￣ ประวัตศิาสตร์
アラビアご アラビアご￣ ภาษาอารบกิ
いいます 【いう1】 言います いいま￢す พดู, บอก
いちど いちど￢ หนงึครัง
いままでに いまま￢でに จนถงึตอนนี
いみ い￢み ความหมาย
いやあ ――― เออ่... (คําเกรนิ) ス

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す บอก
おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す จํา
がいこく がいこく￣ ตา่งประเทศ
かきます 【かく1】 書きます かきま￢す เขยีน
かします 【かす1】 かしま￢す ใหย้มื
カタカナ カタカ￢ナ อักษรคะตะคะนะ
かんじ かんじ￣ อักษรคันจิ
かんたん（な） かんたん￣ งา่ย
こうこう こうこう￣ โรงเรยีนมัธยมปลาย
サイト サイト￣ เว็บไซต์
じしょ じ￢しょ พจนานุกรม
しょうがっこう しょうが￢っこう โรงเรยีนประถม
スペイン スペ￢イン ประเทศสเปน
スペインご スペインご￣ ภาษาสเปน
ぜんぜん ぜんぜん￣ ไม.่..เลย ス

その その￣ (นาม) นัน
だいがく だいがく￣ มหาวทิยาลัย
たんご たんご￣ คําศัพท์
ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す ตา่งกนั, ผดิ
ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう โรงเรยีนมัธยมตน้
つかいます 【つかう1】 つかいま￢す ใช ้
でんしじしょ でんしじ￢しょ พจนานุกรมอเิล็กทรอนกิส์
ドイツ ド￢イツ ประเทศเยอรมัน
ドイツご ドイツご￣ ภาษาเยอรมัน
どうぞ ど￢うぞ เชญิ
なまえ なまえ￣ ชอื
にます【にる1】 にま￢す คลา้ย เหมอืน
ねん／～ねん ～年 ――― ..ปี
はつおん はつおん￣ การออกเสยีง
ひらがな ひらが￢な อักษรฮริะงะนะ
フランス フランス￣ ประเทศฝรังเศส
フランスご フランスご￣ ภาษาฝรังเศส
ぶん ぶ￢ん ...นาที
ぶんか 文化 ぶ￢んか วัฒนธรรม
ぶんぽう ぶんぽう￣ ไวยากรณ์
ほんじつきゅうぎょう 本日休業 ほ￢んじつきゅうぎょう วันนหียดุทําการ ス
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むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

ยาก

もう もう￣ ...อกี
もじ も￢じ อักษร, อักขระ
やすみ 休み やすみ￢ วันหยดุ ス

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す อา่น
リスト リ￢スト รายการ
れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ แบบฝึกหัด
イギリス イギリス￣ ประเทศอังกฤษ ス

いつか い￢つか วันท ี5
いれます 【いれる2】 いれま￢す ใส่ ス

インド イ￢ンド ประเทศอนิเดยี ス

うた うた￢ เพลง
おかね（かね） お金(金） おかね￣ เงนิ ス

おどり おどり￣ เตน้ รําวง
かい／～かい ――― ...ครัง (ความถ)ี
かぶき かぶき￣ ละครคาบกู ิ

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

คะวะอ/ิคณุคะวะอิ

かわりに かわりに￣ ทดแทน...  
きっぷ きっぷ￣ ตัว
きょうし きょ￢うし ครู อาจารย์
きょうみ きょ￢うみ ความสนใจ
きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す มคีวามสนใจ
コーナー コ￢ーナー มมุ
こけし こけし￣ ตุก๊ตาโคเคชิ
ざっし ざっし￣ นติยสาร
ししゅう ししゅう￣ การปักผา้
しゅう しゅ￢う สปัดาห,์ อาทติย์
しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ ออกไปทํางานนอกสถานที
しょうらい しょ￢うらい อนาคต
ステージ ステ￢ージ เวที
せいかつ 生活 せいかつ￣ การใชช้วีติ
ソーセージ ソーセ￢ージ ไสก้รอก
タイ タ￢イ ประเทศไทย
タイじん タイ￢じん คนไทย ス

だいすき（な） だ￢いすき รัก ชอบมา โปรดปรานมาก ス

タコス タ￢コス ทาโก ้(อาหารเม็กซโิก)
ダンス ダ￢ンス เตน้
ちず ち￢ず แผนที
チヂミ チヂミ￣ พซิซา่เกาหลี
つうやく つ￢うやく การแปล (ลา่ม)
つき (月） つき￢ เดอืน
てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ชว่ยเหลอื
でんわ (電話） でんわ￣ โทรศัพท์
ドイツじん ドイツ￢じん คนเยอรมัน ス

ときどき ときどき￢ บางครัง
ドラマ ド￢ラマ ละคร 
なか な￢か ขา้งใน, ภายใน
ならいます 【ならう1】 ならいま￢す เรยีน
ねん 年 ね￢ん ปี
はなし （話） はなし￢ เรอืงราว ス

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ ฟิโรชกิ ิ(อาหารรัสเซยี) 
フィリピン フィ￢リピン ประเทศฟิลปิปินส์
ほん ほ￢ん หนังสอื ス

ほんとう ほんとう￣ จรงิ ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ การแปล (แปล)
まず ま￢ず กอ่นอนื... ス

マレーシア マレ￢ーシア ประเทศมาเลเซยี
ミニレッスン ミニレッ￢スン คลาสเรยีนสนัๆ
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みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ ศลิปวัตถพุนืบา้น
むこう むこ￢う、むこう￣ ฝังโนน้ (คนทถีอืสายอกีฝ่ายขณะโทรศัพท)์ ス

ムルタバ ムルタバ￣ โรตมีะตะบะ
メキシコ メキシコ￣ ประเทศเม็กซโิก
よよぎ 代々木 よよぎ￣ เมอืงโยะโยะงิ ス

りゅうがく（します）（【～する3】） りゅうがく￣ การศกึษาตอ่ตา่งประเทศ
ロシア ロ￢シア ประเทศรัสเซยี
あか あ￢か สแีดง
おさけ（さけ） おさけ￣ เหลา้ เครอืงดมืทมีแีอลกอฮอล์
おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ ชา, ชาญปีุ่ น
おにぎり おに￢ぎり ขา้วปัน, โอนกิริิ
おねがいします おねがいしま￢す ขอความกรุณา, ขอรอ้ง
おべんとう（べんとう） おべんとう￣ ขา้วกลอ่ง
からあげ からあげ￣ ไกท่อดคะระอะเกะ
ケーキ ケ￢ーキ เคก้
コップ コップ￣ แกว้, ถว้ย
ごみぶくろ ごみぶ￢くろ ถงุขยะ
さら さら￣ จาน
サラダ サ￢ラダ สลัด
サンドイッチ サンドイ￢ッチ แซนดว์ซิ
シート シ￢ート ผา้ใบกนันํา
します（～に） 【～する3】 しま￢す ตัดสนิใจ (เลอืก...)
ジュース ジュ￢ース นําผลไม ้
しろ し￢ろ สขีาว
そと そ￢と ขา้งนอก
たまごやき 卵やき たまごやき￣ ไขม่ว้น, ไขท่อด
チョコレート チョコレ￢ート ชอ็กโกแลต

どっち ど￢っち
อันไหน (ระหวา่งสองอัน / ภาษาพดูทไีมเ่ป็น
ทางการ)

にほんしゅ にほんしゅ￣ เหลา้ญปีุ่ น
のみもの 飲みもの のみ￢もの เครอืงดมื
はし は￢し ตะเกยีบ
バナナ バ￢ナナ กลว้ย
ビール ビ￢ール เบยีร์
ピクニック ピ￢クニック ปิกนกิ
ほか ほか￣ อนืๆ
ポテトチップス ポテトチ￢ップス มันฝรังแผ่นทอดกรอบ
メモ メ￢モ จดบันทกึ
もちます 【もつ1】 もちま￢す ถอื, พก
もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す ถอืไป, เอาไป
もの もの￢ สงิของ

やぎ／やぎさん
（八木／八木さ
ん）

やぎ￣／やぎさん￣ ยะง/ิคณุยะงิ

らいしゅう らいしゅう￣ อาทติยห์นา้ สปัดาหห์นา้
りんご りんご￣ แอปเปิล
ワイン ワ￢イン ไวน์
あじ あじ￣ รสชาติ
あまい あまい￣、あま￢い รสหวาน
アンチョビ アンチ￢ョビ ปลาแอนโชวี

いただきます いただきま￢す
กนิ, ไดรั้บ (รูปยกยอ่งของ もらいます) สํานวน
พดูกอ่นการรับประทานอาหาร

いっぱい い￢っぱい เต็มไปหมด
いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ อมิ
うめぼし うめぼし￣ บว๊ยเค็ม, บว๊ยดอง
えび えび￣ กุง้
えびせんべい えびせ￢んべい ขา้วเกรยีบกุง้
おなか おなか￣ ทอ้ง, กระเพาะอาหาร
からい から￢い เผ็ด
キムチ キ￢ムチ กมิจ ิ(ผักดองแบบเกาหล)ี
きゅうり きゅ￢うり แตงกวา
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キンパ キ￢ンパ คมิบับ (อาหารเกาหล)ี
クロッポ ク￢ロッポ ขา้วเกรยีบกุง้มาเลเซยี
けっこう（な） け￢っこう ด,ี พอสมควร
こんぶ こ￢んぶ สาหร่ายคอมบุ
しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け ปลาแซลมอน
しょっぱい しょっぱ￢い เค็ม
スープ ス￢ープ ซปุ
すっぱい すっぱ￢い เปรยีว
それ それ￣ สงินัน, อันนัน
たまご 卵 たま￢ご ไข่
チーズ チ￢ーズ ชสี
つけもの つけもの￣ ผักดอง 
ツナ ツ￢ナ ปลาทนู่า
でも で￢も แต่
トマト ト￢マト มะเขอืเทศ
ハム ハ￢ム แฮม
ピクルス ピ￢クルス ผักดองแบบตะวันตก
ほんとに ほんとに￣ จรงิ ス

まんじゅう まんじゅ￢う ขนมมันจู
よかったら よ￢かったら ถา้คณุชอบ, ถา้ไมรั่งเกยีจ (สํานวน)
レモン レ￢モン มะนาว
わさび わ￢さび วาซาบิ
あいます 【あう1】 会います あいま￢す พบ, เจอ
あたらしい 新しい あたらし￢い ใหม่ ス

いかが いか￢が อยา่งไร
オーケー お￢ーけー โอเค ตกลง ス

おつかれさま おつかれさま￣
สํานวนทใีชห้ลังจากไดทํ้างานร่วมกนั เพอื
ขอบคณุทเีหน็ดเหนอืยร่วมกนั

オフィス オ￢フィス สํานักงาน, ออฟฟิศ
おゆ（ゆ） おゆ￣ นํารอ้น, นําอุน่
か（かようび） 火 か￢ วันอังคาร
かいぎ 会議 か￢いぎ การประชมุ
かいてき（な） かいてき￣ (อยู)่ สบาย 
かぎ かぎ￢ กญุแจ
くうこう 空港 くうこう￣ สนามบนิ
げつ（げつようび） 月 げ￢つ วันจันทร์
ごう／～ごう ～号 ～￢ごう หมายเลข... ,ฉบับท.ี..
こうじょう 工場 こうじょ￢う โรงงาน

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

ซยัโต/คณุซยัโต

さま／～さま ～様 ――― ทา่น... (คํานําหนา้รูปยกยอ่ง)
じさ じ￢さ ความตา่งของเวลา
ししゃ し￢しゃ สํานักงาน (สาขายอ่ย)
シャワー シャ￢ワー อาบนําฝักบัว ス

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか วันท ี14
しゅっぱつ（します）（【～する3】） 出発（します） しゅっぱつ￣ ออกเดนิทาง
しります 【しる1】 しりま￢す รู,้ รูจั้ก

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￣

ชนิอจิ/ิคณุชนิอจิิ

すい（すいようび） 水 す￢い วันพธุ
すきます 【すく1】 すきま￢す วา่งเปลา่

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

กําหนดการ

ずっと ずっと￣ ตลอด ス

だい～ 第～ だ￢い～ ลําดับ..
チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク การตรวจสอบ (เชค็, ตรวจ)
つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す เหนอืย
つきます 【つく1】 つきま￢す ถงึ ス

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す ออก (นําอุน่ไหลออกมา) ス

でむかえ でむかえ￣ การใหก้ารตอ้นรับแกผู่ท้มีาเยอืน
でんき で￢んき ไฟฟ้า
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でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう หมายเลขโทรศัพท์
とうちゃく（します）（【～する3】） 到着（します） とうちゃく￣ มาถงึ, ไปถงึ
とおか (十日) とおか￣ วันท ี10
ドライバー ドライバー￣ คนขบัรถ
ながい なが￢い ยาว ス

なし（ない） な￢し ไมม่ี ス

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ วันท ี24
にち／～にち ～日 ――― วัน...
はつか (二十日) はつか￣ วันท ี20
はん／～はん ～半 ～は￢ん ครงึ, ครงึชวัโมง
ばんごう (番号） ばんご￢う หมายเลข ス

ひる ひる￢ เทยีง ス

びん び￢ん เทยีวบนิ (สายการบนิ)
フライト フライト￣ เทยีวบนิ
ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― ...แทง่ (ลักษณะนาม) ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ สํานักงานใหญ่
まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ ธรรมดา, ไมม่อีะไรเป็นพเิศษ
むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す มารับ (ทสีนามบนิ, สถานแีละอนืๆ)
メール メール￣ อเีมล
モーターズ モ￢ーターズ มอเตอร ์(ชอืบรษัิททสีมมตขินึ)
もらいます 【もらう1】 もんだい￣ ไดรั้บ
もんだい もんだい￣ คําถาม ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す พัก ス

ようこそ よ￢うこそ ยนิดตีอ้นรับ (สํานวน)
ローマ ロ￢ーマ กรุงโรม ス

うけつけ うけつけ￣ ประชาสมัพันธ์
おせわ（せわ） おせ￢わ ดแูล
かります 【かりる2】 かりま￢す ยมื, เชา่
こくさいでんわ（します）（【～する
3】）

こくさいで￢んわ โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ

こちら こちら￣ ทา่นน ี(รูปสภาพ)
こちらこそ こちらこ￢そ ทางนก็ีเชน่กนั
コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー การถา่ยเอกสาร คัดลอก ทําสําเนา
コピーき コピ￢ーき เครอืงถา่ยเอกสาร
これ これ￣ สงิน,ี อันนี
こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す เสยี, พัง, แตก
コンピューター コンピュ￢ーター คอมพวิเตอร์
じぶん じぶん￣ ตนเอง
じむ じ￢む งานธรุการ
しゃちょう しゃちょう￣ ประธานบรษัิท
スタッフ スタ￢ッフ เจา้หนา้ที

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／
それで￢は

แลว้เจอกนั (สํานวน)

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ ในระหวา่ง... ス

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す สอืสาร, แจง้ใหท้ราบ
パソコン パソコン￣ คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล
ひしょ ひ￢しょ เลขานุการ
ファックス ファ￢ックス แฟกซ์
プリントアウト（します）（【～する
3】）

プリントア￢ウト พมิพ ์(ออกจากเครอืงพมิพ)์

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ คลอ่งแคลว่
ペン ペ￢ン ปากกา
みおくり みおくり￣ สง่ (คน), ยนืมอง (คนทจีากไป)
みなさん みな￢さん ทกุคน
よろしく よろしく￣ สํานวนทใีชเ้พอืฝากเนอืฝากตัว หรอืขอใหช้ว่ย
らいげつ (来月） ら￢いげつ เดอืนหนา้
あげます 【あげる2】 あげま￢す ยก ( ยกมอื )
あし あし￢ เทา้
あたま あたま￢ ศรีษะ
あまり あまり￣ ไมค่อ่ย
いき い￢き ลมหายใจ
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いそがしい いそがし￢い (งาน) ยุง่ ス

いたい いた￢い เจ็บปวด / เจ็บ
う ――― โอย๊ (คําอทุาน) ス

うえ うえ￣、うえ￢ ขา้งบน ดา้นบน ス

うで うで￢ แขน
おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く กวา้งขวาง, อยา่งสดุซงึ
おふろ（ふろ） おふ￢ろ อา่งอาบนํา
おわり おわり￣ จบ, เสร็จ ス

かお かお￣ ใบหนา้
かた か￢た บา่, ไหล่
からだ からだ￣ ร่างกาย
きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） ในทันททีันใด
ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ นมวัว
くすり くすり￣ ยา
くち (口） くち￣ ปาก
くび くび￣ คอ
けんこう けんこう￣ สขุภาพ
こうやって こうやって￢ อยา่งนี
こし こし￣ เอว, สะโพก
ごはん ご￢はん ขา้วสวย
こんど こ￢んど ครังหนา้, ครังตอ่ไป ス

さいきん さいきん￣ หมูน่,ี ชว่งนี ス

さいご さいご สดุทา้ย ス

しんこきゅう しんこ￢きゅう การหายใจเขา้ลกึๆ ス

すいます 【すう1】 すいま￢す สบู (บหุร)ี
ストレス スト￢レス ความเครยีด ス

せなか せなか￣ หลัง
たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ กายบรหิาร, ยมินาสตกิ
たかく（たかい） た￢かく สงู
て て￢ มอื
ねます【ねる2】 ねま￢す นอน
のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す ดมื
は は￢ ฟัน
はいります 【はいる1】 はいりま￢す เขา้
はきます 【はく1】 はきま￢す สวม, ใส ่(กางเกง กระโปรง รองเทา้)
はな はな￢ จมกู
はやく（はやい） は￢やく รบีๆ
まげます 【まげる2】 まげま￢す ตัดใหง้อ, บดิเบอืน
まわします 【まわす1】 まわしま￢す หมนุ
みみ みみ￢ หู
むね むね￢ หนา้อก
むり（します）（【～する3】） む￢り เป็นไปไมไ่ด ้ไมส่ามารถทําได ้
め め￢ ตา
やります 【やる1】 やりま￢す ทํา ス

ゆっくり ゆっく￢り คอ่ยๆ, ไมร่บีรอ้น
あさごはん あさご￢はん อาหารเชา้
あなた あな￢た คณุ เธอ
あるきます 【あるく1】 あるきま￢す เดนิ

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

แบบสอบถาม

いえ いえ￢ บา้น ス

ウォーキング ウォ￢ーキング เดนิออกกําลังกาย
エアロビクス エアロビ￢クス การออกกําลังกายแบบแอโรบคิ
およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す วา่ยนํา
キロ／～キロ ～￢キロ ...กโิลเมตร,...กโิลกรัม
グループ グル￢ープ กลุม่
けんこうてき（な） けんこうてき￣ อยา่งรักษาสขุภาพ
こたえ こた￢え คําตอบ
こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す ตอบ
しつもん しつもん￣ คําถาม
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ジム ジ￢ム โรงยมิ
しゅうまつ しゅうまつ￣ วันสดุสปัดาห์
ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ วงิจ็อกกงิ
スポーツ スポ￢ーツ กฬีา
たばこ たばこ￣ บหุรี
つぎ つぎ￢ ถัดไป

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

แคไ่หน, ขนาดไหน

トレーニング（します）（【～する3】） トレ￢ーニング ฝึกซอ้ม 
なにか な￢にか บางอยา่ง
なにも なにも￣ ไมม่อีะไร
はしります 【はしる1】 はしりま￢す วงิ
プール プ￢ール สระวา่ยนํา ス

まいあさ ま￢いあさ ทกุเชา้
やさい やさい￣ ผัก
ヨガ ヨ￢ガ โยคะ
リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス ผ่อนคลาย ス

あかちゃん あ￢かちゃん เด็กทารก
あげます 【あげる2】 あげま￢す ให ้
あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す เลน่
いろ いろ￢ สี ス

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す เกดิ ス

おいわい（いわい） おいわい￣ ของทรีะลกึ
おなじ おなじ￣ เหมอืนกนั ス

おもちゃ おも￢ちゃ ของเลน่
かざります 【かざる1】 かざりま￢す ตกแตง่, ประดับ
かばん かばん￣ อดทน
かれ か￢れ เขา (ผูช้าย)
き き￣ อารมณ์, ความรูส้กึ ス

きに いります きに いりま￢す ชอบ ถกูใจ ス

きます 【きる2】 きま￢す สวมใส,่ สวม(เสอื)
クリスマス クリス￢マス ครสิตม์าส
けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ การแตง่งาน (แตง่งาน)
コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ แกว้กาแฟ
シャツ シャ￢ツ เสอืเชติ
しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ การไดง้านทํา
しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ การคลอดลกู
じょうず（な） じょうず￢ เกง่ ス

すてき（な） すてき￣ งดงาม สงา่ สวยเก๋
セーター セ￢ーター เสอืสเวตเตอร,์ เสอืถักไหมพรม
そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ การจบการศกึษา (จบการศกึษา)
たとえば たと￢えば ยกตัวอยา่ง
たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび วันเกดิ
とけい とけい￣ นาฬกิา
にあいます 【にあう1】 にあいま￢す เหมาะสม, เขา้กนัไดด้ี
にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ การเขา้โรงเรยีนหรอืเขา้มหาวทิยาลัย
ネクタイ ネ￢クタイ เนกไท
ネックレス ネ￢ックレス สรอ้ยคอ
バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー วันวาเลนไทน์
ひ （日） ひ￢、ひ￣ วัน
ふふふ ――― เสยีงหัวเราะ (มักใชก้บัผูห้ญงิ) ス

プレゼント プレ￢ゼント ของขวัญ
へや へや￢ หอ้ง
ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド แฟน (ผูช้าย)
まあ ま￢あ เสยีงอทุานของผูห้ญงิ ス

やさしい やさしい￣、やさし￢い ใจดี ス

あけます 【あける2】 あけま￢す เปิด
いつまでも い￢つまでも ตลอดไป
うれしい うれし￢い ดใีจ
おめでとう おめでとう￣ ยนิดดีว้ย (สํานวน)
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か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

おもいます 【おもう1】 おもいま￢す คดิ
カード カ￢ード การด์
かてい かてい￣ ครอบครัว, ครัวเรอืน
きっと きっと￣ แน่ๆ, แน่นอน
クラス ク￢ラス ชนัเรยีน
ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ การแตง่งาน (รูปสภุาพ)
これからも これからも￢ จากนตีอ่ไป
しあわせ（な） しあわせ￣ มคีวามสขุ
たいせつ（な） たいせつ￣ สําคัญ
たいせつに します たいせつに しま￢す ดแูลรักษาเป็นอยา่งดี
パーティー パ￢ーティー ปารต์,ี งานเลยีง
ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ การยา้ยบา้น (ยา้ยบา้น)
ひつよう（な） ひつよう￣ จําเป็น
みんな みんな￢ ทกุคน
よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す ยนิด,ี ดใีจ
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