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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 （五十音順　តាមលំដាប់សម្មេង）

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

ことば かんじ アクセント クメールご か

あ／あっ ――― អា (ពាក្យឧទាន) 6

ああ ――― អា!!!! (ពាក្យឧទាន) 4

あいます 【あう1】 会います あいま￢す ជួប 13

あおい あお￢い ពណ៌ខ ៀវ 6

あか あ￢か ពណ៌៌៌ក្ក្ហម 11

あかい あかい￣、あか￢い ពណ៌៌៌ក្ក្ហម 6

あかちゃん あ￢かちゃん កូ្នខក្េង(ទារក្) 17

あき あ￢き រដូវស្ល ឹក្ខ ើក្ជ រុះ 3

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら តំបន់អាគីហាបារ៉ា 5

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

ខក្គឿងអលង្កា រ 2

あけます 【あける2】 あけま￢す ខបើក្ 18

あげます 【あげる2】 あげま￢す ខលើក្(ខលើក្ដដ) 15

あげます 【あげる2】 あげま￢す ខអាយ 17

あさ あ￢さ ខពលក្ពឹក្ 5

あさごはん あさご￢はん អាហារខពលក្ពឹក្ 16

あし あし￢ ខជើង 15

あじ あじ￣ រស្ជាតិ 12

あじさい あじさい￣ ផ្កា អាជីដស្ 3

あした あした￢ ស្ស្ែក្ 4

あそこ あそこ￣ ទីខ ុះ 6

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す ខលង 17

あたたかい あたたか￢い ក្ក់្ខតៅ 3

あたま あたま￢ ក្ាល 15

あたらしい 新しい あたらし￢い ថ្េី 13ス

あたり あ￢たり ម្តខំ ុះ    ចំនុចខ ុះ 5

あつい あつ￢い ខតៅ 3

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す ក្បមូល 2

あと あ￢と ខលើក្ខក្ោយ ប ា ប់មក្ 8

あなた あな￢た អនក្ 16

あに あ￢に បងក្ប រស្(បងក្ប រស្ខយើង) 1

あね あね￣ បងក្សី្(បងក្សី្ខយើង) 1

あの あの￣ ខ ុះ 6

あのう ―――
អឹ...ខអ...(ខក្បើស្ក្ាប់គិតខៅខពលកំ្ពុងនិយាយ
អវ ីមួយ)

7

あぶない あぶない￣、あぶな￢い ខក្រុះថ្នន ក់្ 5

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ អាបិ  ខោក្ក្សី្អាបិ 7

あまい あまい￣、あま￢い ស្អែម 12

あまり あまり￣ មិនសូ្វ 15

あみもの あみ￢もの ខក្គឿងខដរបា៉ា ក់្ 2

あめ あ￢め ខ ល្ៀង 3

アメリカ アメリカ￣ ក្បខទស្អាខមរកិ្ 1

アラビアご アラビアご￣ ភាសាអារ៉ា ប់ 9

ありがとう あり￢がとう អរគុណ 6

あります 【ある1】 ありま￢す ាន   ខៅ 3

あるきます 【あるく1】 あるきま￢す ខដើរ 16

あれ あれ￣ ឯខ ុះ 6

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

ក្ក្មងសំ្ណួរអខងាត 16

アンチョビ アンチ￢ョビ កូ្នក្តីស្មុក្ទ 12

いい い￢い លែ 4

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ ខទ   មិនស្មនខទ 6

いいます 【いう1】 言います いいま￢す និយាយ 9

いえ いえ￢ អាុះ 16ス

いかが いか￢が យា៉ា ងខមចស្ដរ 13

ម៉ា រហឹ្គ ុ តុ៖ ភាសាជប៉ាុន និង វបបធម៌
ក្ម្មិតបឋម១(A2)KATSUDOO

あ

い

か ： ことばを はじめて 見る か　　ス ： スクリプトだけの ことば
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いき い￢き  យល់ដខងហ ើម   ោរដក្ដខងហ ើម 15

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ខៅ 5

イギリス イギリス￣ ក្បខទស្អង់ខគលស្ 10ス

いご い￢ご ស្លែងស្រក្ 2

いざかや いざかや￣ ហាងអឹក្សីុ្    ខតៀមលក់្ក្សា 5

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

ខោក្ អីសីុ្ោវ៉ា 1

いそがしい いそがし￢い រវល់ 15ス

いたい いた￢い  ឺ 15

いただきます いただきま￢す
ញរំ  ឬ  បានទទួល(ជាពាក្យគួស្មរបស់្ពាក្យ
もらいます）

12

イタリア イタリア￣ ក្បខទស្អីុតាលី 1

イタリアご イタリアご￣ ភាសាអីុតាលី 1

いちど いちど￢ មៅងខទៀត 9

いちばん いちばん￣ ស្ដលលែ បំអុត  ខល ១ 3

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

ខោក្  អី ីរ៉ា ូ 1

いつ い￢つ ខពលណា 3

いつか い￢つか ដថ្ៃណាមួយ 10

いつごろ いつごろ￣ ខពលណាមួយ 3

いっしょに いっしょに￣ ជាមួយរន 5

いっぱい い￢っぱい ខពញ     ស្អែត 12

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ ស្អែតខហើយ (ខពញខពាុះ) 12

いつまでも い￢つまでも ខពលណាក៏្ខោយ 18

いねかり いね￢かり ោរក្ចូតោត់ក្សូ្វ 3

いま い￢ま ឥឡូវ 3

います 【いる2】 いま￢す ាន   ខៅ 8ス

いままでに いまま￢でに រហូតមក្ដល់ខពលខនុះ 9

いみ い￢み អតថន័យ 9

いもうと いもうと￢ បអ នូក្សី្(បអ នូក្សី្ខយើង) 1

いもうとさん いもうとさん￣ បអ នូក្សី្(បអ នូក្សី្អនក្ដ៏ដទ) 1

いやあ ――― អីយា!!!!!! (ជាពាក្យខតើន) 9ス

いりぐち いりぐち￣ ក្ចក្ចូល 7

いれます 【いれる2】 いれま￢す ោក់្ចូល 10ス

いろ いろ￢ ពណ៌ 17ス

いろいろ（な） いろいろ￣ ខអេងៗ 5

インド イ￢ンド ក្បខទស្ឥណាា 10ス

う ――― អឹ!!!!!!!(ខក្បើខពលភាា ក់្ខអែើលនិងអវ ីមួយ) 15ス

ううん／うーん ――― អឺ........(ជាពាក្យឧទាន) 6ス

うえ うえ￣、うえ￢ ខលើ    ខាងខលើ 15ス

うえの 上野 うえの￣ តំំបន់អឹខអណុ 5ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん សួ្នចារអឹខអណុ 5

うおいちば うおい￢ちば អារក្តី 5

ウォーキング ウォ￢ーキング ោរខដើរ 16

うき う￢き រដូវវស្ា   រដូវខ ល្ៀង 3

うぐいす うぐ￢いす ក្បខ្ទស្តវចាបម៉ាាងខៅក្បខទស្ជប៉ានុ 3

うけつけ うけつけ￣ ក្ស្នលងអៅល់ព័ត៌ាន 14

うた うた￢ ចំខរៀង 10

うち うち￣ អាុះ 1ス

うで うで￢ ដដ 15

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す ខក្ើត 17ス

うめぼし うめぼし￣ ស្អលអឹមិ 12

うれしい うれし￢い រកី្រយ  ខក្តក្អរ 18

え え￢ របូភាព 2

え／えっ ―――
ខអ........(ជាពាក្យឧទាន ភាា ក់្ខអែើលនិងអវ ីមួយ  ឬ
ចង់ខអាយខគនិយាយមៅងខទៀត)

5ス

エアロビクス エアロビ￢クス ហាត់ក្បាណ(តាមចង្កវ ក់្ខ ល្ង) 16

えいが えいが￣、え￢いが ខរឿងកុ្ន  ស្ េភាពយនៅ 2

えいご えいご￣ ភាសាអង់ខគលស្ 1

ええ ――― បាទ  ឬ  ចាស្ 4

い

う

え
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ええと／えっと／ええっと ――― គឺថ្ន........(ជាពាក្យឧទាន ឬកំ្ពុងគិតអវ ីមួយ) 5ス

えき え￢き សាថ នីយរថ្ខ ល្ ើង 5

えび えび￣ បង្កា 12

えびせんべい えびせ￢んべい នំក្សួ្យរស្ជាតិបង្កា 12

えんげき えんげき￣ ោរស្ស្មៅងខោោ ន 2

おいしい おいしい￣、おいし￢い ឆ្ងៃ ញ់ 3

おいわい（いわい） おいわい￣ អំខណាយ  ឬ  ោរជូនពរ 17

おおい お￢おい ខក្ចើន 5

おおきい 大きい おおき￢い ធំ 6

おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く ទំហំធំ 15

オーケー お￢ーけー អូខ 13ス

おおさか 大阪 おおさか￣ ទីក្ក្ រងអូសាោ 3ス

おかあさん おか￢あさん ាៅ យ(ាៅ យអនក្ដ៏ដទ) 1

おかげさまで おかげさまで￣ ខោយបានគុណបុណយខោក្ជួយ 4

おかし（かし） おか￢し នំ ឬ  នំចំណី 2

おかね（かね） お金(金） おかね￣ លុយ 10ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

ខោក្អូហាា វ 3

おくさん お￢くさん ្រយិា (្រយិាអនក្ដ៏ដទ) 1

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す យឺត 7

おさけ（さけ） おさけ￣ ក្សាស្ 11

おじ おじ￣ ខោក្ពូ  ឪពុក្ា  អ ៊ំក្ប រស្ 1

おじいさん おじ￢いさん ជីតា  ឬ តា(តាអនក្ដ៏ដទ) 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す ក្បាប់ 9

おじさん おじさん￣ ខោក្ពូ(ពូអនក្ដ៏ដទ) 1

おしゃれ（な） おしゃ￢れ ស្ដលទាន់ស្ម័យ ,ស្តង ល នួ 5

おすし（すし） おす￢し មហ បូស្ ូ សីុ្ 8

おすすめ おすすめ￣ ោរអៅល់ខយាបល់ 8

おせわ（せわ） おせ￢わ ជាបនទ តក្  ឬ  ខក្ោមោរខមើលស្ថ្ 14

おそい おそい￣、おそ￢い យឺត 7

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ ស្តដបតង 11

おつかれさま おつかれさま￣
ជាពាក្យខក្បើខក្ោយខពលខធវ ីោរជាមួយរន ចប់ 
ខដើមែីអរគុណរន ខៅវញិខៅមក្

13

おっと おっと￣ បៅ (ីបៅ ីខយើង) 1

おとうさん おと￢うさん ឪពុក្(ឪពុក្អនក្ដ៏ដទ) 1

おとうと おとうと￢ បអ នូក្ប រស្(បអ នូក្ប រស្ខយើង) 1

おとうとさん おとうとさん￣ បអ នូក្ប រស្(បអ នូក្ប រស្អនក្ដ៏ដទ) 1

おどり おどり￣ រំ 10

おなか おなか￣ ខពាុះ 12

おなじ おなじ￣ ដូចរន 17ス

おにいさん おに￢いさん បងក្ប រស្ (បងក្ប រស្អនក្ដ៏ដទ) 1

おにぎり おに￢ぎり បាយពូតស្បបជប៉ានុ 11

おねえさん おね￢えさん បងក្សី្(បងក្សី្អនក្ដ៏ដទ) 1

おねがいします おねがいしま￢す សូ្មខមតាៅ    សូ្មអងវរ 11

おば おば￣ មីង  ឬ  អ ៊ំក្សី្(របស់្ ្ត)ំ 1

おばあさん おば￢あさん ជីដូន ឬ យាយ (របស់្អនក្ដ៏ដទ) 1

おばさん おばさん￣ អ ៊ំក្សី្(អនក្ដ៏ដទ) 1

おはよう おはよう￣ អរុណសួ្ស្ៅ ី 4ス

オフィス オ￢フィス ោរយិាល័យ 13

おふろ（ふろ） おふ￢ろ អាងក្តំាទឹក្(បាញ័រ) 15

オペラ オ￢ペラ ខោោ នអូខប៉ារ៉ា 1

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ បាយក្បអប់ 11

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す ចងចំា 9

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ វតថ តអនុស្ាវរយ៍ី 8

おめでとう おめでとう￣ សូ្មចូលរមួអបអរសាទរ 18

おもいます 【おもう1】 おもいま￢す គិត 18

おもしろい おもしろ￢い គួរខអាយចាប់អារមេណ៍ 5

おもちゃ おも￢ちゃ ឧបក្រណ៍ខក្េងខលង 17

おゆ（ゆ） おゆ￣ ទឹក្ខតៅ 13

およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す ស្ហលទឹក្ 16

お

え
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おわり おわり￣ ចប់  ឬ  បញ្ច ប់ 15ス

おんがく お￢んがく តន្តនៅ ី 2

か（かようび） 火 か￢ ដថ្ៃអង្កា រ 13

ガーデニング ガーデニング￣ ោរស្ថ្សួ្ន 2

カード カ￢ード ោត 18

かい／～かい ――― ដង  (ខក្បើស្ក្ាប់រប់ចំនួនដង) 10

かいぎ 会議 か￢いぎ ក្បជំុ 13

がいこく がいこく￣ បរខទស្ 9

がいこくご がいこくご￣ ភាសាបរខទស្ 2

かいしゃ かいしゃ￣ ក្ក្ រមហ ុន 1

かいてき（な） かいてき￣ ស្ដលក្ស្ណុក្  ស្ដលានផ្កសុ្ ភាព 13

かいます 【かう1】 買います かいま￢す ទិញ 8

カイロ カ￢イロ ទីក្ក្ រងឡឺស្គរ 4

かお かお￣ មុ 15

かぎ かぎ￢ កូ្នខសារ  ឬ  ខសារ 13

かきます 【かく1】 かきま￢す គូស្(គូស្របូភាព) 2

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す ស្រខស្រ 9

がくせい がくせい￣ សិ្ស្េ 1

かざります 【かざる1】 かざりま￢す តុបស្តង 17

かします 【かす1】 かしま￢す ខអាយ ច ី 9

かぜ かぜ￣  យល់ 4

かぞく か￢ぞく ក្គួសារ 1

かた か￢た សាេ 15

カタカナ カタカ￢ナ អក្េរោតាោណា 9

がつ／～がつ ～月 ――― ស្ 3

かっこいい かっこい￢い ស្ង្កហ រ  ឬ  ឡូយ 2

かてい かてい￣ ក្គួសារ 18

かど か￢ど ក្ជ រង 6

かばん かばん￣ ោបូប 17

かぶき かぶき￣ ខោោ នជប៉ានុ 10

からあげ からあげ￣ មហ បូបំពងខមៅ 11

からい から￢い ហឹរ 12

カラオケ カラオケ￣ ខារ៉ា អូខ 2

からだ からだ￣ រងោយ 15

かります 【かりる2】 かりま￢す សំុ្ ច ី 14

かれ か￢れ រត់(ខក្បើស្ក្ាប់មនុស្េក្ប រស្) 17

カレー カレー￣ ោរ ី (ស្មលរោរ)ី 2

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

ខោក្ក្សី្ោដវ៉ា 10

かわいい かわい￢い សាែ ត , គួរខអាយក្ស្ោញ់ 2

かわりに かわりに￣ ជំនួស្ខោយ 10

かんき か￢んき រដូវខតៅ    ឬ  រដូវក្បំាង 3

かんこく 韓国 か￢んこく ក្បខទស្កូ្ខរ៉ា 1

かんこくご かんこくご￣ ភាសាកូ្ខរ៉ា 1

かんこくじん かんこく￢じん ជនជាតិកូ្ខរ៉ា 1

かんじ かんじ￣ អក្េរោន់ជិ 9

かんたん（な） かんたん￣ ង្កយក្សួ្ល 9

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す ក្បឹងស្ក្បង    ិត ំ 5ス

き き￣ អារមេណ៍ ឬ ោរានអារមេណ៍ 17ス

きに いります きに いりま￢す ចូលចិតៅ  ខពញចិតៅ 17ス

きおん きおん￣ សី្តុណហភាព 3

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す សាៅ ប់ 2

きせつ き￢せつ រដូវ 3

きって きって￣ ស្តម 2

きっと きっと￣ ពិតជា 18

きっぷ きっぷ￣ សំ្បុក្ត 10

きのう きの￢う、きのう￣ មេិលមិញ 4

きます 【くる3】 来ます きま￢す មក្ 7

きます 【きる2】 きま￢す ពាក់្ 17

キムチ キ￢ムチ ក្ជក់្គីម ី 12

お
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きもち（が） いい きもちが い￢い អារមេណ៍៍លែ 4

きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん ខោក្គីយាា៉ា 7

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） ភាល មៗ 15

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ ទឹក្ខោុះខរ 15

きゅうり きゅ￢うり តាស្ក់្ 12

きょう きょ￢う ដថ្ៃខនុះ 4

きょうし きょ￢うし ក្គបូខក្ងៀន 10

きょうだい きょ￢うだい បងបអ នូ 1

きょうみ きょ￢うみ ចំណាប់អារមេណ៍ 10

きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す ានចំណាប់អារមេណ៍ 10

きれい（な） き￢れい សាែ ត 3

キロ／～キロ ～￢キロ គីឡូស្ម៉ាក្ត  ឬ គីឡូក្ោម 16

ぎんこう ぎんこう￣ ធ ររ 6

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ តំបន់ហា ីនហ ាក់្(ខៅទីក្ក្ រងតូក្យូ ) 5

キンパ キ￢ンパ គីមបា៉ា (មហ បូកូ្ខរ៉ា) 12

くうこう 空港 くうこう￣ ក្ពោនយនៅខហាុះ 13

くすり くすり￣ ថ្នន ំ 15

くだもの くだ￢もの ស្អលខ ើ 3

くち (口） くち￣ ាត់ 15

くに くに￣、～くに￢ ក្បខទស្ 3

くび くび￣ ក្ 15

くもり くもり￢ ពពក្ 4

くもります 【くもる1】 くもりま￢す ខមឃក្ស្ទំ 4

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

តន្តនៅ ីោល សីុ្ក្ 2

クラス ク￢ラス ថ្នន ក់្ខរៀន 18

クリスマス クリス￢マス បុណយណូស្អល 17

グループ グル￢ープ ក្ក្ រម  16

くるま くるま￣ ឡាន 1

クロッポ ク￢ロッポ នំក្សួ្យរស្ជាតិបង្កា របស់្ក្បខទស្ា៉ា ខឡសីុ្ 12

ケーキ ケ￢ーキ នំខ ក្ 11

ゲームセンター ゲームセ￢ンター មជឈមណា លខហាម 5ス

げつ（げつようび） 月 げ￢つ ដថ្ៃចនា 13

けっこう（な） け￢っこう ស្ដលលេម  ឬ  ស្ដលក្គប់ក្រន់ 12

けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ ខរៀបោរ 17

げんき（な） げ￢んき សុ្ ភាពលែ 4

けんこう けんこう￣ សុ្ ភាព 15

けんこうてき（な） けんこうてき￣ ស្ដលសុ្ ភាពលែ 16

ご／～ご ～ご￣ ភាសា 1

コイン コ￢イン ក្បាក់្ោក់្ 2

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう តួខល   ឬ  ខល 13

こうえん こうえん￣ សួ្នចារ 5

こうきょ 皇居 こ￢うきょ វងំអធិរជ 5

こうこう こうこう￣ វទិាល័យ 9

こうさてん こうさてん￣ អល វូស្បក្ជាបួន 6

こうじょう 工場 こうじょ￢う ខរងចក្ក្ 13

こうやって こうやって￢ ខធវ ីស្បបខនុះ 15

コース コ￢ース វគា (វគាសិ្ក្ា) 5ス

コート コ￢ート អាវធំ 3ス

コーナー コ￢ーナー ោច់ក្ជ រង 10

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ ស្ពងោខហវ 17

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ ហាងោខហវ 7

こおろぎ こ￢おろぎ ស្តវចក្ងិត 3
こくさいでんわ（します）（【～する
3】）

こくさいで￢んわ ទូរស័្ពាខៅខក្តក្បខទស្ 14

こけし こけし￣ កូ្នតុក្ាតាជប៉ានុ 10

ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ ខរៀបោរ(ជាពាក្យគួស្ម) 18

ここ ここ￣ ទីខនុះ 5

ごご ご￢ご ខពលរខស្ៀល ខពលដថ្ៃ 4ス

こし こし￣ ចខងាុះ 15

ごしゅじん ごしゅ￢じん បៅ  ី(បៅ ីអនក្ដ៏ដទ) 1

き
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こたえ こた￢え ចខមល ើយ 16

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す ខអល ើយ 16

こたつ こたつ￣ តុទាបស្ក្ាប់អងគ តយ រដូវរង្ក 3

こちら こちら￣ ខាងខនុះ 14

こちらこそ こちらこ￢そ ពីខាង ្ ូអំងស្ដរ    ្តក៏ំ្ដូចរន ស្ដរ 14

こっち こっち￢ ខាងខនុះ 4

コップ コップ￣ ស្ក្វ  ឬ  ស្ពង 11

こと こと￢ ខរឿងរ៉ា វ 2

こども こども￣ កូ្ន 2

こどもたち こども￢たち ពួក្ខក្េងៗ 3ス

この この￣ ខនុះ 5

ごはん ご￢はん បាយ 15

コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー ថ្តចំលង 14

コピーき コピ￢ーき ា៉ា សីុ្នថ្តចំលង 14

ごみぶくろ ごみぶ￢くろ ថ្ង់ស្ក្ាម 11

これ これ￣ ខនុះ 14

これからも これからも￢ ចាប់ពីខពលខនុះខៅ 18

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ ក្បស្ហល 3

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す  ូច 14

こんど こ￢んど ខពលខក្ោយ 15ス

こんにちは こんにちは￢ សួ្ស្ៅ ី 4ス

コンピューター コンピュ￢ーター កំុ្ពយូ ទ័រ 14

こんぶ こ￢んぶ សារ៉ាយស្មុក្ទ 12

さいきん さいきん￣ ថ្េីៗខនុះ  បចច តបែនន 15ス

サイクリング サ￢イクリング ោរជិុះក្ង់ខដើរខលង 2

さいご さいご ចុងខក្ោយ 15ス

サイト サイト￣ ខគហទំព័រ 9

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

ខោក្ក្សី្ដស្តូ 13

さかな 魚 さかな￣ ក្តី 8

さくら さくら￣ ផ្កា សាគឺរ៉ា 3ス

サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー បាល់ទាត់ 2

ざっし ざっし￣ ទស្េ វដៅ ី 10

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ តំបន់សាប់ប៉ាូ រ៉ាុ 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん ខោក្ក្សី្ សាតូ 2

さま／～さま ～様 ――― ខោក្ ខោក្ក្សី្ (ជាពាក្យគួស្មរបស់្ពាក្យさん) 13

さむい さむ￢い ក្តជាក់្ 3

さら さら￣ ចាន 11

サラダ サ￢ラダ ញរំ 11

さん／～さん ――― ខោក្  ខោក្ក្សី្ 1

サンドイッチ サンドイ￢ッチ សំាងវចិ 11

サンパウロ サンパ￢ウロ តំបន់ខៅខ ៉ា ឡូ 4

さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ ោរខដើរកំ្សានៅយក្ យល់អាោស្ 2

じ／～じ ～時 ～￢じ ខា៉ា ង 7

しあい しあい￣ ោរក្បកួ្ត 2

しあわせ（な） しあわせ￣ សុ្្មងាល 18

シート シ￢ート ស្នល ឹក្ក្ក្ោស្ 11

じかん じかん￣ ខពលខវោ 7

じかん／～じかん ～じ￢かん ខា៉ា ៉៌ាង(ចំនួនខា៉ា ង) 5

じこしょうかい じこしょ￢うかい ោរស្ណ ំ ល នួ 2

しごと しごと￣ ោរង្ករ 1

じさ じ￢さ ខា៉ា ង ុស្រន តាមក្បខទស្ 13

ししゃ し￢しゃ សាខា 13

ししゅう ししゅう￣ បា៉ា ក់្(បា៉ា ក្អាវ) 10

じしょ じ￢しょ វច នុក្ក្ម 9

しずか（な） し￢ずか ខស្ៃ ៀមសាៃ ត់ 5

しつもん しつもん￣ សំ្នួរ 16

シドニー シ￢ドニー ទីក្ក្ រងសីុ្ដនី 4

じぶん じぶん￣  ល នួឯង  ឬ  ខោយ ល នួឯង 14

します 【～する3】 しま￢す ខធវ ី 1
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します（～に） 【～する3】 しま￢す ស្ខក្មចចិតៅ 11

じむ じ￢む ោរង្ករោរយិាល័យ 14

ジム ジ￢ム ក្ស្នលងហាត់ក្បាណ 16

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ អញ្ច ឹង.......(ពាក្យឧទាន) 3

ジャカルタ ジャカルタ￣ ទីក្ក្ រងចាោតា 4

しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け ក្តីសាម៉ាុង 12

しゃしん しゃしん￣ របូថ្ត 2

しゃちょう しゃちょう￣ ក្បធានក្ក្ រមហ ុន 14

シャツ シャ￢ツ អាវ 17

シャワー シャ￢ワー ទឹក្ផ្កា  ូក្ 13ス

しゅう しゅ￢う ស្បាៅ ហ៍ 10

しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ ោរស្ស្វងរក្ោរង្ករ 17

ジュース ジュ￢ース ទឹក្ស្អលខ ើ 11

じゅうたい じゅうたい￣ ស្ា ុះចរចរ 7

しゅうまつ しゅうまつ￣ ចុងស្បាៅ ហ៍ 16

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか ដថ្ៃទី១៤ 13

しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ ខក្ើតកូ្ន(ោរអលងទខនល ) 17

しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ ចុុះបំខពញោរង្ករខៅខាងខក្ត 10

しゅっぱつ（します）（【～する3】） 出発（します） しゅっぱつ￣ ខចញដំខណើរ 13

しゅふ しゅ￢ふ ខមអាុះ 1

しゅみ しゅ￢み ចំណង់ចំណូលចិតៅ 2

しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣ ស្ណ ំ 1ス

しょうがっこう しょうが￢っこう សាោបឋមសិ្ក្ា 9

しょうぎ しょうぎ￣ ស្លែងអុក្ជប៉ានុ 2

じょうず（な） じょうず￢ ពូស្ក្ 17ス

じょうば じょうば￣ ោរជិុះខស្ុះ 2

しょうらい しょ￢うらい អ គត 10

ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ រត់ហាត់ក្បាណតិចៗ 16

しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ ោរទទួលទានអាហារ 8

しょっぱい しょっぱ￢い ដក្ប 12

じょやのかね じょ￢やのかね ជួងស្ក្ាប់វយខពលយប់ោច់ឆ្ងន ំ 3

しります 【しる1】 しりま￢す ដឹង  ឬ  សាា ល់ 13

しろ し￢ろ ស្ 11

しろい しろ￢い ពណ៌ស្ 6

じん／～じん ～じん ～￢じん ជនជាតិ 1

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￣

ខោក្ សីុ្នអី ី 13

しんごう しんごう￣ ខ ល្ ើងចរចរ 6

しんこきゅう しんこ￢きゅう ដខងហ ើមស្វងៗ ឬ ោរដក្ដខងហ ើមស្វងៗ 15ス

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ សីុ្នជឹគឹ(ខ េ្ ុះទីក្ស្នលង) 5

しんせき しんせき￣ សាច់ញតិ 1

すい（すいようび） 水 す￢い ដថ្ៃពុធ 13

すいえい すいえい￣ ោរស្ហលទឹក្ 2

すいかわり すいか￢わり ស្លែងវយឪឡឹក្ 3

すいじょうバス すいじょうバ￢ス ក្បា៉ា ល់ជិុះក្មានៅ 8

すいぞくかん すいぞく￢かん ក្ស្នលងចិញ្ច ឹមស្តវទឹក្  ឬ ជលវបែោា ន 8

すいます 【すう1】 すいま￢す ដក្ដខងហ ើមចូល / ក្សូ្បចូល 15

スープ ス￢ープ ស្ ុប 12

スカイツリー スカイツリ￢ー
សាា យក្ទី (តួប៉ាមស្ដលានកំ្ពូល ពស់្ខៅទីក្ក្ រង
តូក្យូ )

8ス

すき（な） すき￢ ចូលចិតៅ  2

スキー スキ￢ー កី្ឡាស្ា ី 3

すきます 【すく1】 すきま￢す មិនខពញ  ឬ មិនក្ក្កុ្ញ 13

すぐ す￢ぐ ភាល មៗ 6

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

ោលវភិាគ 13

すごい すご￢い អសាច រយ 4

すこし すこ￢し បនៅ ិចបន្ចួ 1

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ ខោក្ក្សី្ សឹ្ហេឹគី 1

すずしい すずし￢い ក្តជាក់់្ក្សួ្ល 3

し

す
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スタッフ スタ￢ッフ បុគាលិក្ 14

ずっと ずっと￣ រហូត 13ス

すっぱい すっぱ￢い ជូរ 12

ステージ ステ￢ージ ឆ្ងក្ 10

すてき（な） すてき￣ សាែ ត  គួខអាយក្ស្ោញ់ 17

ストレス スト￢レス ភាពតានតឹង 15ス

スペイン スペ￢イン ក្បខទស្ខអស្៉ាាញ 9

スペインご スペインご￣ ភាសាខអស្៉ាាញ 9

スポーツ スポ￢ーツ កី្ឡា 16

すみます 【すむ1】 すみま￢す រស់្ខៅ 1

すみません すみませ￢ん សំុ្ខទាស្ 6

せいかつ 生活 せいかつ￣ ជីវភាព 10

セーター セ￢ーター អាវរង្ក 17

せかい 世界 せ￢かい ពិ្ពខោក្ 4

せかいいち （世界一） せか￢いいち ខល មួយខលើខោក្ 8

せなか せなか￣  នង 15

ぜひ ぜ￢ひ កំំុ្ខាន 5

せみ せみ￣ ស្តវដរ 3

せんしゅう せんしゅう￣ ស្បាៅ ហ៍៍មុន 4

ぜんぜん ぜんぜん￣ អត់ទាល់ស្តខសាុះ 9ス

センチ／～センチ ～セ￢ンチ ស្ង់ទីស្ម៉ាក្ត 4

そう そ￢う អញ្ច ឹង.......(ពាក្យឧទាន) 2

ソウル ソ￢ウル ទីក្ក្ រងខស្អូល 4

ソーセージ ソーセ￢ージ សាច់់ក្ក្ក្ 10

そして そして￣ ខហើយ 4ス

そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ បញ្ច ប់ោរសិ្ក្ា 17

そっち そっち￢ ទីខ ុះ 4

そと そ￢と ខាងខក្ត 11

その その￣ ខ ុះ 9

そふ そ￢ふ ជីតា(តារបស់្ ្ត)ំ 1

そぼ そ￢ぼ ជីដូន  យាយ (យាយរបស់្ ្ត)ំ 1

それ それ￣ ខ ុះ 12

それから それから￢ ប ា ប់មក្ខទៀត 5ス

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／それで￢
は

អញ្ច ឹង    ្តោំសិ្នខហើយ 14

タイ タ￢イ ក្បខទស្ដថ្ 10

だい～ 第～ だ￢い～ លំោប់ខល   ឬ  ខល 13

だいがく だいがく￣ សាក្លវទិាល័យ 9

たいしかん たいし￢かん សាថ នទូត 6

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ អត់់ានបញ្ហហ ខទ 7

タイじん タイ￢じん ជនជាតិដថ្ 10ス

だいすき（な） だ￢いすき ចូលចិតៅ ខាល ងំ 10ス

たいせつ（な） たいせつ￣ សំ្ខាន់ 18

たいせつに します たいせつに しま￢す យក្ចិតៅទុក្ោក់្ 18

たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ ហាត់ក្បាណ  ឬ ខធវ ីលំហាត់ក្បាណ 15

だいたい だいたい￣ ជាទូខៅ  ឬ  ក្បស្ហល 3

たいへん（な） たいへん￣ ស្ដលពិបាក្  យា៉ា ប់យឺន 4

たうえ たうえ￢ ោរោកំ្សូ្វ ឬ ោរខធវ ីស្ក្ស្ 3

タウン タ￢ウン ទីក្ក្ រង 5

たかい たか￢い ដថ្ល 5

たかい たか￢い  ពស់្ 6

たかく（たかい） た￢かく  ពស់្ 15

たくさん たくさん￣ ខក្ចើន 5ス

たこあげ たこ￢あげ បខង្កហ ុះស្ លង 2

タコス タ￢コス មហ បូតាកុ្(មហ បូមិុក្សីុ្កូ្) 10

たてもの たて￢もの អររ  សំ្ណង់ 6

たとえば たと￢えば ឧទាហរណ៍ 17

たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ ខោក្ តាណាោ 2

たのしい たのし￢い ស្បាយ 5

たのしみ たのし￢み ទនា ឹងរង់ចំាខោយក្ៅ ីរកី្រយ 7

す
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たばこ たばこ￣ បារ ី 16

たぶん た￢ぶん ក្បស្ហល 4ス

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す ញរំ  ពិសា  សីុ្ 8

たべもの 食べもの たべ￢もの របស់្ញរ ំ  អាហារ 3

たまご 卵 たま￢ご ស្ ុត  ពង 12

たまごやき 卵やき たまごやき￣ អូាស្លត (ពងទាខចៀន) 11

だめ（な） だめ￢ មិនលែ ខទ   មិនខក្ើតខទ 3ス

タワー タ￢ワー តួប៉ាម 6

たんご たんご￣ ពាក្យ 9

たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび  ួបកំ្ខណើត 17

ダンス ダ￢ンス រំ 10

たんぼ たんぼ￣ វលស្ក្ស្ 3

ちいさい 小さい ちいさ￢い តូច 8ス

チーズ チ￢ーズ  ីស្ 12

チーム チ￢ーム ក្ក្ រម 2ス

チェス チェ￢ス ស្លែងអុក្  2

チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク ពិនិតយ ឬ ក្តួតពិនិតយ 13

ちかい ちか￢い ជិត 8ス

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す  ុស្ 9

ちかく ち￢かく、ちか￢く ជិត  ស្ក្ែរ 5ス

チキンカレー チキンカ￢レー ោរសីាច់ាន់ 2

ちず ち￢ず ស្អនទី 10

ちち ち￢ち、ちち￢ ពុក្(ពុក្របស់្ខយើង) 1

チヂミ チヂミ￣ អិ ីមី (ខ េ្ ុះមហ បូកូ្ខរ៉ា) 10

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ ខៅក្ន តងកំ្ឡរ ងខពល ឬ ចខ ល ុះខពល 14ス

ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう អនុវទិាល័យ 9

ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく ក្បខទស្ចិន 1

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ ភាសាចិន 1

ちょう～ 超～ ちょ￢う～ ខាល ងំណាស់្ 2

チョコレート チョコレ￢ート សូ្កូ្ឡា 11

ちょっと ちょ￢っと បនៅ ិចបន្ចួ 5

つうやく つ￢うやく បក្ស្ក្ប(បក្ស្ក្បផ្កា ល់ាត់) 10

つかいます 【つかう1】 つかいま￢す ខក្បើ 9

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す ហត់ខនឿយ 13

つき (月） つき￢ ស្ 10

つぎ つぎ￢ ប ា ប់់ 16

つきじ 築地 つきじ￣ តេឹគីជី 5

つきます 【つく1】 つきま￢す មក្ដល់ 13ス

つきみ (月見） つきみ￣ ពិធីបុណយក្ពុះចនា   ឬ  ខមើលក្ពុះចនាខពញវង់ 3

つくります 【つくる1】 つくりま￢す បខងា ើត 2

つけもの つけもの￣ ក្ជក់្ 12

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す ផ្កៅ ខំអាើរ ឬ អៅល់ព័ត៌ាន 14

ツナ ツ￢ナ ក្តីធូណា 12

つま つ￢ま ្រយិា( ្រយិា ្ត)ំ 1

つもります 【つもる1】 つもりま￢す ខឡើងក្ោស់្ ឬ ក្ក្កុ្ញ 4

つゆ つゆ￣ រដូវខ ល្ៀង 3

つよい つよ￢い ខាល ងំ  4ス

て て￢ ដដ 15

でかけます 【でかける2】 でかけま￢す ខចញខៅខក្ត ឬ ខចញខក្ត 7

できます 【できる2】 できま￢す អាច ឬ ខចុះ 1

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ជួយ 10

デパート デパ￢ート អារទំខនើប 6

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す ខចញ  (ខចញទឹក្ខតៅ ) 13ス

でむかえ でむかえ￣ ខៅទទួលនរណាាន ក់្ 13

でも で￢も ប៉ាសុ្នៅ 12

てんき て￢んき អាោស្ធាតុ 3

でんき で￢んき អគា ិស្នី 13

でんきてん でんき￢てん ហាងលក់្ស្ាា រៈអគា ិស្នី 5

でんしじしょ でんしじ￢しょ វច នុក្ក្មខអឡិចក្តនិូច 9

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ រថ្ខ ល្ ើង 7
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てんぷら てんぷら￣ អាហារបំពង 8

でんわ (電話） でんわ￣ ទូរស្ពា 10

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう ខល ទូរស្ពា 13

ど／～ど ～￢ど ........អងា 3

ドイツ ド￢イツ ក្បខទស្អាលល ឺម៉ាង់ 9

ドイツご ドイツご￣ ភាសាអាលល ឺម៉ាង់ 9

ドイツじん ドイツ￢じん ជនជាតិអាលល ឺម៉ាង់ 10ス

どう ど￢う យា៉ា ងខមចស្ដរ 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ ទីក្ក្ រងតូក្យូ 1

どうして ど￢うして ខហតុអវ ី 3

どうぞ ど￢うぞ សូ្មអខញ្ជ ើញ 9

とうちゃく（します）（【～する3】） 到着（します） とうちゃく￣ ោរមក្ដល់ ឬ ចុុះចត 13

どうぶつ どうぶつ￣ ស្តវ  8

どうぶつえん どうぶつ￢えん សួ្នស្តវ 5

どうも ど￢うも អរគុណខក្ចើន 6

どうやって ど￢うやって ខធវ ីដូចខមៅច 6ス

とおい とおい￣、とお￢い ឆ្ងៃ យ 5

とおか (十日) とおか￣ ដថ្ៃទី១០ 13

とおり とおり￢ អល វូ 6

とき (時） とき￢ ខពល ឬ ខៅខពល 2

ときどき ときどき￢ ជួនោល 10

とくい（な） とく￢い ស្ដលពូស្ក្ 2

どくしょ （読書） ど￢くしょ ោរអាន 2

とくに と￢くに ជាពិខស្ស្ 2

とけい とけい￣  ឡិោ 17

どこ ど￢こ ទីណា ឬ ក្ស្នលងណា 6

どっち ど￢っち
មួយណា(ពាក្យខនុះខក្បើក្ន តងោរនិយាយខក្ជើស្ខរសី្
របស់្មួយក្ន តងចំខណាមរបស់្ពី)

11

とても とても￢ ណាស់្ 3

となり となり￣ ខៅប ា ប់ ឬ ខៅជាប់ 6ス

どの ど￢の
មួយណា(ខក្បើស្ក្ាប់ខក្ជើស្ខរសី្របស់្ស្ដលាន
ចាប់ពី៣ខឡើងខៅ)

5

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

ក្បស្ហលប៉ា ុេ ន ឬ រយៈខពលប៉ា ុេ ន 16

トマト ト￢マト ខប៉ាងខបា៉ា ុះ 12

とまります 【とまる1】 とまりま￢す  ប់ 7

ともだち ともだち￣ មិតៅ្ក្ៅ ិ 2

とやま 富山 と￢やま ខ តៅតូយាា៉ា 4

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび ដថ្ៃខៅរ៍ 7

ドライバー ドライバー￣ អនក្ខបើក្បរ 13

ドライブ ドラ￢イブ ោរខបើក្បរ 2

ドラマ ド￢ラマ ខរឿងភាគ 10

とります 【とる1】 とりま￢す យក្ ឬ ថ្ត(ថ្តរបូភាព) 2

どれ ど￢れ មួយណា(របស់្ានចាប់ពី៣ខឡើងខៅ) 8ス

トレーニング（します）（【～する3】） トレ￢ーニング ោរអនុវតៅ  ឬ ោរហាត់ស្ម 16

どんな ど￢んな ស្បបណា 2

なか な￢か ក្ន តង ឬ ខាងក្ន តង 10

ながい なが￢い ស្វង 13ス

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

អនក្ក្សី្ ណាោមឹរ៉ា ក់្ 1

なし（ない） な￢し រេ ន ឬ ទខទ 13ス

なつ なつ￢ រដូវខតៅ 3

なつやすみ なつや￢すみ ដថ្ៃស្ក្ាក្ខពលរដូវខតៅ 3ス

なに／なん な￢に／な￢ん អវ ី 2

なにか な￢にか អវ ីមួយ 16

なにも なにも￣ រេ នអវ ីខទ  មិនានអីខទ 16

なべりょうり なべりょ￢うり ស្ ុបឆ្ងន ំងដី 3

なまえ なまえ￣ ខ េ្ ុះ 9

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す ខរៀន 10

なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す ោល យខៅជា 2
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にあいます 【にあう1】 にあいま￢す ស្មនិងអវ ីមួយ 17

にがて（な） にがて￣ ខ ាយ ឬ មិនពូស្ក្ 3

にぎやか（な） にぎ￢やか អ ូ រអរ 5

にしぐち 西口 にしぐち￣ ក្ចក្ខាងលិច 5

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ ដថ្ៃទី២៤ 13

にち／～にち ～日 ――― ដថ្ៃ 13

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち ដថ្ៃអាទិតយ 7

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん ក្បខទស្ជប៉ានុ 1

にほんご 日本語 にほんご￣ ភាសាជប៉ានុ 1

にほんしゅ にほんしゅ￣ ក្សាជប៉ានុ 11

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん ជនជាតិជប៉ានុ 1

にます【にる1】 にま￢す ក្ស្ខដៀង 9

にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ ោរចូលខរៀន 17

にゅうがくしき にゅうがく￢しき ពិធីខបើក្បខវស្នោល 3

ニューヨーク ニューヨ￢ーク ទីក្ក្ រងញូវយ៉ាក្ 4

にん／～にん (～人) ―――  ក់្(ខក្បើស្ក្ាប់រប់មនុស្េ) 1

にんぎょう にんぎょう￣ តុក្ាតា 2

ネクタイ ネ￢クタイ ក្ក្វ៉ា ត់ក្ 17

ネックレス ネ￢ックレス ស្ េក្ 17

ねます【ねる2】 ねま￢す ខដក្ ឬ ខក្ង 15

ねん 年 ね￢ん ឆ្ងន ំ 10

ねん／～ねん ～年 ――― ឆ្ងន ំ 9

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ ខោក្ ណូោក់្ 2

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す អឹក្ 15

のみもの 飲みもの のみ￢もの របស់្អឹក្ 11

のります 【のる1】 のりま￢す ជិុះ 8

は は￢ ខធេញ 15

パーティー パ￢ーティー ជប់ខលៀង 18

はい は￢い បាទ ឬ ចាស្ 4

はいります 【はいる1】 はいりま￢す ចូល  15

はきます 【はく1】 はきま￢す ដក្ដខងហ ើមខចញ 15

はくぶつかん はくぶつ￢かん សារមនា ីរ 6

はし はし￢ សាព ន 6

はし は￢し ចងា ឹុះ 11

はじめまして はじめま￢して រកី្រយស្ដលបានសាា ល់ 2

ばしょ ばしょ￣ ទីក្ស្នលង 7

はしります 【はしる1】 はしりま￢す រត់ 16

バス バ￢ス ឡានក្ក្ រង 5

パソコン パソコン￣ កំំំុ្ពយូ ទ័រយួរដដ 14

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す ខធវ ីោរ 1

はつおん はつおん￣ ោរបខញ្ចញសំ្ខលង 9

はつか (二十日) はつか￣ ដថ្ៃទី២០ 13

バッハ バ￢ッハ ខ េ្ ុះអនក្និពនធជនជាតិអាលល ឺម៉ាង់ 2

はな はな￢ ផ្កា 3

はな はな￢ ក្ចមុុះ 15

はなし （話） はなし￢ ខរឿង 10ス

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す និយាយ ឬ ជស្ជក្ 1

バナナ バ￢ナナ ខចក្ 11

はなび は￢なび ោំក្ជួច 3

はなみ はなみ￢ ោរខមើលផ្កា រកី្ 3

はは は￢は ាៅ យ (ាៅ យខយើង) 1

ははは ――― ហាស្ហាស្(ខក្បើស្ក្ាប់ខស្ើច) 7ス

ハム ハ￢ム សាច់ក្ជកូ្បនាុះ 12

はやい はや￢い មុន(ខចញមុនខា៉ា ង) 5

はやく（はやい） は￢やく ខលឿន 15

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ ហារ៉ា ជឹគឹ(ខៅតូក្យូ ) 5

はる は￢る រដូវផ្កា រកី្ 3

バルセロナ バルセ￢ロナ ទីក្ក្ រងបាខស្លូណា(ក្បខទស្ខអស្៉ាាញ) 2ス

はれ はれ￢ ខមឃក្ស្លុះ 4

はれます 【はれる2】 はれま￢す ខមឃក្ស្លុះ 4
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バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー ដថ្ៃបុណយដនក្ៅ ីក្ស្ោញ់ 17

ハロー ハ￢ロー សួ្ស្ៅ ី 2

はん／～はん ～半 ～は￢ん ក្នលុះ ឬ ពាក់្ក្ណាៅ ល 13

ばんごう (番号） ばんご￢う ខល  13ス

ひ （日） ひ￢、ひ￣ ដថ្ៃ 17

ビール ビ￢ール ក្សាខបៀរ 11

ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ ក្ចក្ខាងខក្ើត 5

ピクニック ピ￢クニック ោរយក្អាហារខៅញរំជំុរន ខៅខាងខក្ត 11

ピクルス ピ￢クルス ក្ជក់្( ក្ជក់្ស្បបអឺុរ៉ាុប) 12

ひさしぶり ひさしぶり￣ ខានជួបរន យូខហើយ 4

びじゅつかん びじゅつ￢かん សារមនា ីសិ្លែុះ 8

ひしょ ひ￢しょ ខលខា 14

ひだり ひだり￣ ខអវង 6

ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ ខរអីាុះ 18

ひつよう（な） ひつよう￣ សំ្ខាន់ 18

ひと （人） ひと￣、～ひと￢ មនុស្េ 5

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ មួយ(ខក្បើស្ក្ាប់រប់របស់្) 6

ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ ជាដំបូង ឬ ទីមួយ  លំោប់ទី១ 6

ひま（な） ひま￣ ទំខនរ 2

ひまわり ひま￢わり ផ្កា  ូក្រដា 3

びょういん びょういん￣ មនា ីខពទយ 1

ひらがな ひらが￢な អក្េរហីរ៉ាហាា ណា 9

ひる ひる￢ ខពលដថ្ៃ 13ス

ビル ビ￢ル អររ  ឬ  សំ្ណង់ 6

ひろい ひろ￢い ទូោយ 5

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ ពីរ៉ាសីុូ្គី(មហ បូក្បរខទស្រ៉ាុសីុ្) 10

びん び￢ん ខជើងខហាុះខហើរ 13

ファックス ファ￢ックス ា៉ា សីុ្នទូរសារ 14

ファッション ファ￢ッション ម៉ាូត 5ス

フィリピン フィ￢リピン ក្បខទស្ហវ ីលីពីន 10

プール プ￢ール អាងស្ហលទឹក្ 16ス

ふうん ――― ហឺ.......(ពាក្យឧទាន) 1

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す បក់្ ឬ  យល់បក់្ 4

ふくおか 福岡 ふく￢おか ខ តៅហវ គឹឹអូោ 4

ふじさん （富士山） ふ￢じさん ន្ ំហវ ឹជី 5

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ ពី(ខក្បើស្ក្ាប់រប់របស់្) 6

ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ ទីពីរ ឬ លំោប់ទី២ 6

ふたり （二人） ふたり￢ ពីរ ក់្ 1ス

ぶどう ぶどう￣ ទំពាងំបាយជូរ 3

ぶどうがり ぶどうがり￣ ោរក្បមូលអលទំពាងំបាយជូរ 3

ふね ふ￢ね  វ ទូក្ 8

ふふふ ――― ហឹក្ៗៗ(ខក្បើខពលខស្ើច) 17ス

ふゆ ふゆ￢ រដូវរង្ក 3

フライト フライト￣ ខជើងខហាុះខហើរ 13

ブラジル ブラジル￣ ក្បខទស្ខក្បសីុ្ល 1

フランス フランス￣ ក្បខទស្បារងំ 9

フランスご フランスご￣ ភាសាបារងំ 9

ふります 【ふる１】 ふりま￢す ធាល ក់្ (ធាល ក់្ខ ល្ៀង  ធាល ក់្ក្ពិល) 3

プリントアウト（します）（【～する3】） プリントア￢ウト ក្ពីន 14

フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ នំខ ក្ស្អលខ ើ 2

プレゼント プレ￢ゼント អំខណាយ 17

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん  ទី 7

ぶん ぶ￢ん ក្បខយាគ  ឃ្លល 9

ぶんか 文化 ぶ￢んか វបែធម៌ 9

ぶんぽう ぶんぽう￣ ខវយាក្រណ៍ 9

へいきん へいきん￣ ជាមធយម 3

へえ ――― ខហ (ជាពាក្យឧទាន) 1

ペキン （北京） ペ￢キン ខប៉ាោំង 4

へや へや￢ បនាប់ 17

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ និយាយរ៉ា ូ ឬ រអិល 14
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ペン ペ￢ン ប ៊ិច 14

べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ ខរៀន 1

べんり（な） べ￢んり ង្កយក្សួ្ល 5

ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド មិត្ក្ប រស្ 17

ほか ほか￣ ខអេងខទៀត 11

ほそながい ほそなが￢い ក្ទស្វង  តូចខហើយស្វង 6

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう ទីក្ក្ រងហុក្ដក្ដូ 4ス

ポテトチップス ポテトチ￢ップス ដំឡូងបំពង 11

ホテル ホ￢テル ស្ណាា ររ 1

ポルトガル ポルトガル￣ ក្បខទស្ព័រទុយហាា ល់ 1

ポルトガルご ポルトガルご￣ ភាសាព័រទុយហាា ល់ 1

ほん ほ￢ん ខស្ៀវខៅ 10ス

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― ខដើម (ខក្បើស្ក្ាប់រប់របស់្ស្វងៗ) 13ス

ほんじつきゅうぎょう 本日休業 ほ￢んじつきゅうぎょう ដថ្ៃខនុះបិទហាង 9ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ ោរយិាល័យក្ណាៅ ល 13

ほんとう ほんとう￣ ពិត ពិតក្បាក្ដ 10ス

ほんとに ほんとに￣ ពិតស្មន 12ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ បក្ស្ក្ប (បក្ខោយោរស្រខស្រ) 10

まあ ま￢あ ា៉ា ......(ជាពាក្យឧទានខក្បើស្ក្ាប់មុនស្េក្សី្) 17ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ ធមេតាៗ មិនានអវ ីជាពិខស្ស្ខទ 13

まいあさ ま￢いあさ រល់ក្ពឹក្ 16

まいにち ま￢いにち រល់់ដថ្ៃ 4

まえ ま￢え មុ  ខាងមុ 7

まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん ខោក្ក្សី្ខ ៉ា 1

まがります 【まがる1】 まがりま￢す បត់(បត់ខអវងឬបត់សាៅ ំ) 6

まげます 【まげる2】 まげま￢す ពត់ ឬ បត់ 15

まず ま￢ず ជាដំំបូង 10ス

また また￢ មៅងខទៀត 7

まだ ま￢だ ខៅខឡើយ 8

まち まち￢ ទីក្ក្ រង 5

まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ ោរណាត់ជួប 7

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す  ុស្ ឬ ានកំ្ហុស្ 7

まちます 【まつ1】 まちま￢す រង់ចំា 7

まっすぐ（な） まっす￢ぐ ក្តង់ ឬ ខៅក្តង់ 6

まつり まつり￣ ពិធីបុណយ 3

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す វខងវង  ឬ វខងវងអល វូ 7

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん ខោក្ក្សី្ា៉ា រ ី 1

まるい まるい￣、まる￢い មូល 6

マレーシア マレ￢ーシア ក្បខទស្ា៉ា ខឡសីុ្ 10

まわします 【まわす1】 まわしま￢す បងវ ិល (បងវ ិលរបស់្) 15

まんじゅう まんじゅ￢う នំានរស្ជាតិដំណាប់ស្ស្ណៅ ក្ 12

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す ខឃើញ 6

みおくり みおくり￣ ជូនដំខណើរ 14

みぎ みぎ￣ សាៅ ំ 6

みず 水 みず￣ ទឹក្ 8

みせ みせ￢ ហាង តូប 5

みち みち￣ អល វូ 6

みなさん みな￢さん អនក្ទាងំអស់្រន 14

ミニレッスン ミニレッ￢スン ខមខរៀន ល ីៗ 10

みます 【みる2】 見ます みま￢す ខមើល 2

みみ みみ￢ ក្តខចៀក្ 15

みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ សិ្បែក្មេស្ដលខធវ ីតាមតំបន់ 10

みんな みんな￢ អនក្ទាងំអស់្រន 18

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す
ខៅទទួលអនក្ណាាន ក់្ខៅក្ពោនយនៅខហាុះ
ឬសាថ នីយ

13

むこう むこ￢う、むこう￣ ទីខ ុះ ឬអនក្ខាងខ ុះ 10ス

むしあつい むしあつ￢い ខតៅ ស្អ ត ុះ ឬ ខតៅ ស្អ ត ុះសាែ ប់ 3

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

ពិបាក្ 9

むすこ むすこ￣ កូ្នក្ប រស្(កូ្នរបស់្ខយើង) 1

へ

ほ

ま

み
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むすこさん むすこさん￣ កូ្នក្ប រស្(កូ្នរបស់្ខគ) 1

むすめ むすめ￢ កូ្នក្សី្(កូ្នរបស់្ខយើង) 1

むすめさん むすめさん￣ កូ្នក្សី្(កូ្នរបស់្ខគ) 1

むね むね￢ ក្ទងូ 15

むり（します）（【～する3】） む￢り ខៅមិនរចួ ស្ដលមិនអាចខៅរចួ 15

ムルタバ ムルタバ￣ ខ េ្ ុះមហ បូរបស់្ក្បខទស្ា៉ា ខឡសីុ្ 10

め め￢ ស្ ន្ក្ 15

メール メール￣ អីុស្ម៉ាល 13

メキシコ メキシコ￣ ក្បខទស្មិុក្សីុ្កូ្ 10

めずらしい めずらし￢い ស្បលក្  ក្ក្ម (របស់្ក្ក្ម) 8

メモ メ￢モ ក្ត់ចំណាំ 11

もう も￢う រចួរល់ 8

もう もう￣ ខទៀត 9

モーターズ モ￢ーターズ ម៉ាូ ទ័រ( ខ េ្ ុះក្ក្ រមហ ុន) 13

もじ も￢じ អក្េរ 9

もしもし も￢しもし ខហឡូ សួ្ស្ៅ ី (ខក្បើខពលនិយាយទូរស្ពា) 4

モスクワ モスクワ￣ ទីក្ក្ រងមូស្គ ូ 4

もちます 【もつ1】 もちま￢す ាន  ោន់ ឬ យួរ 11

もちろん もち￢ろん ពិតក្បាក្ដ  ឬ ពិតណាស់្ 8ス

もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す យក្ខៅ ឬ ោន់ខៅ 11

もの もの￢ របស់្  វតថ ត 11

もみじ も￢みじ ស្ល ឹក្ខ ើស្ក្បពណ៌ក្ក្ហមខក្ពឿងៗ 3

もらいます 【もらう1】 もんだい￣ ទទួល 13

もんだい もんだい￣ បញ្ហហ  ឬ សំ្នួរ 13ス

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ ខោក្ យា៉ា ហា ី 11

やけい やけい￣ ទិដាភាពខពលយប់ 8

やさい やさい￣ បស្នល 16

やさしい やさしい￣、やさし￢い ចិតៅលែ 17ス

やすい やす￢い ខចាក្ 5

やすみ 休み やすみ￢ ដថ្ៃស្ក្ាក្ 9ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す ស្ក្ាក្ 13ス

やたい や￢たい តូបលក់្អាហារតាមចិខញ្ច ើមអល វូ 8

やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ ខោក្ក្សី្យាា៉ា ោក់្ 3

やります 【やる1】 やりま￢す ខធវ ី 15ス

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん ខោក្ក្សី្យូកូ្ 5ス

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく ប៉ាសុ្ៅ ិ៍ដក្បស្ណីយ៍ 6

ゆうめい（な） ゆうめい￣ លែីលាញ 5

ゆき ゆき￢ ក្ពិល 4

ゆっくり ゆっく￢り យឺតៗ 15

ようこそ よ￢うこそ សូ្មសាវ គមន៍ 13

ヨガ ヨ￢ガ កី្ឡាយូហាា 16

よかったら よ￢かったら ក្បសិ្នខបើចូលចិតៅ ឬ ក្បសិ្នខបើជាោរលែ 12

よく よ￢く ញឹក្ញប់ 2

よく よ￢く លែ 4

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ ខោក្យូសីុ្ោក់្ 7

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す អាន 9

よよぎ 代々木 よよぎ￣ ខ េ្ ុះតំបន់ 10ス

よる よ￢る យប់ ខពលយប់ 5

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す ស្បាយចិតៅ ឬ រំខ ើ្បចិតៅ 18

よろしく よろしく￣
ជាពាក្យខក្បើខពលខអាយខគជួយខធវ ីអវ ីមួយ ឬ 
ខពលពឹងពាក់្អនក្ណាាន ក់្

14

ラーメン ラ￢ーメン មី(មីជប៉ានុ) 8

らいげつ (来月） ら￢いげつ ស្ ខក្ោយ 14

らいしゅう らいしゅう￣ ស្បាៅ ហ៍ខក្ោយ 11

ライトアップ ライトア￢ップ ខ ល្ ើងបំ ល្ ឺ 8

リスト リ￢スト បញ្ជ ី 9

りゅうがく（します）（【～する3】） りゅうがく￣ ខៅខរៀនខៅបរខទស្ 10

りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ ប្រូលុយ 8

りょうしん りょ￢うしん ឪពុក្ាៅ យ 1

りょうり 料理 りょ￢うり មហ បូ 2
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りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ ដំខណើរកំ្សានៅ 2

リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス ោរស្ក្ាក្ 16ス

りんご りんご￣ ស្អលខបា៉ា ម 11

れきし れきし￣ ក្បវតៅ ិសាន្តស្ៅ 8

レストラン レ￢ストラン ខភាជនីយោា ន 5

レモン レ￢モン ក្កូ្ចឆ្ងេ 12

れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ អនុវតៅ 9

ローマ ロ￢ーマ ទីក្ក្ រងរ៉ាមូ 13ス

ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス ទីក្ក្ រងឡូស្អនជឺស្លស្ 4

ロシア ロ￢シア ក្បខទស្រុស្េី 10

ロビー ロ￢ビー បនាប់់រង់ចំា 7

ロンドン ロ￢ンドン ទីក្ក្ រងឡរ ងដុង 4

わあ ――― វ៉ា វ.........(ពាក្យឧទាន) 1

ワイン ワ￢イン ក្សាទំពាងំបាយជូ 11

わかい わか￢い ខក្េង 2

わかります 【わかる1】 わかりま￢す យល់ ឬ ដឹង 5

わさび わ￢さび វ៉ាសាប ៊ី 12

わたし わたし￣  ្ត ំ 1

わたしたち わたし￢たち ពួក្ខយើង ្ត ំ 1

わたります 【わたる1】 わたりま￢す អលង 6
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