
 2021/10/1

『まるごと　日本のことばと文化』初級1（A2）＜りかい＞

ごいインデックス　ดชันีคาํศพัท ์ （掲載順　เรยีงลําดบัตามการปรากฏของคาํศพัท）์

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)
あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す เดนิ
いい い￢い ดี
いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ ไม,่ ไมใ่ช่
いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ไป
いっしょに いっしょに￣ ดว้ยกัน
いま 今 い￢ま ตอนนี
います（～が／は） 【いる2】 いま￢す ม ี(ครอบครัว)
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 （家） うち￣ บา้น
えいご 英語 えいご￣ ภาษาอังกฤษ
ええ ――― ใช่
オーストラリア オーストラ￢リア ประเทศออสเตรเลยี
オーストラリアじん オーストラリア人 オーストラリア￢じん ชาวออสเตรเลยี
おかあさん お母さん 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)

おじいちゃん おじ￢いちゃん ปู่  ตา (ของตนเอง)
おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す สอน
おしごと（しごと） お仕事(仕事) おし￢ごと งาน
おっと おっと￣ สาม ี(ของตนเอง)
おとうさん お父さん 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)

おとこ 男 おとこ￢ ผูช้าย
おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ เด็กผูช้าย
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)

おばあちゃん おば￢あちゃん ยา่, ยาย (ของตนเอง)
おんな 女 おんな￢ ผูห้ญงิ
おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ ผูห้ญงิ
かいご か￢いご การดแูล (คนไข)้

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ บรษัิท
かいしゃいん かいしゃ￢いん พนักงานบรษัิท
かぞく か￢ぞく ครอบครัว
がっこう 学校 がっこう￣ โรงเรยีน
かようび／か 火よう日／火 かよ￢うび วันอังคาร
きます 【くる3】 来ます きま￢す มา
きょうだい きょ￢うだい พนีอ้ง
くにたち 国立 くにたち￣ คนุติะจิ
くるま 車 くるま￣ รถยนต์

くん／～くん ―――
...คงุ (คําเรยีกเพอืนผูช้ายหรอืผูช้าย
ทอีายนุอ้ยกวา่)

ご／～ご ～語 ～ご￣ ภาษา...
ごしゅじん ごしゅ￢じん สาม ี(ของตนเอง)
こども 子ども こども￣ เด็ก
この この￣ (นาม) นี
これ これ￣ สงิน,ี อันนี

มะรุโกะโตะ : ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น ชัน้ตน้ 1 (A2) 

เพิม่พูนความเขา้ใจ
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か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

コンサルタント コンサ￢ルタント ผูใ้หคํ้าปรกึษา
コンピューター コンピュ￢ーター คอมพวิเตอร์
さい／～さい ～￢さい อาย.ุ..ปี
さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん ซะโต/คณุซะโต
さん／～さん ――― คณุ... (คํานําหนา้รปูสภุาพ)

じ ～時 ～￢じ ...โมง
じかん 時間 じかん￣ เวลา
しごと 仕事 しごと￣ งาน

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

จักรยาน

しながわ 品川 しながわ￣ เมอืงชนิะงะวะ
します 【する3】 しま￢す ทํา
じゃあ じゃ￢あ งัน.. (คําเกรนิ)

しゅふ しゅ￢ふ แมบ่า้น
じん／～じん ～人 ～￢じん คน... (สญัชาต)ิ

しんせき しんせき￣ ญาติ
すいようび／すい 水よう日／水 すいよ￢うび วันพธุ
すみます 【すむ1】 すみま￢す อาศัย
そう そ￢う อยา่งนัน
そふ そ￢ふ ปู่ , ตา (ของตนเอง)
そぼ そ￢ぼ ยา่, ยาย (ของตนเอง)
だいたい だいたい￣ สว่นใหญ่ ス

たくさん たくさん￣ มาก
たのしい 楽しい たのし￢い สนุก
だれ だ￢れ ใคร
ちかい ちか￢い ใกล ้
ちち 父 ち￢ち、ちち￢ พอ่ (ของตนเอง)
つま つ￢ま ภรรยา (ของตนเอง)
でも で￢も แต่
でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ รถไฟฟ้า
どう ど￢う อยา่งไร
とうきょう 東京 とうきょう￣ โตเกยีว
どうやって ど￢うやって อยา่งไร
どこ ど￢こ ทไีหน
ところ ところ￢ สถานที

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

ประมาณ

ともだち 友だち ともだち￣ เพอืน
なに／なん 何 な￢に／な￢ん อะไร
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
バス バ￢ス รถประจําทาง
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 母 は￢は แม ่(ของตนเอง)
ひと 人 ひと￣、～ひと￢ คน....

びょういん びょういん￣ โรงพยาบาล
ひろしま 広島 ひろしま￣ เมอืงฮโิรชมิะ
ふたり ２人／二人 ふたり￢ 2 คน
ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ...นาที
べんきょう（します）(【する3】） 勉強（します） べんきょう￣ เรยีน
べんり（な） べ￢んり สะดวกสบาย
まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ ทกุสัปดาห์
まいにち 毎日 ま￢いにち ทกุวัน
まご まご￢ หลาน
むすこ むすこ￣ ลกูชาย (ของตนเอง)
むすこさん むすこさん￣ ลกูชาย (ของผูอ้นื)
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むすめ むすめ￢ ลกูสาว (ของตนเอง)
むすめさん むすめさん￣ ลกูสาว (ของผูอ้นื)

メール メール￣ อเีมล
もくようび／もく 木よう日／木 もくよ￢うび วันพฤหัสบดี
ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん ยโูกะ / คณุยโูกะ
よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ โยะชดิะ / คณุโยะชดิะ
らいしゅう 来週 らいしゅう￣ อาทติยห์นา้ สัปดาหห์นา้
らいねん 来年 らいねん￣ ปีหนา้
りょう／りょうくん りょ￢う／りょ￢うくん เรยีว/คณุเรยีว
りょうしん りょ￢うしん พอ่แม่
わたし 私 わたし￣ ฉัน
わたしたち 私たち わたし￢たち พวกเรา
あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す เลน่
あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す รวบรวม สะสม
アニメ アニメ￣、ア￢ニメ อนเิมะ
あまり あまり￣ ไมค่อ่ย
アルバイト アルバ￢イト งานพเิศษ
いそがしい いそがし￢い (งาน) ยุง่
いちばん いちばん￣ ทสีดุ, ทหีนงึ
いろいろ（な） いろいろ￣ หลากหลาย, ตา่งๆนา นา
インターネット インターネ￢ット อนิเตอรเ์น็ต
うた うた￢ เพลง
うたいます 【うたう1】 うたいま￢す รอ้งเพลง
うれしい うれし￢い ดใีจ
うんどう うんどう￣ การออกกําลังกาย
え 絵 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
おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す ตนืนอน
おさけ（さけ） お酒(酒） おさけ￣ เหลา้ เครอืงดมืทมีแีอลกอฮอล์
おどります 【おどる1】 おどりま￢す เตน้รํา
オペラ オ￢ペラ โอเปรา่
おんがく 音楽 お￢んがく ดนตรี
がいこく 外国 がいこく￣ ตา่งประเทศ
がいこくご 外国語 がいこくご￣ ภาษาตา่งประเทศ
かいます 【かう1】 買います かいま￢す ซอื
かいもの 買い物 かいもの￣ การซอืของ
かえります 【かえる2】 かえりま￢す กลับ (บา้น)

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す เขยีน
かきます 【かく1】 かきま￢す วาด
がくせい 学生 がくせい￣ นักเรยีน
カレー カレー￣ แกงกะหรี
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ฟัง
きって きって￣ แสตมป์
ぎゅうどん ぎゅうどん￣ ขา้วหนา้เนอื
クッキー ク￢ッキー คกุกี ス

くに 国 くに￣、～くに￢ ประเทศ

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

เพลงคลาสสกิ

コイン コ￢イン เหรยีญ
こうえん こうえん￣ สวนสาธารณะ
サッカー サ￢ッカー ฟตุบอล
ざんぎょう ざんぎょう￣ การทํางานลว่งเวลา
さんぽ（します）(【する3】） さんぽ￣ การเดนิเลน่ (เดนิเลน่)

しあい しあい￣ เกมการแขง่ขัน
ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ เพลงป๊อปของญปีุ่ น
しゃしん 写真 しゃしん￣ รปูถา่ย
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￣ หมากรกุญปีุ่ น
すき（な） 好き すき￢ ชอบ รักใคร ่โปรดปราน
スペイン スペ￢イン ประเทศสเปน
スペインご スペイン語 スペインご￣ ภาษาสเปน
スポーツ スポ￢ーツ กฬีา
そと 外 そ￢と ขา้งนอก
その その￣ (นาม) นัน
それから それから￣ หลังจากนัน
たいへん（な） たいへん￣ ลําบาก

たなか／たなかさん 田中／田中さん
たなか￣／
たなかさん￣

ทะนะกะ/คณุทะนะกะ

たべます【たべる2】 食べます たべま￢す กนิ รับประทานอาหาร
ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく ประเทศจนี
ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ ภาษาจนี
ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん ชาวจนี
つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す สรา้ง, ทํา
できます 【できる2】 できま￢す สามารถ ทําได ้
とき （時） とき￢ เมอื, ตอน
ときどき ときどき￢ บางครัง
とくい（な） とく￢い ถนัด, ชํานาญ, เกง่
どくしょ 読書 ど￢くしょ การอา่น
とくに と￢くに โดยเฉพาะ  เป็นพเิศษ
ドライブ ドラ￢イブ การขับรถ
とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す ถา่ยรปู
どんな ど￢んな ...แบบไหน
なか 中 な￢か ขา้งใน, ภายใน
にんぎょう にんぎょう￣ ตุก๊ตา
ねます 【ねる2】 ねま￢す นอน
のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ โนะดะ/คณุโนะดะ
のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す ดมื
はい は￢い ใช่
バッハ バ￢ッハ โยฮันน ์เซบาสเตยีน บาค
はな 花 はな￢ ดอกไม ้
びじゅつかん びじゅつ￢かん หอศลิป์
ひとり １人／一人 ひと￢り คนเดยีว
ひま（な） ひま￣ วา่ง
ホール ホ￢ール หอ้งโถง
ほか ほか￣ อนืๆ
ホラー ホ￢ラー สยองขวัญ
ほん 本 ほ￢ん หนังสอื
みます 【みる2】 見ます みま￢す ดู
モネ モ￢ネ จติรกรชาวฝรังเศส โกลด มอแน
やきそば やきそば￣ ยะกโิซบะ
やきゅう やきゅう￣ เบสบอล
ゆっくりします 【する3】 ゆっく￢りします ผอ่นคลาย
よく よ￢く บอ่ย
よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す อา่น
りょうり 料理 りょ￢うり อาหาร
りょこう（します）(【する3】） 旅行 りょこう￣ การทอ่งเทยีว
れい れ￢い ตัวอยา่ง
わかい わか￢い เยาววั์ย, หนุ่มสาว
あいます 【あう1】 会います あいま￢す พบ, เจอ
あかい 赤い あかい￣、あか￢い สแีดง

あかり／あかりさん
あかり￣／
あかりさん￣

อะกะร/ิคณุอะกะริ

あき 秋 あ￢き ฤดใูบไมร้ว่ง
あたたかい あたたか￢い อุน่, รอ้น
あつい あつ￢い รอ้น
あの あの￣ (นาม) โนน้
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か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ อะเบะ/คณุอะเบะ
ありがとう あり￢がとう ขอบคณุ
あります 【ある1】 ありま￢す ม ีมกีารจัด (งานปารต์ ีกจิกรรม เทศกาล)

いちねんじゅう
一年じゅう（一年
中）

いちねんじゅう￣ ภายใน 1 ปี

いつ い￢つ เมอืไหร่
いつごろ いつごろ￣ ประมาณเมอืไหร่
いつも い￢つも ตลอด
インドネシア インドネ￢シア ประเทศอนิโดนเีซยี
うみ 海 う￢み ทะเล
おいしい おいしい￣、おいし￢い อรอ่ย
がつ／～がつ ～月 ――― เดอืน...

かわ 川 かわ￢ แมนํ่า
きせつ き￢せつ ฤดกูาล
きれい（な） き￢れい สวย
くだもの くだ￢もの ผลไม ้
げんき（な） 元気 げ￢んき แข็งแรง
けんめい 件名 けんめい￣ หัวเรอืง (ใชก้ับอเีมล)

ことし 今年 ことし￣ ปีนี
ごろ／～ごろ ～ご￢ろ ราว..., ประมาณ...

さかなつり 魚つり さかな￢つり การตกปลา
さきます 【さく1】 さきま￢す (ดอกไม)้ บาน
さくら さくら￣ ซากรุะ
さむい さむ￢い หนาว
ジーンズ ジ￢ーンズ ยนีส์
しずか（な） し￢ずか เงยีบ, สงบ

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

เสอืแจ็คเก็ต

しょうがつ しょうがつ￢ ปีใหม่
スキー スキ￢ー สกี
すずしい すずし￢い (อากาศ) เย็น
セーター セ￢ーター เสอืสเวตเตอร,์ เสอืถักไหมพรม
そして そして￣ และ
だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ ไมเ่ป็นไร
たのしみ 楽しみ たのし￢み ตังตารอ
だんだん だんだん￣ คอ่ยๆ
つきみ （月見） つきみ￣ การชมพระจันทร์
ティーシャツ Ｔシャツ ティーシャツ￣ เสอืเชติ
てんき 天気 て￢んき สภาพอากาศ
どうして ど￢うして ทําไม
とても とても￢ มาก
どの ど￢の (นาม) ไหน
ながい なが￢い ยาว

なかがわ／なかがわさん (中川／中川さん)
なか￢がわ／
なか￢がわさん

นะกะงะวะ/คณุนะกะงะวะ

なつ 夏 なつ￢ ฤดรูอ้น
なつやすみ 夏休み なつや￢すみ วันหยดุฤดรูอ้น
なります（～に／～く）【なる1】 なりま￢す กลายเป็น
にがて（な） にがて￣ ไมเ่กง่ ,ไมถ่นัด
にぎやか（な） にぎ￢やか พลกุพลา่น  ครกึครนื
にゅうがくしき にゅうがく￢しき พธิเีปิดการศกึษา, พธิปีฐมนเิทศ
ねこ ね￢こ แมว
ねんせい ～年生 ～ね￢んせい ชนัปี...

パーティー パ￢ーティー ปารต์,ี งานเลยีง
はなび （花火） は￢なび ดอกไมไ้ฟ
はなみ 花見 はなみ￢ เทศกาลชมดอกซากรุะ
はる 春 は￢る ฤดใูบไมผ้ลิ
ひまわり ひま￢わり ดอกทานตะวัน
ひる 昼 ひる￢ เทยีง
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ふく ふく￢ เสอืผา้
ぶどう ぶどう￣ องุ่น
ふゆ 冬 ふゆ￢ ฤดหูนาว
みかん み￢かん สม้
メルボルン メルボ￢ルン เมอืงเมลเบริน์
もみじ も￢みじ ใบเมเปิล
やすみ 休み やすみ￢ วันหยดุ
やま 山 やま￢ ภเูขา
やまだ／やまださん (山田／山田さん) やまだ￣／やまださん￣ ยะมะดะ / คณุยะมะดะ
ゆかた ゆかた￣ ชดุกโิมโนผา้ฝ้ายใสต่อนหนา้รอ้น
よっつ ４つ／四つ よっつ￢ สชีนิ สอีัน
よる 夜 よ￢る กลางคนื, ตอนดกึ
らいげつ 来月 ら￢いげつ เดอืนหนา้
ああ ――― ออ๋
あおい 青い あお￢い สฟ้ีา
あさ 朝 あ￢さ ตอนเชา้
あした あした￢ พรุง่นี
あめ 雨 あ￢め ฝน

いちにちじゅう
一日じゅう（一日
中）

いちにちじゅう￣ ภายใน 1 วัน

いぬ いぬ￢ สนัุข
えはがき えは￢がき โปสการด์
おおい 多い お￢おい มาก, เยอะ
おおさか 大阪 おおさか￣ โอซากา้

おがわ／おがわさん
（小川／小川さ
ん）

おがわ￣／
おがわさん￣

โอะงะวะ/คณุโอะงะวะ

おでかけ （お出かけ） おでかけ￣ ออกไปขา้งนอก
おてら（てら） おてら￣ วัด
おもしろい おもしろ￢い น่าสนใจ
かぜ 風 かぜ￣ ลม
かなざわ 金沢 か￢なざわ เมอืงคะนะซะวะ
きおん きおん￣ อณุหภมูิ
きのう きの￢う、きのう￣ เมอืวาน
きょう 今日 きょ￢う วันนี
きょうと 京都 きょ￢うと เกยีวโต
きょねん 去年 きょ￢ねん ปีทแีลว้
きんようび／きん 金よう日／金 きんよ￢うび วันศกุร์
くも 雲 く￢も เมฆ
くもり くもり￢ สภาพทอ้งฟ้ามดืครมึ
くもります 【くもる1】 くもりま￢す มดืครมึ
ごご 午後 ご￢ご PM ตอนบา่ย
ごぜん 午前 ご￢ぜん AM ตอนเชา้
ごぜんちゅう （午前中） ごぜんちゅう￣ ชว่งเชา้
こっち こっち￢ ทางนี
こどもたち 子どもたち こども￢たち พวกเด็กๆ
ごはん ご￢はん ขา้วสวย
こんしゅう 今週 こんしゅう￣ อาทติยน์ี
こんにちは こんにちは￢ สวัสด ี(สํานวน)

さかい／さかいさん
さ￢かい／
さ￢かいさん

ซะกัย/คณุซะกัย

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ เมอืงซปัโปโร
じゅうよっか 十四日 じゅ￢うよっか วันท ี14

しんかんせん しんか￢んせん รถไฟความเร็วสงู
すごい すご￢い มาก ยอดเยยีม วเิศษ เหลอืเชอื น่าทงึ
ぜんぜん ぜんぜん￣ ไม.่..เลย
せんだい 仙台 せ￢んだい เมอืงเซ็นได
そっち そっち￢ ทางนัน
そら 空 そ￢ら ทอ้งฟ้า
たいふう たいふ￢う ไตฝุ้่ น
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たぶん た￢ぶん น่าจะ, อาจจะ
ちょっと ちょ￢っと นดิหน่อย
つき （月） つき￢ พระจันทร์
つもります 【つもる1】 つもりま￢す กองทับทม
つよい つよ￢い เขม้แข็ง แข็งแรง แกรง่ หนักแน่น
てがみ てがみ￣ จดหมาย
でます 【でる2】 出ます でま￢す ออก (ไปขา้งนอก), เขา้รว่ม
どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび／ど￢ วันเสาร์
にち／～にち ～日 ――― ...วัน
にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび วันอาทติย์
はくぶつかん はくぶつ￢かん พพิธิภัณฑ์
はれ 晴れ はれ￢ อากาศแจ่มใส
はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す อากาศแจ่มใส, อากาศปลอดโปรง่
ひづけ ひづけ￣ วันที
ひるごろ 昼ごろ ひるご￢ろ ชว่งเทยีง
ふきます 【ふく1】 ふきま￢す พัด, เป่า
ふくおか 福岡 ふく￢おか ฟคุโุอะกะ
ふります 【ふる1】 ふりま￢す ตก (ฝน / หมิะ)
ほし ほし￣ ดาว
まち 町 まち￢ เมอืง
メートル／～メートル ～メ￢ートル ...เมตร
もしもし も￢しもし ฮัลโหล, สวัสด ี(เมอืรับโทรศัพท)์

やみます 【やむ1】 やみま￢す (ฝน ,หมิะ) หยดุ
ゆき 雪 ゆき￢ หมิะ
ゆきだるま 雪だるま ゆきだ￢るま ตุก๊ตาหมิะ
ゆっくり ゆっく￢り คอ่ยๆ, ไมร่บีรอ้น
よく よ￢く ดี
ロンドン ロ￢ンドン เมอืงลอนดอน
あかるい あかるい￣、あかる￢い สวา่ง สดใส
あたらしい 新しい あたらし￢い ใหม่
あたり あ￢たり แถวๆ น ีบรเิวณนี
あぶない あぶない￣、あぶな￢い อันตราย
あめよこ （アメ横） あめよこ￣ อะเมะโยะโกะ
うえの 上野 うえの￣ เมอืงอเุอโนะ
うえのえき 上野駅 うえの￢えき สถานอีเุอโนะ ス

うえのこうえん 上野こうえん うえのこ￢うえん สวนสาธารณะอเุอโนะ
え ――― เอะ๊ (คําอทุาน)

えき 駅 え￢き สถานี
おおきい 大きい おおき￢い ใหญ่
おだいば （お台場） おだいば￣ เมอืงโอไดบะ ス

おとな （大人） おとな￣ ผูใ้หญ่
かつしかしばまた （葛飾柴又） かつ￢しかしばまた คะทสชึกิะ ชบิะมะตะ ス

カメラ カ￢メラ กลอ้งถา่ยรปู
かわいい かわい￢い น่ารัก
きた 北 きた￣ เหนอื
きちじょうじ 吉祥寺 きちじょうじ￣ เมอืงคจิโิจจิ
きもち （気持ち） きもち￣ ความรูส้กึ

きもち（が）　いい
（気持ち（が） い
い）

きもちが い￢い รูส้กึดี

くらい くらい￣、くら￢い มดื
コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ รา้นกาแฟ
ここ ここ￣ ทนีี
しょくじ 食事 しょくじ￣ การรับประทานอาหาร
しります 【しる1】 しりま￢す รู,้ รูจั้ก
しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ ชนิจูกุ
すくない 少ない すくな￢い นอ้ย
ぜひ ぜ￢ひ (ทํา) ใหไ้ด ้
たかい 高い たか￢い แพง
たかい 高い たか￢い สงู
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たべもの 食べ物 たべ￢もの อาหาร
ちいさい 小さい ちいさ￢い เล็ก
デパート デパ￢ート หา้งสรรพสนิคา้
テレビ テ￢レビ โทรทัศน์
どうぶつえん どうぶつ￢えん สวนสัตว์
とおい とおい￣、とお￢い ไกล
とおり 通り とおり￢ ถนน ตรอก
とらさん とら￢さん โทะระ/คณุโทะระ
にし 西 にし￣ ตะวันออก
にんき 人気 にんき￣ ไดรั้บความนยิม
はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ ฮะระจุกุ ス

ビル ビ￢ル ตกึ
ひろい 広い ひろ￢い กวา้ง
ファッション ファ￢ッション แฟชนั
ふじさん (富士山） ふ￢じさん ภเูขาไฟฟจูิ
ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ สองชนิ สองอัน
ふべん（な） ふ￢べん ไมส่ะดวกสบาย
ふるい 古い ふる￢い เกา่ โบราณ
ホーム ホ￢ーム บา้น ス

ホテル ホ￢テル โรงแรม
まあ ま￢あ เสยีงอทุานของผูห้ญงิ ス

まちあるき 町歩き まちあ￢るき เดนิรอบเมอืง เดนิเทยีวในเมอืง
みせ 店 みせ￢ รา้นคา้
みんな みんな￢ ทกุคน
やきとり やきとり￣ ไกย่า่ง
やすい 安い やす￢い (ราคา) ถกู
ゆうえんち ゆうえ￢んち สวนสนุก
ゆうめい（な） ゆうめい￣ มชีอืเสยีง
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 ้
あそこ あそこ￣ ตรงโนน้
あれ あれ￣ อันนัน
おります 【おりる2】 おりま￢す ลง (จากยานพาหนะ)
かど か￢ど มมุ
きたぐち 北口 きたぐち￣ ประตทูางออกทางทศิเหนอื
ぎんこう ぎんこう￣ ธนาคาร
くつ くつ￢ รองเทา้
くろい 黒い くろ￢い สดํีา
こうさてん こうさてん￣ สแียกไฟแดง
しろい 白い しろ￢い สขีาว
しんごう しんごう￣ ไฟจราจร
すぐ す￢ぐ ทันที
すてき（な） すてき￣ งดงาม สง่า สวยเก๋
すみません すみませ￢ん ขอโทษ
タクシー タ￢クシー รถแท็กซี
たてもの たて￢もの อาคาร, ตกึ
タワー タ￢ワー หอคอย, อาคารสงู
ちかく ち￢かく、ちか￢く ใกล ้ๆ
どうも ど￢うも ...มากๆ
としょかん としょ￢かん หอ้งสมดุ
ななえ／ななえさん ななえ￣／ななえさん￣ นะนะเอะ/คณุนะนะเอะ
なまえ なまえ￣ ชอื
にほんてき（な） 日本てき にほんてき￣ แบบญปีุ่ น
のります 【のる1】 乗ります のりま￢す ขนึ (รถ), ลง (เรอื), ขี
はし／～ばし はし￢ สะพาน
ひだり 左 ひだり￣ ซา้ย
ひとつ １つ／一つ ひと￢つ หนงึชนิ หนงึอัน

ひとつめ
１つ(目)／一つ
(目)

ひとつめ￢ อันแรก
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ふたつめ
２つ(目)／
二つ(目)

ふたつめ￢ ลําดับท ี2

まえ 前 ま￢え กอ่น
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 右 みぎ￣ ขวา
みち 道 みち￣ ถนน
よかったら よ￢かったら ถา้คณุชอบ, ถา้ไมรั่งเกยีจ (สํานวน)

りっぱ（な） りっぱ￣ สง่างาม, น่านับถอื
わたります 【わたる1】 わたりま￢す ขา้ม, ผา่น
あ ――― อะ๊ (เสยีงพดู)

あと 後 あ￢と ภายหลัง
あのう ――― คอืวา่.. (คําเกรนิ)

いいます 【いう1】 言います いいま￢す พดู, บอก
いりぐち （入り口） いりぐち￣ ทางเขา้
ううん ――― อมื.. (คําเกรนิ)

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 （気） き￣ อารมณ์, ความรูส้กึ
きを つけます （気を　つけます） きを つけま￢す ดแูลตนเอง, ระวัง
コンサート コ￢ンサート คอนเสริต์
じかん ～時間 ～じ￢かん ...ชวัโมง
じこ じ￢こ อบัุตเิหตุ
じゅうたい じゅうたい￣ การจราจรตดิขัด
スーツ ス￢ーツ ชดุสทู ス

スカート スカ￢ート กระโปรง ス

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ ซซุกุ/ิคณุซซุกุ ิ
ちこく ちこく￣ การมาสาย, การไปสาย
つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す เหนอืย
つきます 【つく1】 （着きます） つきま￢す ถงึ
でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す ออกไปขา้งนอก
とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す หยดุ
なにも 何も なにも￣ ไมม่อีะไร
ばしょ 場所 ばしょ￣ สถานที
はやい はや￢い เร็ว
はやく（はやい） は￢やく รบีๆ
はん／～はん ～半 ～は￢ん ครงึ, ครงึชวัโมง
ひ 日 ひ￢、ひ￣ พระอาทติย์
ブログ ブログ￣ บล็อก
ほんや 本や ほ￢んや รา้นหนังสอื
また また￢ อกี
まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ จุดนัดพบ
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】 待ちます まちま￢す รอ
まよいます 【まよう1】 まよいま￢す หลง (ทาง) ,ลังเล
れんらく（します）(【する3】） れんらく￣ ตดิตอ่
ロビー ロ￢ビー หอ้งรับรองแขก
あさごはん 朝ごはん あさご￢はん อาหารเชา้
いざかや いざかや￣ รา้นเหลา้แบบญปีุ่ น
イルカ いるか￣ โลมา
おすし（すし） おす￢し ซชูิ
おすすめ おすすめ￣ การแนะนํา
おねがいします お願いします おねがいしま￢す ขอความกรณุา, ขอรอ้ง
おみやげ（みやげ） おみやげ￣ ของฝาก
カラオケ カラオケ￣ คาราโอเกะ
かわい／かわいさん かわい￣／かわいさん￣ คะวะอ/ิคณุคะวะอิ
かんこうちず かんこうち￢ず แผนทนํีาเทยีว
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かんこうバス かんこうバ￢ス รถบัสนําเทยีว
こんばん こ￢んばん เย็นน ีคนืนี
さかな 魚 さかな￣ ปลา
しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ วันสดุสัปดาห์
ショー ショ￢ー การแสดง
すいぞくかん すいぞく￢かん พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์า
すし す￢し、すし￢ ซชูิ
ちず ち￢ず แผนที
てんぷら てんぷら￣ เทมปรุะ
どうぶつ どうぶつ￣ สัตว์
どこか ど￢こか ทไีหนสักแหง่ ス

ばんごはん ばんご￢はん อาหารเย็น
ひるごはん 昼ごはん ひるご￢はん อาหารเทยีง
へえ ――― เอ ๋(คําอทุาน)

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう ฮอกไกโด
まだ ま￢だ ยัง
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
もの 物 もの￢ สงิของ
やけい やけい￣ ทวิทัศนย์ามคําคนื
やさん／～やさん ――― รา้น...

やたい や￢たい แผงลอย
よてい よてい￣ กําหนดการ
ラーメン ラ￢ーメン ราเมง
ライトアップ ライトア￢ップ การประดับตกแตง่ไฟ
れきし れきし￣ ประวัตศิาสตร์
いちど いちど￢ หนงึครัง
いままでに 今までに いまま￢でに จนถงึตอนนี
いみ い￢み ความหมาย
おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す บอก
おねがい（ねがい） お願い(願い） おねがい￣ คําขอรอ้ง
おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す จํา
かします 【かす1】 かしま￢す ใหย้มื
カタカナ カタカ￢ナ อักษรคะตะคะนะ
かんじ 漢字 かんじ￣ อักษรคันจิ
かんたん（な） かんたん￣ ง่าย
クラス ク￢ラス ชนัเรยีน
こうこう 高校 こうこう￣ โรงเรยีนมัธยมปลาย
こたえ こた￢え คําตอบ
さつ／＝さつ ――― ...เลม่ (ลักษณะนามหนังสอื, สมดุ)

じしょ じ￢しょ พจนานุกรม
しつもん しつもん￣ คําถาม
しゅくだい しゅくだい￣ การบา้น
しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう โรงเรยีนประถม
すこし 少し すこ￢し นดิหน่อย
スピーチ スピ￢ーチ การพดูสนุทรพจน์
せつめい（します）(【する3】） せつめい￣ การอธบิาย(อธบิาย)

せんせい 先生 せんせ￢い คร ูอาจารย์
だいがく 大学 だいがく￣ มหาวทิยาลัย
だいがくいん だいがく￢いん บัณฑติปรญิญา
たんご たんご￣ คําศัพท์
チェック（します）(【する3】） チェ￢ック การตรวจสอบ (เช็ค, ตรวจ)
ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す ตา่งกัน, ผดิ
ちゃわん （茶わん） ちゃわん￣ ถว้ยชา ,ชาม (ขา้ว)
ちゅうがっこう 中学校 ちゅうが￢っこう โรงเรยีนมัธยมตน้
つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す ใช ้
テスト テ￢スト การสอบ
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てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ชว่ยเหลอื
ドイツ ド￢イツ ประเทศเยอรมัน
ドイツご ドイツ語 ドイツご￣ ภาษาเยอรมัน
にます 【にる2】 にま￢す คลา้ย เหมอืน
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 フランス語 フランスご￣ ภาษาฝรังเศส
ぶんか 文化 ぶ￢んか วัฒนธรรม
ぶんぽう ぶんぽう￣ ไวยากรณ์
ほんとうに ほんとうに￣ จรงิ ス

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
やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ ยะง/ิคณุยะงิ
よろしく よろしく￣ สํานวนทใีชเ้พอืฝากเนอืฝากตัว หรอืขอใหช้ว่ย
れんしゅう（します）(【する3】） れんしゅう￣ แบบฝึกหัด
アメリカ アメリカ￣ สหรัฐอเมรกิา
イギリス イギリス￣ ประเทศอังกฤษ
いけばな いけ￢ばな การจัดดอกไม ้
イタリア イタリア￣ ประเทศอติาลี
いつか い￢つか วันท ี5
イベント イベント￣ อเีวน้ท ์งานกจิกรรม
インド イ￢ンド ประเทศอนิเดยี
おばけやしき おばけや￢しき บา้นผสีงิ
かい／～かい ～回 ――― ...ครัง (ความถ)ี

ガイド ガ￢イド ไกด,์ มัคคเุทศก์
かげつ／～かげつ ～か月 ～か￢げつ ...เดอืน (จํานวน)

かつどう かつどう￣ กจิกรรม
かわりに かわりに￣ ทดแทน...

かんこうきゃく かんこ￢うきゃく นักทอ่งเทยีว
かんこく （韓国） か￢んこく ประเทศเกาหลใีต ้
がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す พยายาม
きょうし きょ￢うし คร ู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
くの／くのさん くの￣／くのさん￣ คโุนะ/คณุคโุนะ
コスプレ コスプレ￣ คอสเพลย์
サイト サイト￣ เว็บไซต์
ジャパン・エキスポ ジャパン・エ￢キスポ งานนทิรรศการเกยีวกับญปีุ่ น ス

しゅう 週 しゅ￢う สัปดาห,์ อาทติย์
しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん ...อาทติย ์(จํานวน)

しゅっちょう（します）(【する3】） 出張 しゅっちょう￣ ออกไปทํางานนอกสถานที
しょうせつ しょうせつ￣ นยิาย ,นวนยิาย
しょうらい しょ￢うらい อนาคต
センター セ￢ンター ศนูยก์ลาง
ダンス ダ￢ンス เตน้
つうやく つ￢うやく การแปล (ลา่ม)

つき 月 つき￢ เดอืน
ドラマ ド￢ラマ ละคร
どれ ど￢れ อันไหน, สงิไหน (มมีากกวา่2อยา่ง)
ならいます 【ならう1】 ならいま￢す เรยีน
にほんぶんか 日本文化 にほんぶ￢んか วัฒนธรรมญปีุ่ น
ねん 年 ね￢ん ปี
ねん／～ねん ～年 ――― ปี...

フィリピン フィ￢リピン ประเทศฟิลปิปินส์
ブラジル ブラジル￣ ประเทศบลาซลิ
ブラジルじん ブラジル人 ブラジル￢じん คนบลาซลิ
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フラメンコ フラメ￢ンコ นกฟรามงิโก ้
ベトナム ベトナム￣ ประเทศเวยีดนาม
ポルトガル ポルトガル￣ ประเทศโปรตเุกส
ポルトガルご ポルトガル語 ポルトガルご￣ ภาษาโปรตเุกส
ほんやく（します）(【する3】） ほんやく￣ การแปล (แปล)

まいとし／まいねん 毎年
まいとし￣／
まいねん￣

ทกุปี

マレーシア マレ￢ーシア ประเทศมาเลเซยี
マンガ マンガ￣ หนังสอืการต์นู ,มังงะ
まんざい まんざ￢い ศลิปะการเลา่เรอืงตลก
りゅうがく（します）(【する3】） 留学 りゅうがく￣ การศกึษาตอ่ตา่งประเทศ
りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい นักเรยีนแลกเปลยีน
ロシア ロ￢シア ประเทศรัสเซยี
ロシアご ロシア語 ロシアご￣ ภาษารัสเซยี
ロシアじん ロシア人 ロシア￢じん คนรัสเซยี
あか 赤 あ￢か สแีดง
あげます 【あげる2】 あげま￢す ให ้
いくつ い￢くつ กชีนิ, กอีัน
いちご いちご￣ สตรอเบอรร์ี
えん／～えん ～円 ――― ...เยน (คา่เงนิของญปีุ่ น)

おかね（かね） お金(金） おかね￣ เงนิ
おさら（さら） おさら￣ จาน
おちゃ（ちゃ） お茶(茶) おちゃ￣ ชา, ชาญปีุ่ น
おなか おなか￣ ทอ้ง, กระเพาะอาหาร
おにぎり おに￢ぎり ขา้วปัน, โอนกิริ ิ
おはし（はし） おは￢し ตะเกยีบ
おべんとう（べんとう） おべんとう￣ ขา้วกลอ่ง
きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん คยิะมะ/คณุคยิะมะ
ください くださ￢い ขอ
ケーキ ケ￢ーキ เคก้
こ／～こ ～￢こ ชนิ, อัน (ลักษณะนาม)

コップ コップ￣ แกว้, ถว้ย

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

ซยัโต/คณุซยัโต

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
した 下 した￣、した￢ ขา้งลา่ง ดา้นลา่ง
じぶん 自分 じぶん￣ ตนเอง
ジュース ジュ￢ース นําผลไม ้
しろ 白 し￢ろ สขีาว
スープ ス￢ープ ซปุ
すきます 【すく1】 すきま￢す วา่งเปลา่
スプーン スプ￢ーン ชอ้น
そうだん（します）(【する3】） そうだん￣ ปรกึษา
チョコレート チョコレ￢ート ช็อกโกแลต
テーブル テーブル￣ โตะ๊
どうぞ ど￢うぞ เชญิ
どちら ど￢ちら อันไหน (ระหวา่งสองอัน)

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

ナイフ ナ￢イフ มดี
にほんしゅ （日本酒） にほんしゅ￣ เหลา้ญปีุ่ น
のみもの 飲み物 のみ￢もの เครอืงดมื
バーベキュー バーベ￢キュー บารบ์คีวิ
はし は￢し ตะเกยีบ
バナナ バ￢ナナ กลว้ย
パン パ￢ン ขนมปัง
ビール ビ￢ール เบยีร์
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ひがし 東 ひがし￣ ตะวันออก
ピクニック ピ￢クニック ปิกนกิ
フォーク フォ￢ーク สอ้ม
へんじ へんじ￢ ตอบกลับ
ポテトチップス ポテトチ￢ップス มันฝรังแผน่ทอดกรอบ
みっつ ３つ／三つ みっつ￢ สามชนิ สามอัน
みなさん みな￢さん ทกุคน
もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す ถอื, พก
もっていきます 【もっていく1】 持っていきます もっていきま￢す ถอืไป, เอาไป
もってきます 【もってくる3】 持ってきます もってきま￢す ถอืมา, เอามา
ようび よう日 ようび￣ วัน
りんご りんご￣ แอปเปิล
ワイン ワ￢イン ไวน์
あいます 【あう1】 あいま￢す เขา้กัน เหมาะกัน
あじ 味 あじ￣ รสชาติ
あまい あまい￣、あま￢い รสหวาน
イクラ いくら￣ ไขป่ลาแซลมอน

いただきます いただきま￢す
กนิ, ไดรั้บ (รปูยกยอ่งของ もらいます) สํานวนพดู
กอ่นการรับประทานอาหาร

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ อมิ
いろ 色 いろ￢ สี
うめぼし うめぼし￣ บว๊ยเค็ม, บว๊ยดอง
えび えび￣ กุง้
おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ ผูช้าย
オレンジ オレ￢ンジ สม้
からい から￢い เผ็ด
キムチ キ￢ムチ กมิจ ิ(ผักดองแบบเกาหล)ี

キャビア キャ￢ビア ไขป่ลาคาเวยีร์
きゅうり きゅ￢うり แตงกวา
きらい（な） きらい￣ เกลยีด, ไมช่อบ
クイズ ク￢イズ คําถาม
ざんねん（な） ざんね￢ん เสยีดาย, น่าผดิหวัง
しょっぱい しょっぱ￢い เค็ม
しんせん（な） しんせん￣ สดใหม่
すっぱい すっぱ￢い เปรยีว
せかい せ￢かい โลก
それ それ￣ สงินัน, อันนัน
たまご 卵 たま￢ご ไข่
チーズ チ￢ーズ ชสี
チリ チ￢リ พรกิ
つけもの つけもの￣ ผักดอง
ツナ ツ￢ナ ปลาทนู่า
つめたい つめたい￣、つめた￢い เย็น
トマト ト￢マト มะเขอืเทศ
はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す เขา้
ヒント ヒ￢ント การชแีนะ, การบอกใบ ้
ふうん ――― อมื (คําเกรนิ)

まずい まず￢い ไมอ่รอ่ย
やさい 野菜 やさい￣ ผัก
よこ よこ￣ ขา้งๆ
レタス レ￢タス ผักกาดหอม
レモン レ￢モン มะนาว
わあ ――― วา้ว (เสยีงอทุาน)

あいさつ あ￢いさつ การทักทาย
アラビアご アラビア語 アラビアご￣ ภาษาอารบกิ ス

いきさき 行先 いきさき￣ จุดหมายปลายทาง

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

อชิงิะวะ/คณุอชิงิะวะ

いや ――― อมื.. (คําเกรนิ) ス
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うえの／うえのさん う￢えの／う￢えのさん อเุอโนะ/คณุอเุอโนะ
エアコン エアコン￣ เครอืงปรับอากาศ
おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す สง่ (ขับรถไปสง่)
オフィス オ￢フィス สํานักงาน, ออฟฟิศ
おゆ（ゆ） おゆ￣ นํารอ้น, นําอุน่
かいぎ 会議 か￢いぎ การประชมุ
がいこくじん 外国人 がいこく￢じん ชาวตา่งชาติ ス

カナダ カ￢ナダ ประเทศแคนาดา ス

きてん 起点 きてん￣ จุดเรมิตน้
くうこう 空港 くうこう￣ สนามบนิ
けいゆち 経由地 けいゆ￢ち สถานทสํีาคัญ
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
こわい こわ￢い น่ากลัว
こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す เสยี, พัง, แตก
さま／～さま ～様 ――― ทา่น... (คํานําหนา้รปูยกยอ่ง)
ししゃ 支社 し￢しゃ สํานักงาน (สาขายอ่ย)

シドニー シ￢ドニー เมอืงซดินยี์
シャワー シャ￢ワー อาบนําฝักบัว
しゅっぱつ 出発 しゅっぱつ￣ ออกเดนิทาง
しゅっぱつびん 出発便 しゅっぱつびん￣ เทยีวบนิขาออก (เครอืงบนิ)

じょうだん じょうだ￢ん ลอ้เลน่

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

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す ...เกนิไป

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

กําหนดการ

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ สัปดาหก์อ่น
たんとう（します）(【する3】） たんとう￣ การรับผดิชอบหนา้ททีไีดรั้บมอบหมาย
ちゅう （～中） ～ちゅう￣ ในระหวา่ง... ス

ていこく 定刻 ていこく￣ เวลาทกํีาหนดไว ้
でんき 電気 で￢んき ไฟฟ้า
でんわ（します）(【する3】） 電話 でんわ￣ การโทรศัพท์
とうちゃく 到着 とうちゃく￣ การเดนิทางถงึ
とうちゃくびん 到着便 とうちゃくびん￣ เทยีวบนิขาเขา้
ドライバー ドライバー￣ คนขับรถ

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

นะกะมรุะ/คณุนะกะมรุะ

にもつ に￢もつ สัมภาระ
ぬるい ぬる￢い เย็นชดื ไมร่อ้น
ねだん ねだん￣ ราคา
ねむい ねむい￣、ねむ￢い ง่วงนอน
はあ ――― อา... (คําแสดงความรูส้กึ) ス

ばんごう 番号 ばんご￢う หมายเลข
ひこうき ひこ￢うき เครอืงบนิ
ひさしぶり ひさしぶり￣ ไมไ่ดพ้บ (ทํา เกดิขนึ) นาน
びんめい 便名 びんめい￣ หมายเลขเทยีวบนิ
フライト フライト￣ เทยีวบนิ
へや へや￢ หอ้ง
ほんしゃ 本社 ほ￢んしゃ สํานักงานใหญ่
マドリード マドリ￢ード เมอืงมาดรดิ (สเปน)

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す มารับ (ทสีนามบนิ, สถานแีละอนืๆ)
モーターズ モ￢ーターズ มอเตอร ์(ชอืบรษัิททสีมมตขินึ)

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す ไดรั้บ
ようこそ よ￢うこそ ยนิดตีอ้นรับ (สํานวน)

あけます 【あける2】 あけま￢す เปิด
うけつけ うけつけ￣ ประชาสัมพันธ์
かります 【かりる2】 借ります かりま￢す ยมื, เชา่
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キャビネット キャ￢ビネット ตูเ้อกสาร
けします 【けす1】 けしま￢す ปิด (ไฟ, สวติช)์

ゲスト ゲ￢スト แขก
コース コ￢ース หลักสตูรวชิา
こちら こちら￣ ทา่นน ี(รปูสภาพ)

こちらこそ こちらこ￢そ ทางนก็ีเชน่กัน
コピー（します）(【する3】） コ￢ピー การถา่ยเอกสาร คัดลอก ทําสําเนา
コピーき コピ￢ーき เครอืงถา่ยเอกสาร
じむ じ￢む งานธุรการ
しめます 【しめる2】 しめま￢す ปิด
しゃちょう しゃちょう￣ ประธานบรษัิท
しょうかい（します）(【する3】） しょうかい￣ การแนะนํา
じょうず（な） （上手） じょうず￢ เกง่
スタッフ スタ￢ッフ เจา้หนา้ที
ずっと ずっと￣ ตลอด
すわります 【すわる1】 すわりま￢す นัง
そんな そんな￣ เชน่นัน อยา่งนัน
つけます 【つける2】 つけま￢す เปิด (ไฟ สวชิต)์

ドア ド￢ア ประตู
はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す เรมิ
パソコン パソコン￣ คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล
パンフレット パ￢ンフレット แผน่พับ
ひしょ ひ￢しょ เลขานุการ
ファイル ファ￢イル เอกสาร
ファックス ファ￢ックス แฟกซ์
ペン ペ￢ン ปากกา
まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ ธรรมดา, ไมม่อีะไรเป็นพเิศษ ス

まだまだ ま￢だまだ ยังไม.่..

まど ま￢ど หนา้ตา่ง
メッセージ メ￢ッセージ ขอ้ความ
メモ メ￢モ จดบันทกึ
あげます 【あげる2】 あげま￢す ยก, ขนึ(ราคา)
あし 足 あし￢ เทา้
あたま 頭 あたま￢ ศรีษะ
アドバイザー アドバ￢イザー ผูใ้หคํ้าแนะนํา
アドバイス ア￢ドバイス คําแนะนํา
いたい いた￢い เจ็บปวด / เจ็บ
いやあ ――― อมื/ไมเ่ชงิ (คําเกรนิ) ス

うえ 上 うえ￣、うえ￢ ขา้งบน ดา้นบน
うで うで￢ แขน
エレベーター エレベ￢ーター ลฟิต์
おします 【おす1】 おしま￢す กด, ผลัก
おなじ おなじ￣ เหมอืนกัน
おふろ（ふろ） おふ￢ろ หอ้งอาบนํา
およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す วา่ยนํา
かい／～かい ～かい￣ ชนัท.ี..

かいだん かいだん￣ บันได
かお かお￣ ใบหนา้
かた か￢た บา่, ไหล่
からだ 体 からだ￣ รา่งกาย
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 ス

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
けんこうだいいち 健康第一 けんこうだ￢いいち สขุภาพสําคัญอันดับหนงึ
こう こ￢う แบบน,ี อยา่งนี
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こし こし￣ เอว, สะโพก
さいきん さいきん￣ หมูน่,ี ชว่งนี

さかもと／さかもとさん
さかもと￣／
さかもとさん￣

ซะกะโมะโตะ/คณุซะกะโมะโตะ

しっかり しっか￢り มนัคง, หนักแน่น, ขยันขันแข็ง ス

ジム ジ￢ム โรงยมิ
ストレス スト￢レス ความเครยีด
せいかつ せいかつ￣ การใชช้วีติ
せなか せなか￣ หลัง
たいそう（します）(【する3】） たいそう￣ กายบรหิาร, ยมินาสตกิ
たちます 【たつ1】 たちま￢す ยนื
だめ（な） だめ￢ ไมไ่ด,้ ไมด่ี ス

つかれ つかれ￢ ความเหน็ดเหนอืย ス

ツボ ツボ￣ จุดกด
て 手 て￢ มอื
できるだけ できるだけ￣ ทําเทา่ททํีาได ้
トレーニング トレ￢ーニング การฝึกฝน ,การฝึกซอ้ม
とれます（つかれが） 【とれる2】 とれま￢す รูส้กึสดชนื (เนอืงจากความเหนอืยไดห้มดไป) ス

なにか 何か な￢にか บางอยา่ง
にく 肉 にく￢ เนอื

ねられます／ねられません
ねられま￢す／
ねられませ￢ん

นอนได ้/ นอนไมไ่ด ้

は は￢ ฟัน
はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す วงิ
はな はな￢ จมกู
ブルーベリー ブルーベ￢リー บลเูบอรร์ี
マッサージ（します）(【する3】） マッサ￢ージ การสง่ขอ้ความ (สง่ขอ้ความ)

まわします 【まわす1】 まわしま￢す หมนุ
みみ 耳 みみ￢ หู
むね むね￢ หนา้อก
むり（します）(【する3】） む￢り เป็นไปไมไ่ด ้ไมส่ามารถทําได ้
め 目 め￢ ตา

やすだ／やすださん (安田／安田さん) やすだ￣／やすださん￣ ยะสดุะ/คณุยะสดุะ

やります 【やる1】 やりま￢す ทํา
リラックス（します）(【する3】） リラ￢ックス ผอ่นคลาย ス

わるい わる￢い แย,่ ไมด่ี
あなた あな￢た คณุ เธอ
いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ หนงึวัน
いんしょく 飲食 いんしょく￣ อาหารกลางวัน
エアロビクス エアロビ￢クス การออกกําลังกายแบบแอโรบคิ
ええと／ええっと ――― เออ่..คอืวา่ (คําเกรนิ)

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ถาม
キャッチボール（します） キャッチボ￢ール แคชบอล
キロ（メートル）／～キロ（メートル） ～￢キロ ...กโิลเมตร, ...กโิลกรัม
グラフ グラフ￣、グ￢ラフ กราฟ
けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ โทรศัพทม์อืถอื
ジョギング ジョギング￣ วงิจ็อกกงิ
すいます 【すう1】 すいま￢す สบู (บหุร)ี
ストレッチ ストレ￢ッチ การออกกําลังกายแบบยดืตัว
スポーツクラブ スポーツク￢ラブ สปอรต์คลับ
たばこ たばこ￣ บหุรี
とおく とおく￢ ไกล
トレーナー トレーナー￣ ผูฝึ้ก ,ครฝึูก
はじめて はじ￢めて ครังแรก
バドミントン（します）(【する3】） バドミ￢ントン แบตมนิตัน
プール プ￢ール สระวา่ยนํา
ほん／～ほん／ぼん／ぽん （～本） ――― ...แทง่ (ลักษณะนาม)

まい 毎～ ――― ทกุ....
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まいあさ 毎朝 ま￢いあさ ทกุเชา้
まいばん ま￢いばん ทกุคนื
マシン マシ￢ン เครอืงจักร
ヨガ ヨ￢ガ โยคะ
ラウンジ ラウンジ￣ เลานจ์
あお 青 あ￢お สฟ้ีา
あかちゃん （赤ちゃん） あ￢かちゃん เด็กทารก
おいわい（いわい） お祝い(祝い) おいわい￣ ของทรีะลกึ
おこさん お子さん おこさん￣ ลกู (ของผูอ้นื)

おもいで （思い出） おもいで￣ ความทรงจํา
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
カップ カ￢ップ ถว้ย
かばん かばん￣ กระเป๋า
かるい かるい￣、かる￢い เบา
きます 【きる2】 着ます きま￢す สวมใส,่ สวม(เสอื)

きもの （着物） きもの￣ กโิมโน
キャンプ キャ￢ンプ แคมป์ คา่ย
クリスマス クリス￢マス ครสิตม์าส
ゲーム ゲ￢ーム เกม
けっこん（します）(【する3】） 結婚 けっこん￣ การแตง่งาน (แตง่งาน)

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ ถว้ยกาแฟ
ことば ことば￢ คําศัพท์
しゃしんたて 写真たて しゃしん￢たて กรอบรปู
シャツ シャ￢ツ เสอืเชติ
しゅうかん しゅうかん￣ ขนบธรรมเนยีมประเพณี
しゅうしょく しゅうしょく￣ การไดง้านทํา
しゅっさん しゅっさん￣ การคลอดลกู
だいすき（な） （大好き（な）） だ￢いすき รัก ชอบมา โปรดปรานมาก
たとえば たと￢えば ยกตัวอยา่ง
たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび วันเกดิ
とけい 時計 とけい￣ นาฬกิา
ネクタイ ネ￢クタイ เนกไท
ネックレス ネ￢ックレス สรอ้ยคอ
バッグ バ￢ッグ กระเป๋า
バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー วันวาเทนไทน์
プレゼント（します）(【する3】） プレ￢ゼント ของขวัญ
ペア ペ￢ア การจับคู่
ほしい ほし￢い อยากได ้
めいしいれ （めいし入れ） めいし￢いれ ทใีสน่ามบัตร
いえ 家 いえ￢ บา้น
うまれます 【うまれる2】 （生まれます） うまれま￢す เกดิ
おしゃれ（な） おしゃ￢れ รักสวยรักงาม เก ๋แตง่ตัวเกง่ ス

おめでとう おめでとう￣ ยนิดดีว้ย (สํานวน)

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す คดิ
カード カ￢ード การด์
かっこいい かっこい￢い เท,่ หลอ่, ดดูี ス

かれ か￢れ เขา (ผูช้าย)

きっと きっと￣ แน่ๆ, แน่นอน
きに いります （気に　いります） きに いりま￢す ชอบ ถกูใจ
きります 【きる1】 きりま￢す ตัด ス

ごけっこん（けっこん） ご結婚(結婚) ごけっこん￣ การแตง่งาน (รปูสภุาพ)

ごしゅっさん（しゅっさん） ごしゅっさん￣ การคลอดลกู(รปูสภุาพ)

こん 今～ ――― ...นี
こんげつ 今月 こんげつ￣ เดอืนนี
しあわせ（な） しあわせ￣ มคีวามสขุ
します（～に） 【する3】 しま￢す ตัดสนิใจ (เลอืก...)

せん 先～ ――― ...กอ่น (ชว่งเวลาทผีา่นมา)
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せんげつ 先月 せ￢んげつ เดอืนกอ่น
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
では で￢は งัน  (คําเกรนิ)

ひっこし（します）(【する3】） ひっこし￣ การยา้ยบา้น (ยา้ยบา้น)

ほら ほ￢ら เห็นมัย, ดสู,ิ น ี(คําแสดงความรูส้กึ) ス

ほんとう ほんとう￣ จรงิ ス

まいつき 毎月 まいつき￣ ทกุเดอืน
みっか ３日／三日 みっか￣ วันท ี3
メキシコ メキシコ￣ ประเทศเม็กซโิก
ゆびわ ゆびわ￣ แหวน
よやく よやく￣ จอง
よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す ยนิด,ี ดใีจ
らい 来～ ――― ...ตอ่ไป, ...ถัดไป
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