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『まるごと　日本のことばと文化』初級2（A2）＜りかい＞

ごいインデックス　ดชันีคาํศพัท ์ （五十音順　เรยีงตามลําดบัตวัอกัษรญีปุ่่น ）

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 タイご か

あ ――― อะ๊ (คําอทุาน) 3

ああ ――― ออ๋ (คําอทุาน) 2

あいさつ あ￢いさつ การทักทาย 9

アイスクリーム アイスクリ￢ーム ไอศกรมี 14

アイスティー アイス￢ティー ชาเย็น 3

あいます 【あう1】 会います あいま￢す พอ, เจอ 1

アイロン アイロン￣ เตารดี 11

あお 青 あ￢お สฟ้ีา 16

あかい 赤い あかい￣、あか￢い สแีดง 18

あかちゃん (赤ちゃん) あ￢かちゃん เด็กทารก 1

あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い สวา่ง แจ่มใส 6

あき 秋 あ￢き ฤดใูบไมร้ว่ง 1

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら อะกฮิาบาระ 17ス

あきひこ／あきひこさん 秋彦／秋彦さん
あき￢ひこ／
あき￢ひこさん

อะกฮิโิกะ, คณุอะกฮิโิกะ 1

あきます 【あく1】 あきま￢す เปิด 11

あきます 【あきる2】 あきま￢す เบอื 16

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

เครอืงประดับ 6

あけます 【あける2】 あけま￢す เปิด 15

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す ยก... 3

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す ให ้ 6

あさ 朝 あ￢さ ตอนเชา้ 5

あさくさ 浅草 あさくさ￣ อะซะกซุะ 17

あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん อาหารเชา้ 4

あさって あさ￢って วันมะรนืนี 8ス

あし 足 あし￢ เทา้ 2

あじ 味 あじ￣ รสชาติ 4

あしかがよしみつ 足利義満 あしかがよし￢みつ อะชกิะงะ โยะชมิทิส ึ(บคุคลในประวัตศิาสตร)์ 13

あした (明日) あした￢ พรุง่นี 7

あせ あ￢せ เหงอื 4

あそこ あそこ￣ ทโีน่น 2

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す เลน่ 2

あたたかい あたたか￢い อุน่ 3

あたま 頭 あたま￢ ศรษีะ 2

あたまが いい 頭が いい あたま￢が い￢い หัวด,ี ฉลาด 2

あたらしい(あたらしく) 新しい(新しく)
あたらし￢い(あたらし￢
く)

ใหม่ 1

あたり あ￢たり รอบๆ 3

あつい 熱い あつ￢い รอ้น 4

あつい 暑い あつ￢い (อากาศ) รอ้น 5

あつまります 【あつまる1】 集まります あつまりま￢す รวมตัว 7

あと 後 あ￢と ภายหลัง 3

アドバイス ア￢ドバイス คําแนะนํา 5

あな あな￢ ร,ู หลมุ 16

あなた あな￢た คณุ 1

あに 兄 あ￢に พชีาย (ของตนเอง) 1

あね 姉 あね￣ พสีาว (ของตังเอง) 2

あの あの￣ (นาม)โนน้ 2

あの／あのう ――― เออ่... (คําเกรนิ) 4

アパート アパ￢ート อะพารต์เมนต์ 1

あびます 【あびる2】 あびま￢す อาบนํา 15

あぶない あぶない￣、あぶな￢い อันตราย 5

あぶら 油 あぶら￣ นํามัน 15

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ อะเบะ, คณุอะเบะ 1

มะรุโกะโตะ : ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น ชัน้ตน้ 2 (A2) 

เพิม่พูนความเขา้ใจ

あ

か ： ことばを はじめて 見る か　　ス ： スクリプトだけの ことば

1/24 ©2020　The Japan Foundation



 2020/2/6

ことば かんじ アクセント タイご か

あまい あまい￣、あま￢い หวาน 2

あまり あまり￣ ไมค่อ่ยจะ 1

あめ 雨 あ￢め ฝน 1

アメリカ アメリカ￣ สหรัฐอเมรกิา 4

アメリカじん アメリカ人 アメリカ￢じん ชาวอเมรกิัน 4

あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す ลา้ง 11

ありがとう あり￢がとう ขอบคณุ 2

あります 【ある1】 ありま￢す ม,ี มอียู่ 1

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す เดนิ 5

アルバイト アルバ￢イト งานพารท์ไทม์ 9

アルル ア￢ルル เมอืงอารล์ส ์ของฝรังเศส 17

アレルギー アレ￢ルギー อาการแพ ้ 3

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

แบบสอบถาม 7

あんない(します) (【する3】) あんな￢い การนําทาง การพาไป การใหข้อ้มลู 6

いい い￢い ดี 1

いいえ いいえ￢ ไม่ 7

いいます 【いう1】 言います いいま￢す พดู, บอก 3

いえ 家 いえ￢ บา้น 1

いかが いか￢が อยา่งไร (สภุาพกวา่ どう) 6

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ไป 1

いくら い￢くら (ราคา) เทา่ไหร่ 13

いけばな (生け花) いけ￢ばな การจัดดอกไมแ้บบญปีุ่ น 10

いけん (意見) い￢けん ความคดิเห็น 4

いしかわ／いしかわさん (石川／石川さん)
いしかわ￣／
いしかわさん￣

อชิคิะวะ, คณุอชิคิะวะ 1

いじょう い￢じょう มากกวา่ 14

いす いす￣ เกา้อี 7

いそがしい 忙しい いそがし￢い ยุง่ 7

いそぎます 【いそぐ1】 急ぎます いそぎま￢す เร็ว 8

いただきます いただきま￢す
สํานวนพดูกอ่นรับประทานอาหาร หรอืเมอืไดรั้บ
อะไร (สภุาพกวา่ もらいます)

4

いちど (一度) いちど￢ หนงึครัง 10

いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ หนงึวัน 6

いちにちじゅう 一日中 いちにちじゅう￣ ตลอดทังวัน 6

いちねんじゅう 一年中 いちねんじゅう￣ ตลอดทังปี 6

いちばん 一番 いちばん￣ อันดับหนงึ, ทสีดุ 1

いちばんめ １番目 いちばんめ￢ อันดับแรก 1

いちろう／いちろうさん (一郎／一郎さん)
いちろう￣／
いちろうさん￣

อจิโิร,่ คณุอจิโิร่ 1

いつ い￢つ เมอืไหร่ 4

いつか ５日／五日 いつか￣ วันท ี5, 5 วัน 7

いつごろ いつごろ￣ ราวๆ เมอืไหร่ 6ス

いっしょに いっしょに￣ ดว้ยกัน 2

いっぱい い￢っぱい เต็มไปดว้ย 4

いつも い￢つも ตลอด, เสมอ 1

いぬ いぬ￢ สนัุข 2

いのります 【いのる1】 いのりま￢す อธษิฐาน 10

イベント イベント￣ กจิกรรมในเทศการตา่งๆ 7

イベントカレンダー イベントカレ￢ンダー ปฏทินิกจิกรรม 14

イベントプログラム イベントプログ￢ラム โปรแกรมกจิกรรม 8

いま 今 い￢ま ตอนนี 1

いま いま￢ หอ้งนังเลน่ 9

います 【いる2】 いま￢す ม,ี มอียู่ 1

いままでに 今までに いまま￢でに จนถงึตอนนี 1

いみ 意味 い￢み ความหมาย 1

いもうと 妹 いもうと￢ นอ้งสาว (ของตนเอง) 1

いもうとさん 妹さん いもうとさん￣ นอ้งสาว (ของผูอ้นื) 2

いりぐち (入り口) いりぐち￣ ทางเขา้ 8ス

いります 【いる1】 いりま￢す ตอ้งการ 16

イルカ いるか￣ โลมา 6

い
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ことば かんじ アクセント タイご か

いれます 【いれる2】 入れます いれま￢す ใส่ 4

いろ 色 いろ￢ สี 16

いろいろ(な) いろいろ￣ ตา่งๆ, มากมาย 4

いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す แสดงความยนิดี 10

いんしょく 飲食 いんしょく￣ การดมืกนิ 14

インストラクター インストラ￢クター ครผููส้อน 5

インターネット インターネ￢ット อนิเทอรเ์น็ต 4

インド イ￢ンド ประเทศอนิเดยี 1

ううん／うーん ――― อมื (คําเกรนิ) 8

うえ 上 うえ￣、うえ￢ ดา้นบน ขา้งบน 1

うけつけ 受付 うけつけ￣ แผนกตอ้นรับ 7

うけます(しけんを) 【うける2】
(受けます(しけん
を))

うけま￢す เขา้ (สอบ) 10

うごきます 【うごく1】 動きます うごきま￢す เคลอืนไหว, เคลอืนท ี(เครอืงจักร) 11

うさぎ うさぎ￣ กระตา่ย 14

うしろ (後ろ) うしろ￣ ขา้งหลัง ดา้นหลัง 8

うた 歌 うた￢ เพลง 2

うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す รอ้งเพลง 2

うち (家) うち￣ บา้น 2

うちわ うち￢わ พัดแบบญปีุ่ น 7

うつくしい うつくし￢い สวย, งดงาม 6

うま うま￢ มา้ 13

うまい うま￢い เกง่, ดี 8

うまく いきます う￢まく いきま￢す ราบรนื 10

うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す เกดิ 1

うみ 海 う￢み ทะเล 1

うりきれ (売りきれ) うりきれ￣ ขายหมด 9

うります 【うる1】 売ります うりま￢す ขาย 16

うるさい うるさ￢い หนวกหู 12

うれしい うれし￢い มคีวามสขุ, ดใีจ 2

うん ――― อมื, โอเค (ภาษาไมเ่ป็นทางการของ はい ) 4

うんてん(します) (【する3】) 運転(します) うんてん￣ ขับ (รถ) 3

うんどう(します) (【する3】) (運動(します)) うんどう￣ การออกกําลังกาย 3

え 絵 え￢ ภาพ 1

え／えっ ――― เอะ๊ (เสยีงอทุานเมอืประหลาดใจ) 2

エアコン エアコン￣ เครอืงปรับอากาศ 7

えいが 映画 えいが￣、え￢いが ภาพยนตร์ 14

えいがかん (映画館) えいが￢かん โรงภาพยนตร์ 14

えいご 英語 えいご￣ ภาษาอังกฤษ 1

ええ ――― ใช่ 1

えー ――― อมื (คําเกรนิ) 14ス

ええと／ええっと ――― เออ่... (คําเกรนิ) 14

エコ エ￢コ การประหยัดพลังงาน 15

エコかつどう エコ活動 エコか￢つどう กจิกรรมประหยัดพลังงาน 15

エネルギー エネ￢ルギ― พลังงาน 12

えび えび￣ กุง้ 3

エビフライ エビフ￢ライ กุง้ทอด 3

エプロン エ￢プロン ผา้กันเปือน 16

えほん 絵本 えほ￢ん หนังสอืภาพ 17

えま え￢ま เอะมะ(แผน่ทใีชเ้ขยีนคําอธษิฐานในศาลเจา้) 10

えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す เลอืก 18

えん／～えん ～円 ――― ...เยน (สกลุเงนิญปีุ่ น) 5

おいしい おいしい￣、おいし￢い อรอ่ย 2

おいわい(いわい) お祝い(祝い) おいわい￣ การแสดงความยนิดี 10

おおあめ 大雨 おおあ￢め ฝนตกหนัก 7

おおい 多い お￢おい เยอะ, มาก 3

おおきい 大きい おおき￢い ใหญ่ 1

おおきな 大きな お￢おきな ใหญ่ 17

オーケー／ＯＫ オ￢ーケー โอเค ตกลง 8ス

おおさか 大阪 おおさか￣ โอซากา้ 1

う

え

お
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ことば かんじ アクセント タイご か

おおそうじ 大そうじ おおそ￢うじ การทําความสะอาดครังใหญ่ 9

オーブントースター オーブント￢ースター เตาอบ 4

おおみそか おおみ￢そか วันสนิปี 9

おおゆき 大雪 おおゆき￣ หมิะตกหนัก 9

おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび ดใีจมาก 6

おかあさん お母さん おか￢あさん คณุแม ่(ของผูอ้นื) 9

おかし(かし) おか￢し ขนม ของหวาน 1

おかね(かね) お金(金) おかね￣ เงนิ 14

おきなわ 沖縄 おきなわ￣ โอกนิาวา่ 5

おきなわガラス 沖縄ガラス おきなわガ￢ラス เครอืงแกว้โอกนิาวา่ 6

おきます 【おく1】 おきま￢す วาง 14

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す ตนืนอน 18

おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ ลกูคา้, แขก 3

おくさん お￢くさん ภรรยา (ของผูอ้นื) 2

おくに(くに) お国(国) おくに￣ ประเทศ 1ス

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す สง่ 2

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す สาย 10

おこさん お子さん おこさん￣ ลกู (ของผูอ้นื) 2

おこないます 【おこなう1】 おこないま￢す ดําเนนิการ 13

おこります 【おこる1】 おこりま￢す เกดิขนึ (เหตกุารณ์) 10

おさけ(さけ) お酒(酒) おさけ￣ เครอืงดมืแอลกอฮอล,์ เหลา้ 3

おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す บอก 4

おしごと(しごと) お仕事(仕事) おし￢ごと งาน 1ス

おしゃれ(な) おしゃ￢れ ตกแตง่สวยงาม  ทันสมัย １2ス

おしょうがつ(しょうがつ) お正月(正月)
おしょうがつ￢、
おしょうがつ￣

ปีใหม่ 9

おしらせ(しらせ) お知らせ(知らせ) おしらせ￣ ประกาศ 10

おしろ(しろ) おしろ￣ ปราสาท 6

おすし(すし) おす￢し ซชูิ 3ス

おすすめ おすすめ￣ การแนะนํา สงิทแีนะนํา 3

おせわ(せわ) (お世話(世話)) おせ￢わ การดแูลเอาใจใส,่ ชว่ยเหลอื 9

おそい(おそく) おそい￣(おそ￢く) สาย ชา้ 18

おちます(しけんに) 【おちる2】 おちま￢す สอบตก 10

おちゃ(ちゃ) お茶(茶) おちゃ￣ นําชา, ชาญปีุ่ น 4

おちゃ お茶 おちゃ￣ นําชา,ชาญปีุ่ น 14

おっと 夫 おっと￣ สาม ี(ของตนเอง) 4

おてら(てら) お寺(寺) おてら￣ วัด 6

おと 音 おと￢ เสยีง 4

おとうさん お父さん おと￢うさん คณุพอ่ (ของผูอ้นื) 2

おとうと 弟 おとうと￢ นอ้งชาย (ของตนเอง) 1

おとうとさん 弟さん おとうとさん￣ นอ้งชาย (ของผูอ้นื) 2

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ เด็กผูช้าย 1

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ ผูช้าย 2

おとします 【おとす1】 おとしま￢す ทําหลน่, ทําตก 11

おとな 大人 おとな￣ ผูใ้หญ่ 8

おどり おどり￣ การเตน้ รําวง 6

おどります 【おどる1】 おどりま￢す เตน้ รําวง 7

おとを たてます 音を たてます おと￢を たてま￢す ทําใหเ้กดิเสยีง 4

おなか おなか￣ ทอ้ง, กระเพาะอาหาร 3

おなじ 同じ おなじ￣ เหมอืนกัน เดยีวกัน เทา่กัน 2

おにいさん お兄さん おに￢いさん พชีาย (ของผูอ้นื) 2

おねえさん お姉さん おね￢えさん พสีาว (ของผูอ้นื) 2

おねがいします お願いします おねがいしま￢す ขอความกรณุา 3

おば おば￣ ป้า (ของตนเอง) 1

おばあちゃん おば￢あちゃん ยาย ยา่ (เรยีกอยา่งสนทิสนม) 10

おひる(ひる) お昼(昼) おひ￢る ตอนเทยีง 6

おひるごはん(ひるごはん) お昼ご飯(昼ご飯) おひるご￢はん อาหารเทยีง 7

オフィス オ￢フィス สํานักงาน 15

オペラ オ￢ペラ โอเปรา่ 6

おべんとう(べんとう) おべんとう￣ ขา้วกลอ่ง 7
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おまごさん おまごさん￣ หลาน (ของผูอ้นื) 2

おまつり(まつり) お祭り(祭り) おまつり￣ เทศกาล 14

おみせ(みせ) お店(店) おみせ￣ รา้น 5

おみやげ(みやげ) おみやげ￣ ของฝาก 5

オムレツ オムレツ￣ ไขเ่จยีว 4

おめでとう おめでとう￣ ขอแสดงความยนิดดีว้ย (สํานวน) 9

おもい 重い おもい￣、おも￢い หนัก 12

おもいだします 【おもいだす1】 (思い出します) おもいだしま￢す นกึออก 17

おもいで 思い出 おもいで￣ ความทรงจํา 6

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す คดิ 2

おもさ 重さ おもさ￣ นําหนัก 12

おもしろい おもしろ￢い น่าสนใจ 2

おや 親 おや￢ พอ่แม่ 9

およぎ 泳ぎ およぎ￢ การวา่ยนํา 6

およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す วา่ยนํา 2

おります 【おりる2】 おりま￢す ลง (จากยานพาหนะ) 5

おります 【おる1】 おりま￢す พับ 10

おりもの おりもの￣ สงิทอ 14

オリンピック オリンピ￢ック โอลมิปิก 17

おれい(れい) おれい￣ การแสดงความขอบคณุ 7

おわり 終わり おわり￣ จบ 13

おわりごろ 終わりごろ おわりご￢ろ ราวๆชว่งจบ 13

おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す เสร็จสนิ แลว้เสร็จ 7

おんがく 音楽 お￢んがく ดนตรี 6

おんがくか (音楽家) おんがくか￣ นักดนตรี 17

おんがくプレーヤー 音楽プレーヤー おんがくプレ￢ーヤー เครอืงเลน่เพลง 11

おんど 温度 お￢んど อณุหภมูิ 15

おんなのこ 女の子 おんな￢のこ เด็กผูห้ญงิ 16

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ ผูห้ญงิ 2

か／～か (～家) ～か￣ นัก... (นักแตง่นวนยิาย, นักเขยีน) 17

カード カ￢ード บัตร 9

かい か￢い หอย 3

かい／～かい ～回 ――― (จํานวน) ...ครัง 6

かい／～かい ～階 ～かい￣ ชนัท.ี.. 14

かいがん かいがん￣ ชายฝัง 5

かいぎ 会議 か￢いぎ การประชมุ 15

かいぎしつ 会議室 かいぎ￢しつ หอ้งประชมุ 15

がいこく 外国 がいこく￣ ตา่งประเทศ 9

がいこくご 外国語 がいこくご￣ ภาษาตา่งประเทศ 14

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ บรษัิท 1

かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん พนักงานบรษัิท 1

かいじょう 会場 かいじょう￣ สถานทใีชใ้นการจัดงาน 7

かいだん かいだん￣ บันได 15

かいてき(な) かいてき￣ สะดวกสบาย 1

ガイド／ガイドさん ガ￢イド／ガ￢イドさん ไกด์ 5

かいます 【かう1】 買います かいま￢す ซอื 1

かいめ／～かいめ ～回目 ～かいめ￢ ครังท.ี.. 10

かいもの(します) (【する3】) 買い物(します) かいもの￣ การซอืของ (ซอืของ) 1

カウンター カウンター￣ เคานเ์ตอร์ 5

かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す คนื 5

かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す กลับบา้น 4

かえる かえる￣ กบ 14

かお かお￣ ใบหนา้ 9

がか 画家 がか￣ จติรกร 17

かかります 【かかる1】 かかりま￢す กนิ (เวลา) เสยี (คา่ใชจ้่าย) 11

かき か￢き หอยนางรม 3

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す เขยีน 7

かきます 【かく1】 かきま￢す วาด 8

がくせい 学生 がくせい￣ นักเรยีน 2

かげつ ～か月 ～か￢げつ (จํานวน)...เดอืน 16

か
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かけます（めがねを） 【かける2】 かけま￢す สวม (แวน่ตา) 2

かけます（しょうゆを） 【かける2】 かけま￢す ราด (ซอส) 4

かさ か￢さ รม่ 5

かざり かざり￣ การตกแตง่ 10

かざります 【かざる1】 かざりま￢す ประดับ, ตกแตง่ 1

かします 【かす1】 貸します かしま￢す ใหย้มื 16

かしゅ 歌手 か￢しゅ นักรอ้ง 17

かぜ 風 かぜ￣ ลม 1

かぜ かぜ￣ ไขห้วัด 9

かぞく 家族 か￢ぞく ครอบครัว 2

かた(たべかた) ～方(食べ方) ――― วธิ.ี.. 4

カタカナ カタカ￢ナ คะตะคะนะ 7

かたづけ かたづけ￣ จัดใหเ้ป็นระเบยีบ, ทําความสะอาด 7

かたづけます 【かたづける2】 かたづけま￢す จัดใหเ้ป็นระเบยีบ, ทําความสะอาด 7

がつ ～月 ――― เดอืน... 1

がっき がっき￣ เครอืงดนตรี 14

がっきてん がっき￢てん รา้นขายเครอืงดนตรี 14

がっこう 学校 がっこう￣ โรงเรยีน 1

かつどう 活動 かつどう￣ กจิกรรม 15

かてい かてい￣ ครอบครัว 10ス

かなしい かなしい￣、かなし￢い เศรา้ 18

カナダ カ￢ナダ ประเทศแคนาดา 1

かならず (必ず) かならず￣ อยา่งแน่นอน 4ス

かなり か￢なり มากทเีดยีว, คอ่นขา้ง 18

かに かに￣ ปู 3

かにサラダ かにサ￢ラダ สลัดปู 4

かのじょ か￢のじょ หลอ่น,  แฟนสาว 10

かばん かばん￣ กระเป๋า 15

カフェ カ￢フェ คาเฟ่ 14

かぶります 【かぶる1】 かぶりま￢す สวม (หมวก) 2

がまん(します) (【する3】) が￢まん อดทน 11

かみ かみ￢ ผม 2

かみ 紙 かみ￢ กระดาษ 10

かみさま か￢みさま พระเจา้ 10

かゆい かゆ￢い (อาการ) คัน 4

カラー カ￢ラー สี 12

からい から￢い เผ็ด 4

カラオケ カラオケ￣ คาราโอเกะ 7

カラオケコンテスト カラオケコ￢ンテスト การประกวดรอ้งเพลง 7

ガラス ガラス￣ แกว้ 6

からだ 体 からだ￣ รา่งกาย 3

からて (空手) からて￣ คาราเต ้ 8

からてデモンストレーション
(空手デモンスト
レーション)

からてデモンストレ￢ー
ション

การสาธติคาราเต ้ 8

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す ยมื เชา่ 2

かるい 軽い かるい￣、かる￢い สวา่ง 12

カレー カレー￣ แกงกะหรี 2

カレンダー カレ￢ンダー ปฏทินิ 14

かわ 川 かわ￢ แมนํ่า 1

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

คะวะอ,ิ คณุคะวะอิ 1

かわいい かわい￢い น่ารัก 2

かわかみ／かわかみさん 川上／川上さん
かわかみ￣／
かわかみさん￣

คะวะคะม,ิ คณุคะวะคะมิ 10

かわきます 【かわく1】 かわきま￢す แหง้ 4

かわの／かわのさん
か￢わの／
か￢わのさん

คะวะโนะ, คณุคะวะโนะ 9

かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す เปลยีนแปลง 16

かんがえ 考え かんが￢え ความคดิ ไอเดยี 16ス

かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す คดิ 11

かんこう(します) (【する3】) 観光(します) かんこう￣ ทอ่งเทยีว 5
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かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく นักทอ่งเทยีว 13

かんこうち 観光地 かんこ￢うち สถานททีอ่งเทยีว 5

かんこく 韓国 か￢んこく ประเทศเกาหลใีต ้ 2

かんじ 漢字 かんじ￣ คันจิ 7

かんそう かんそう￣ ความคดิเห็น 6

かんだ 神田 かんだ￣ เมอืงคันดะ 1ス

かんたん(な) かんたん￣ ง่าย 2

かんぱい(します) (【する3】) かんぱい￣ การดมือวยพร (ดมือวยพร) 4

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す พยายาม 1

かんむてんのう 桓武天皇 か￢んむてんのう จักรพรรดคัิมมุ 13

き 木／樹 き￢ ตน้ไม ้ 1

き 気 き￣ ความรูส้กึ 5

きに いります 気に いります きに いりま￢す ชอบ, ถกูใจ 6

きに します 気に します きに しま￢す ใสใ่จ, กังวลใจ 11

きを つけます 気を つけます きを つけま￢す ระวัง 5

き(そうじき) ～機(そうじ機) ――― เครอืง... 11

きいろ きいろ￣ สเีหลอืง 16

ぎおんまつり 祇園祭 ぎおんま￢つり เทศกาลกอิง (เทศกาลทมีชีอืเสยีงในเกยีวโต) 13

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ฟัง 1

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ถาม 7

きこく(します) (【する3】) 帰国(します) きこく￣ การกลับประเทศ 9

きせつ き￢せつ ฤดกูาล 3

きのう きの￢う、きのう￣ เมอืวาน 3

きのう 機能 き￢のう ฟังกช์นั, การทํางาน 12

きびしい(きびしく) きびし￢い(きび￢しく) เขม้งวด 2

きます 【きる2】 着ます きま￢す สวมใส่ 2

きます 【くる3】 来ます きま￢す มา 2

きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す ตัดสนิใจ 4

きもち (気持ち) きもち￣ ความรูส้กึ 5

きもちが いい (気持ちが いい) きもちが い￢い รูส้กึดี 5

きもの (着物) きもの￣ ชดุกโิมโน 14

きゃく 客 きゃく￣ ลกูคา้, แขก 3

きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん คยิะมะ, คณุคยิะมะ 9

キャンプ キャ￢ンプ คา่ย 6

きゅう(な) (急(な)) きゅう￣ ทันททีันใด 7

きゅうけい きゅうけい￣ การหยดุพัก 7

ぎゅうしゃ 牛車 ぎゅ￢うしゃ เกวยีณ รถทใีชวั้วลาก 6

ぎゅうにく 牛肉 ぎゅうにく￣ เนอืวัว 3

きゅうりょう きゅ￢うりょう รายได,้ เงนิเดอืน 10

きょう 今日 きょ￢う วันนี 2

きょうことば 京ことば きょうこ￢とば ภาษาเกยีวโต 13

きょうしつ (教室) きょうしつ￣ หอ้งเรยีน 7

きょうだい (兄弟) きょ￢うだい พนีอ้ง 1

きょうと 京都 きょ￢うと เมอืงเกยีวโต 13

きょうみ きょ￢うみ ความสนใจ 7

きょうみが あります(～に) きょ￢うみが ありま￢す มคีวามสนใจ 7

きょうみを もちます(～に)
きょうみを 持ちま
す(～に)

きょ￢うみを もちま￢す สนใจใน... 17

きょねん 去年 きょ￢ねん ปีทแีลว้ 7

きります 【きる1】 きりま￢す ตัด 2

きります(スイッチを) 【きる1】 きりま￢す ปิด (ไฟ สวติซ)์ 15

きれい(な) き￢れい สวย 2

キロ／～キロ ～￢キロ ...กโิลเมตร １2ス

きん 金 き￢ん ทอง 13

きん（きんようび） 金 き￢ん วันศกุร์ 8

きんいろ 金色 きんいろ￣ สทีอง 13

きんかくじ／きんかく 金閣寺／金閣
き￢んかくじ／
き￢んかく

วันคนิคะคจุิ 13

きんし 禁止 きんし￣ การหา้ม 14

きんぱく 金ぱく きんぱく￣ ทองคําเปลว 13

き
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きんメダル 金メダル きんメ￢ダル เหรยีญทอง 17

クアラルンプール クアラルンプ￢ール กัวลาลัมเปอร์ 1

クイズ ク￢イズ การทายปัญหา 4

くうき 空気 く￢うき อากาศ 6

くうこう 空港 くうこう￣ สนามบนิ 5

クジラ クジラ￣ ปลาวาฬ 6

クジラウォッチング クジラウォ￢ッチング ชมปลาวาฬ 6

くだもの くだ￢もの ผลไม ้ 3

くつ くつ￢ รองเทา้ 2

くつした くつ￢した ถงุเทา้ 16

くに 国 くに￣、～くに￢ ประเทศ 1

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ คโุนะ, คณุคโุนะ 4

クラス ク￢ラス ชนัเรยีน 18

くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す เปรยีบเทยีบ 11

グラム／～グラム ～グ￢ラム ...กรัม 3

グリーンカーテン グリーンカ￢ーテン ซุม้ไมเ้ลอืยกันแดด 15

グリーンルーフ グリーンル￢ーフ หลังคาสเีขยีว (การปลกูพชืคลมุหลังคา) 15

クリスマス クリス￢マス ครสิมาสต์ 9

クリスマスコンサート クリスマスコ￢ンサート คอนเสริต์วันครสิมาสต์ 9

グループ グル￢ープ กลุม่ 7

くるま 車 くるま￣ รถ 3

グレー グレ￢ー สเีทา 12

クレジットカード クレジットカ￢ード บัตรเครดติ 11

くろ 黒 く￢ろ สดํีา 12

くろう(します) (【する3】) く￢ろう ความพยายาม (พยายาม) 17

くわしい(くわしく) くわし￢い(くわ￢しく) ละเอยีด 6

けいかく けいかく￣ แผนการ 13

けいかくてき(な) けいかく的(な) けいかくてき￣ อยา่งมแีผนการ 13

けいけん けいけん￣ ประสบการณ์ 11

げいじゅつか げいじゅつか￣ ศลิปิน 17

けいたいでんわ けいたい電話 けいたいで￢んわ โทรศัพทม์อืถอื 7

ケーキ ケ￢ーキ เคก้ 1

ゲーム ゲ￢ーム เกม 18ス

ゲームソフト ゲームソ￢フト ซอฟทแ์วรเ์กม 16

けが けが￢ การบาดเจ็บ 10

けしき け￢しき ววิ, ทวิทัศน์ 5

けします 【けす1】 けしま￢す ปิด (ไฟ) 15

けつあつ けつあつ￣ ความดันโลหติ 4

けっか けっか￣ ผลลัพธ์ 11

けっこん(します) (【する3】) 結婚(します) けっこん￣ การแตง่งาน (แตง่งาน) 10

けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき งานแตง่งาน 10

げんき(な) 元気(な) げ￢んき แข็งแรง, กระฉับกระเฉง 1

けんこう(な) けんこう￣ สขุภาพดี 1

けんた／けんたさん 健太／健太さん
け￢んた／
け￢んたさん

เคนตะ, คณุเคนตะ 1

けんめい 件名 けんめい￣ หัวเรอืง (อเีมล)์ 2

こ 子 こ￣ เด็ก 1

ご／～ご ～語 ～ご￣ ภาษา... 7

ご／～こ ～後 ～ご￢ หลังจาก... 12

ごうかく(します) (【する3】) 合格(します) ごうかく￣ ผา่น (สอบผา่น) 10

こうこう 高校 こうこう￣ โรงเรยีนมัธยมปลาย 17

こうこうせい 高校生 こうこ￢うせい นักเรยีนมัธยมปลาย 13ス

こうじょう こうじょ￢う โรงงาน 17

こうたい こうたい￣ สับเปลยีน, สลับกัน 7

こうちゃ こうちゃ￣ ชาดํา, ชาฝรัง 3

こうはい こうはい￣ รุน่นอ้ง 18

コース コ￢ース คอรส์, หลักสตูร 14

コーチ コ￢ーチ โคช้ 17

コート コ￢ート เสอืโคท้ 2

コーヒー コーヒ￢ー กาแฟ 3

く

け

こ
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コーラ コ￢ーラ โคลา่ (เครอืงดมื) 3

こおり こおり￣ นําแข็ง 4

コーンスープ コーンス￢ープ ซปุขา้วโพด 3

ごかぞく(かぞく) ご家族(家族) ごか￢ぞく ครอบครัว (ของผูอ้นื) 13ス

ごきょうだい(きょうだい) (ご兄弟(兄弟)) ごきょ￢うだい พนีอ้ง (ของผูอ้นื) 13ス

こくさい～ ――― ระหวา่งประเทศ 4

こくさいけっこん(します) (【する3】)
こくさい結婚(しま
す)

こくさいけ￢っこん การแตง่งานขา้มชาติ 4

ここ ここ￣ ทนีี 3

ごご 午後 ご￢ご p.m.  ชว่งเวลาหลังเทยีง 7

ごしゅじん ごしゅ￢じん สาม ี(ของผูอ้นื) 2

ごしょ 御所 ご￢しょ พระราชวังจักรพรรดิ 13

こしょう こしょ￢う พรกิไทย 4

ごぜん 午前 ご￢ぜん a.m.  ชว่งเวลากอ่นเทยีง 7

ごぜんちゅう 午前中 ごぜんちゅう￣ ชว่งเชา้ 16

こたえ こた￢え คําตอบ 1

ごちゅうもん(ちゅうもん) ご注文(注文) ごちゅうもん￣ การสัง (อาหารในรา้นอาหาร) 3

こちら こちら￣ ทางน ีทนี ี（คําสภุาพของここ） 14ス

こっち こっち￢ ทนี ีทางนี 12

コップ コップ￣ แกว้, ถว้ย 6

こと (事) こと￢ เรอืง 1

ことし 今年 ことし￣ ปีนี 1

ことば ことば￢ ภาษา คํา คําพดู คํากลา่ว 17

こども 子ども こども￣ เด็ก ลกู 1

こどもたち 子どもたち こども￢たち พวกเด็กๆ 2

この この￣ (นาม) นี 3

このあいだ このあいだ￣ เมอืวันกอ่น เมอืไมน่านมานี 2

ごはん ご飯 ご￢はん มอือาหาร 4

コピー コ￢ピー การถา่ยเอกสาร 15

コピーき コピー機 コピ￢ーき เครอืงถา่ยเอกสาร 15

こまります 【こまる1】 こまりま￢す เดอืดรอ้น 10

ごみ ごみ￢ ขยะ 15

こみます 【こむ1】 こみま￢す แน่น, หนาแน่น 5

コメント コメント￣ ความคดิเห็น 11

これ これ￣ อันนี 3

これから これから￣ หลังจากน ีตอ่จากนี 3

～ごろ ～ご￢ろ ประมาณ... 5

ごろごろします 【ごろごろする3】 ご￢ろごろします (นอน) กลงิ, นอนเลน่ 9

こわい こわ￢い น่ากลัว 5

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す พัง, ชํารดุ 11

こんかい 今回 こ￢んかい ครังนี 13

こんげつ 今月 こんげつ￣ เดอืนนี 14

コンサート コ￢ンサート คอนเสริต์ 8

こんしゅう 今週 こんしゅう￣ อาทติยน์ี 2

コンテスト コ￢ンテスト การประกวด 7

こんど (今度) こ￢んど ครังหนา้ 5

こんにちは こんにちは￢ สวัสด ี(สํานวนใชต้อนกลางวัน) 2

こんばん こ￢んばん เย็นน ีคนืนี 8

コンピューター コンピュ￢ーター คอมพวิเตอร์ 7

コンポスト コ￢ンポスト การผสมผสาน 15

サービス サ￢ービス การบรกิาร 14

さい ～￢さい (อาย)ุ ...ปี 1

さいきん さいきん￣ หมูน่ ีชว่งนี 1

さいこう さいこう￣ ดทีสีดุ 6

サイズ サ￢イズ ขนาด 12

さいたま (埼玉) さ￢いたま จังหวัดไซตะมะ 1

さいたまし さいたま市 さいたま￢し เมอืงไซตะมะ 10

サイト サイト￣ เว็บไซต์ 14

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

ไซโต, คณุไซโต 1

さ
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さがします 【さがす1】 さがしま￢す คน้หา มองหา 7

さかな 魚 さかな￣ ปลา 3

さかもとりょうま 坂本龍馬 さかもとりょ￢うま ซะคะโมโตะ เรยีวมะ (บคุคลประวัตศิาสตร)์ 14

さきます 【さく1】 さきま￢す (ดอกไม)้ บาน 13

さくねん 昨年 さくねん￣ ปีทแีลว้ 9

さくぶん (作文) さくぶん￣ เรยีงความ 18

さくら さくら￣ ซากรุะ １3ス

さげます 【さげる2】 (下げます) さげま￢す ลดตําลง 15

さしみ さしみ￢ ปลาดบิหันชนิ 3

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す เชญิ ชวน 18

さつえい さつえい￣ การถา่ยทํา 7

さっか 作家 さっか￣ นักเขยีน 1

サッカー サ￢ッカー ฟตุบอล 17

さっき さ￢っき เมอืสักครู่ 3

ざっし ざっし￣ นติยสาร 1

さとう さと￢う นําตาล 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん ซะโต, คณุซะโต 2

さま／～さま ――― คณุ... (สภุาพกวา่ さん) 7

さむい 寒い さむ￢い หนาว 3

さら さら￣ จาน 12

サラダ サ￢ラダ สลัด 3

さん／～さん ――― คณุ... 1

さんか(します) (【する3】) 参加(します) さんか￣ การเขา้รว่ม (เขา้รว่ม) 5

さんかしゃ 参加者 さんか￢しゃ ผูเ้ขา้รว่ม 8

ざんぎょう ざんぎょう￣ การทํางานลว่งเวลา 18

サングラス サング￢ラス แวน่กันแดด 5

サンダル サンダル￣ รองเทา้แตะ 5

ざんねん(な) ざんね￢ん น่าเสยีดาย 4

し 市 し￢ เมอืง 10

し／～し ～市 ――― เมอืง... 10

じ／～じ ～時 ～￢じ ...โมง 7

しあわせ 幸せ しあわせ￣ ความสขุ 10

しあわせ(な) 幸せ(な) しあわせ￣ ความสขุ 10

シーズン シ￢ーズン ฤดกูาล 5

シーディープレーヤー／CDプレー
ヤー

シーディープレ￢ーヤー เครอืงเลน่ซดีี 11

シーフード シーフ￢ード อาหารทะเล 3

シーフードサラダ シーフードサ￢ラダ สลัดซฟีู้ด 3

ジーンズ ジ￢ーンズ ยนี 16

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ ดนตรป็ีอปญปีุ่ น 2

ジェイポップコンサート／Jポップコ
ンサート

ジェイポップコ￢ンサート คอนเสริต์ดนตรป็ีอปญปีุ่ น 8

しお 塩 しお￢ เกลอื 4

しかい しかい￣ พธิกีร 7

しかります 【しかる1】 しかりま￢す ด ุวา่กลา่ว ตักเตอืน 18

じかん 時間 じかん￣ เวลา 5

じかん／～じかん ～時間 ～じ￢かん ...ชวัโมง (จํานวน) 11

しき／～しき ～式 ――― พธิ.ี.. 10

しけん 試験 しけ￢ん การสอบ 9

じこ じ￢こ อบัุตเิหตุ 17

じこしょうかい 自己紹介 じこしょ￢うかい การแนะนําตนเอง 1

しごと 仕事 しごと￣ งาน 1

じしょ じ￢しょ พจนานุกรม 14

じしん じしん￣ ความมันใจ 7

じしん じしん￣ แผน่ดนิไหว 10

しずか(な) 静か(な) し￢ずか เงยีบ 1

しずか／しずかさん (静／静さん) し￢ずか／し￢ずかさん ชซิกุะ คณุชซิกุะ 1

しぜん 自然 しぜん￣ ธรรมชาติ 1

した 下 した￣(～のした￢) ขา้งลา่ง (อาย)ุ ออ่นกวา่ 1

しちごさん 七五三 しちごさん￣
งานเทศกาลฉลองสําหรับเด็กอาย ุ3 ขวบ 5 ขวบ 
และ 7 ขวบ 10

し
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じつぎょうか じつぎょうか￣ นักธุรกจิ 17

しつもん しつもん￣ คําถาม 1

しつれい(します) (【する3】) しつ￢れい (ขอ) เสยีมารยาท 16ス

じてんしゃ 自転車
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

จักรยาน 5

じてんしゃタクシー 自転車タクシー じてんしゃタ￢クシー รถลาก รถสามลอ้ 6

じどうしゃ 自動車 じどうしゃ￣ รถยนต์ 1

しにます 【しぬ1】 しにま￢す เสยีชวีติ 18

じぶん 自分 じぶん￣ ตนเอง 10

しま 島 しま￢ เกาะ 5

します 【する3】 しま￢す ทํา 1

します(Aモデルに) 【する3】 しま￢す ตัดสนิใจเลอืก... (model A) 6

します(きれいに) 【する3】 しま￢す ทําใหเ้ป็น… (ทําใหส้ะอาด) 11

ジム ジ￢ム โรงยมิ 3

じむしつ じむ￢しつ หอ้งธุรการ 7

しめます 【しめる2】 しめま￢す ปิด (ประต ูหนา้ตา่ง) 15

しもやま／しもやまさん 下山／下山さん
しもやま￣／
しもやまさん￣

ชโิมะยะมะ, คณุชโิมะยะมะ 10

じゃあ じゃ￢あ งัน 3

しゃしん 写真 しゃしん￣ รปูถา่ย 2

シャワー シャ￢ワー ฝักบัว 15

しゅう 週 しゅ￢う อาทติย์ 14

じゅう／～じゅう ～中 ～じゅう￣ ตลอดทงั... 6

しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん ...อาทติย ์(จํานวน) 9

しゅうしょく(します) (【する3】) しゅうしょく￣ การไดง้านทํา, การเขา้ทํางาน 18

ジュース ジュ￢ース นําผลไม ้ 3

しゅうり(します) (【する3】) しゅ￢うり การซอ่มแซม (ซอ่มแซม) 16

しゅくだい しゅくだい￣ การบา้น 1

しゅしょう しゅしょう￣ นายกรัฐมนตรี 17

しゅっしん しゅっしん￣ บา้นเกดิ ภมูลํิาเนา 1

しゅっちょう 出張 しゅっちょう￣ การไปทํางานนอกสถานที 16

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

シュノーケリング シュノーケリング￣ ทอ่หายใจสําหรับใชใ้นการดํานํา 5

しゅみ しゅ￢み งานอดเิรก, ความสนใจ 1

じゅんび じゅ￢んび การเตรยีมตัว 7

しょう しょ￢う รางวัล 17

しょうエネ 省エネ しょうエネ￣ การประหยัดพลังงาน 12

しょうかい(します) (【する3】) 紹介(します) しょうかい￣ การแนะนํา (แนะนํา) 13

しょうがつ 正月 しょうがつ￢ วันขนึปีใหม่ 9

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう โรงเรยีนประถมศกึษา 18

しょうがつやすみ 正月休み しょうがつや￢すみ วันหยดุปีใหม่ 9

しょうぐん しょうぐん￣ โชกนุ 13

じょうず(な) 上手(な) じょうず￢ เกง่ 2

しょうせつ (小説) しょうせつ￣ นยิาย นวนยิาย 1

しょうひでんりょく 消費電力 しょうひで￢んりょく การใชพ้ลังงาน 12

しょうひん 商品 しょ￢うひん สนิคา้ 11

しょうゆ しょうゆ￣ ซอสถวัเหลอืง 4

しょうらい しょ￢うらい อนาคต 10ス

ショー ショ￢ー การแสดง 6

しょくじ 食事 しょくじ￣ การรับประทานอาหาร 2

しょくせんき (食洗機) しょくせ￢んき เครอืงลา้งจาน 11

じょし 女子 じょ￢し เด็กผูห้ญงิ 10

じょせい 女性 じょせい￣ ผูห้ญงิ เพศหญงิ 6

しょっぱい しょっぱ￢い เค็ม 4

ショッピング ショ￢ッピング การซอืของ 11

ショップ ショ￢ップ รา้นคา้ 14

じょゆう じょゆう￣ นักแสดงหญงิ 17

しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す แจง้ใหท้ราบ 14

しらべます 【しらべる2】 しらべま￢す ตรวจสอบ สอบสวน ตรวจตรา 14

しります 【しる2】 知ります しりま￢す รู,้ รูจั้ก 2
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しろ 白 し￢ろ สขีาว 12

しろ しろ￣ ปราสาท 13

じん／～じん ～人 ～￢じん คน... (สญัชาต)ิ 4

じんじゃ 神社 じ￢んじゃ ศาลเจา้ของลัทธชินิโต 10

じんせい 人生 じ￢んせい ชวีติ 17

しんせき しんせき￣ ญาติ 9

しんせつ(な) し￢んせつ ใจดี 5

しんせん(な) しんせん￣ สด 5

しんねん 新年 し￢んねん ปีใหม่ 9

しんぱい(します) (【する3】) しんぱい￣ เป็นหว่ง เป็นกังวล 1

しんぱい(な) しんぱい￣ เป็นหว่ง, กังวล 11

しんぶん (新聞) しんぶん￣ หนังสอืพมิพ์ 17

しんぶんし (新聞紙) しんぶ￢んし กระดาษหนังสอืพมิพ์ 16

すいえい (水泳) すいえい￣ การวา่ยนํา 17

すいぞくかん (水族館) すいぞく￢かん พพิธิภัณฑส์ัตวนํา 6

スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ สวชิตไ์ฟ 15

すいます 【すう1】 すいま￢す สบู (บหุร)ี 6

スーツ ス￢ーツ ชดุสทู 2

スーツケース スーツケ￢ース กระเป๋าเดนิทาง 16

スーパー ス￢ーパー ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 1

スープ ス￢ープ ซปุ 3

スカート スカ￢ート กระโปรง 2

スカーフ スカ￢ーフ ผา้พันคอ 16

すき(な) 好き(な) すき￢ ชอบ 1

スキー スキ￢ー สกี 1ス

すききらい 好ききらい すき￢きらい สงิทชีอบและไมช่อบ 3

すきます 【すく1】 すきま￢す วา่ง เปลา่ 3

すぎます 【すぎる2】 すぎま￢す ...เกนิไป 5

すぐ(に) す￢ぐ(に) ทันท,ี ทันททีันใด 7

すくない 少ない すくな￢い นอ้ย 12

すごい(すごく) すご￢い(すご￢く) สดุยอด ยอดเยยีม 4

すこし 少し すこ￢し เล็กนอ้ย นดิหน่อย 2

すごします 【すごす1】 すごしま￢す ใชเ้วลา 9

すずき／すずきさん
すずき￣／
すずきさん￣

ซซุกุ,ิ คณุซซุกุ ิ 2

すずしい すずし￢い เย็นสบาย 5

スタッフ スタ￢ッフ เจา้หนา้ที 6

ずっと ずっと￣ อยา่งมาก โดยตลอด มาอยา่งชา้นาน 9

すっぱい すっぱ￢い เปรยีว 4

ステーキ ステ￢ーキ เนอืสเต็ก 3

すてき(な) すてき￣ เยยีม, วเิศษ 10

すてます 【すてる2】 すてま￢す ทงิ 15

すばらしい すばらし￢い ยอดเยยีม 6

スピーチ スピ￢ーチ สนุทรพจน์ 18

スペイン スペ￢イン สเปน 9

スポーツ スポ￢ーツ กฬีา 1

すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す อาศัยอยู่ 1

すみません すみませ￢ん ขอโทษ (สํานวน) 3

すもう すもう￣ กฬีาซโูม่ 14

すわります 【すわる1】 すわりま￢す นัง 2

せ せ￢ สว่นสงู 2

せいかつ 生活 せいかつ￣ การใชช้วีติ 13

せいき／～せいき ～世紀 ～せ￢いき ศตวรรษท.ี.. 13

ぜいきん 税金 ぜいきん￣ ภาษี 12

ぜいこみ 税込 ぜいこみ￣ รวมภาษีมลูคา่เพมิ 12

せいじか せいじか￣ นักการเมอืง 17

せいじん 成人 せいじん￣ การบรรลนุติภิาวะ 10

せいじんしき 成人式 せいじ￢んしき พธิฉีลองการบรรลนุติภิาวะ 10

せいじんのひ 成人の日 せいじんのひ￢ วันบรรลนุติภิาวะ 10

せいちょう 成長 せいちょう￣ การเจรญิเตบิโต 10

す

せ
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せいひん 製品 せいひん￣ ผลติภัณฑ์ 12

セーター セ￢ーター เสอืสเวตเตอร์ 2

せかい 世界 せ￢かい โลก 13

せかいいさん 世界いさん せかいい￢さん มรดกโลก 13

せかいじゅう 世界中 せかいじゅう￣ ทัวโลก 13

ぜったい ぜったい￣ แน่นอน 10

せつめい(します) (【する3】) 説明(します) せつめい￣ อธบิาย 5

せつめいかい (説明会) せつめ￢いかい งานสัมมนาเพอือธบิายสรปุ 7

ぜひ ぜ￢ひ (ทํา) ใหไ้ด ้ 14

せまい せま￢い แคบ 12

セミナー セ￢ミナー งานสัมมนา 14

せんげつ 先月 せ￢んげつ เดอืนทแีลว้ 1

せんしゅ 選手 せ￢んしゅ นักกฬีา 17

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ อาทติยท์แีลว้ 1

せんせい 先生 せんせ￢い คร,ู อาจารย์ 2

ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ ไมเ่ลย 11

ぜんたい (全体) ぜんたい￣ ทงัหมด 11

せんたくき せんたく機 せんたく￢き เครอืงซกัผา้ 11

せんぱい せんぱい￣ รุน่พี 18

ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ ทังหมด 4

せんぷうき せんぷう機 せんぷ￢うき พัดลม 11

せんもん せんもん￣ เรอืงทเีชยีวชาญ 17

そう そ￢う、そう￣ เชน่นัน, อยา่งนัน 1

そうじ(します) (【する3】) そうじ￣ การทําความสะอาด 9

そうじき そうじ機 そうじ￢き เครอืงดดูฝุ่ น 11

そうりょう 送料 そ￢うりょう คา่สง่ 12

ソウル ソ￢ウル เมอืงโซล (เกาหล)ี 9

ソース ソ￢ース ซอส 3

ソーラーパネル ソーラーパ￢ネル แผงโซลา่เซลล์ 15

そして そして￣ และ (คําเชอืม) 2

そつぎょう(します) (【する3】) 卒業(します) そつぎょう￣ การจบการศกึษา (จบการศกึษา) 17

そっち そっち￢ ทางนัน 12

そと 外 そ￢と ขา้งนอก 5

その その￣ (นาม) นัน 2

そのまま そのまま￣ ทงัๆ อยา่งนัน 4

そば そ￢ば โซบะ (เสน้ทําจากแป้งโซบะ) 4

ソファ ソ￢ファ โซฟา 1

それ それ￣ อันนัน 5

それから それから￣ แลว้ก็... ตอ่จากนัน หลังจากนัน 4

それで それで￣ ดังนัน เพราะฉะนัน 14

それなら それな￢ら ถา้เชน่นัน 6

そんな そんな￣ อยา่งนัน, แบบนัน 2

だい／～だい ―――
...เครอืง (ลักษณะนามของเครอืงจักร หรอื
เครอืงใชไ้ฟฟ้า) 14ス

だいがく 大学 だいがく￣ มหาวทิยาลัย 9

だいがくいん だいがく￢いん บัณฑติวทิยาลัย 17

だいがくせい 大学生 だいがく￢せい นักศกึษา 10

たいき／たいきさん 大樹／大樹さん た￢いき／た￢いきさん ไทค,ิ คณุไทคิ 1

たいくつ(な) たいくつ￣ น่าเบอื 9

たいけん 体験 たいけん￣ ประสบการณ์ 6

たいけんツアー 体験ツアー たいけんツ￢アー การทอ่งเทยีวเชงิปฏบัิติ 6

たいこ たいこ￣ กลอง 8

たいこきょうしつ (たいこ教室) たいこきょ￢うしつ หอ้งเรยีนตกีลอง 8

だいじょうぶ(な) だいじょ￢うぶ ไมเ่ป็นไร 3

だいすき(な) 大好き(な) だ￢いすき ชอบมาก 4

たいせつ(な) たいせつ￣ สําคัญ 1

だいとうりょう だいと￢うりょう ประธานาธบิดี 17

だいどころ だいどころ￣ หอ้งครัว 15

ダイナミック(な) ダイナミ￢ック เขม้แข็ง มกีารเคลอืนไหว 6

だいにんき 大人気 だいに￢んき มชีอืเสยีงมาก เป็นทนียิมมาก 8

そ

た
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ダイビング ダ￢イビング การดํานํา 5

ダイビングツアー ダイビングツ￢アー ทัวรดํ์านํา 5

たいふう たいふ￢う ไตฝุ้่ น 5

たいへん (大変) たいへん￣ อยา่งมาก 9

たいへん(な) (大変(な)) たいへん￣ ลําบาก, แย่ 5

タオル タ￢オル ผา้ขนหนู 16

たかい 高い たか￢い สงู 2

たかい 高い たか￢い แพง 11

だから だ￢から เพราะฉะนัน 10

たくさん たくさん￣ มาก 4

タクシー タ￢クシー รถแท็กซี 5

たけし／たけしさん た￢けし／た￢けしさん ทะเคะช,ิ คณุทะเคะชิ 18

たしか た￢しか แน่นอนวา่... ถา้จําไมผ่ดิ 17

だします 【だす1】 出します だしま￢す สง่ 10

たち／～たち ～たち ――― พวก... 2

たちます 【たつ1】 たちま￢す ยนื 2

たてます(おとを) 【たてる2】 たてま￢す ทําใหเ้กดิเสยีง 4

たてます(たてものを) 【たてる2】 たてま￢す สรา้ง (อาคาร) 13

たてもの たて￢もの สงิกอ่สรา้ง 13

たとえば たと￢えば ตัวอยา่งเชน่ 4ス

たなか／たなかさん (田中／田中さん)
たなか￣／
たなかさん￣

ทะนะกะ, คณุทะนะกะ 1

たなばた たなばた￣ เทศกาลทะนะบะตะ 10

たのしい 楽しい たのし￢い สนุกสนาน, เพลดิเพลนิ 1

たのしみ 楽しみ たのし￢み ความสนุกสนาน 13ス

たのしみに します 楽しみに します たのし￢みに しま￢す ตังหนา้ตังตาคอย 13ス

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す สนุกสนาน, เพลดิเพลนิ 6

たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す ขอรอ้ง, ออ้นวอน 18

たぶん た￢ぶん คงจะ อาจจะ 12

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す กนิ รับประทาน 2

たべもの 食べ物 たべ￢もの อาหาร 3

たまご 卵 たま￢ご ไข่ 3

ため ため￢ เพอื 10

だめ(な) だめ￢ แย,่ ไมด่,ี ไมไ่ด ้ 3

たやま／たやまさん (田山／田山さん)
た￢やま／
た￢やまさん

ทะยะมะ, คณุทะยะมะ 17

だれ だ￢れ ใคร 13

たんざく たんざく￣
ทันซะค ุ(กระดาษเล็กๆทใีชเ้ขยีนขอพรใน
เทศกาลทะนะบะตะ) 10

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび วันเกดิ 10

ダンス ダ￢ンス เตน้ 1

だんせい 男性 だんせい￣ ผูช้าย เพศชาย 6

ちいさい 小さい ちいさ￢い เล็ก 3

チーズ チ￢ーズ ชสี 4

チーム チ￢ーム ทมี 18ス

チェック チェ￢ック ตรวจสอบ 8

チェックイン チェックイ￢ン การเช็คอนิ 5

チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ 5

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す ตา่งกัน 2

ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く ใกล ้ๆ 1

チキン チ￢キン ไก่ 3

チケット チ￢ケット ตัว 9

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ พอ่ (ของตนเอง) 2

ちほう 地方 ち￢ほう、ちほ￢う ตา่งจังหวัด 3

ちゃわん 茶わん ちゃわん￣ ถว้ยชา 4

ちゃん／～ちゃん ―――
...จัง (ใชเ้รยีกเรยีกตอ่ทา้ยชอืเพอืนผูห้ญงิ, เด็ก 
และคนในครอบครัว หรอืใชแ้สดงความสนทิสนม)

1ス

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ ชว่ง..., ภายใน... 4

ちゅうい(します) (【する3】) ちゅ￢うい การระมัดระวัง (ระมัดระวัง) 15

ちゅうがくせい 中学生 ちゅうがく￢せい นักเรยีนมัธยมตน้ 13

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく ประเทศจนี 4

ち
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ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ ภาษาจนี 17

ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん คนจนี 4ス

ちゅうし(します) (【する3】) 中止(します) ちゅうし￣ การยกเลกิ 7

ちゅうしん 中心 ちゅうしん￣ ศนูยก์ลาง 13

ちゅうもん(します) (【する3】) 注文(します) ちゅうもん￣ การสงัอาหาร (ในรา้นอาหาร) 3

ちょうさ ちょ￢うさ การสํารวจ 11

ちょうし 調子 ちょうし￣ สภาพ 11

ちょうど ちょうど￣ พอดี 16

ちょうど いい ちょうど い￢い เหมาะสม 16

ちょっと ちょ￢っと เล็กนอ้ย 2

ツアー ツ￢アー ทัวร์ 5

ツアーがいしゃ ツアー会社 ツアーが￢いしゃ บรษัิททัวร์ 5

つうやく つ￢うやく การแปล (ลา่ม) 7

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す ใช ้ 4

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す เหนอืย 3

つき 月 つき￢ เดอืน 14

つぎ つぎ￢ ถัดไป 1

つきます(ふねが) 【つく1】
(着きます(ふね
が))

つきま￢す ถงึทหีมาย 5

つきます(でんきが) 【つく1】 つきま￢す (ไฟ) เปิดอยู่ 11

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す ทํา ผลติ สรา้ง 4

つけます(たれを) 【つける2】 つけま￢す จมิ (ซอส) 4

つけます(でんきを) 【つける2】 つけま￢す เปิด (ไฟ) 7

つごう つごう￣ สภาพการณ์ 7

つま 妻 つ￢ま ภรรยา (ของตนเอง) 4

つまらない つまら￢ない น่าเบอื 8

つめたい 冷たい つめたい￣、つめた￢い เย็น 3

つゆ つゆ￣ ฤดฝูน 5

つよい つよ￢い แข็งแรง แข็งแกรง่ 1

つり つり￣ ตกปลา 6

つれていきます 【つれていく1】 つれていきま￢す พาไป 5

つれます 【つれる2】 つれま￢す พาไป (มา) 13

て 手 て￢ มอื 3

であいます 【であう1】 (出会います) であいま￢す พบกัน 10

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ เสอืยดื 5

テーブル テーブル￣ โตะ๊ 7

でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す ออกไปขา้งนอก 9

てがみ (手紙) てがみ￣ จดหมาย 14ス

てき／～てき ～的 ～てき￣
แบบ... (คําเตมิหลังคําคณุศัพทเ์พอืแสดงวา่มี
ลักษณะเชน่นัน)

13

できます（ともだちが） 【できる2】
できます（友だち
が）

できま￢す ม ี(เพอืน) 2

できます（じゅんびが） 【できる2】 できま￢す (เตรยีมตัว) เสร็จแลว้, พรอ้มแลว้ 8

できます 【できる2】 できま￢す สามารถ ทําได ้ 6

できるだけ できるだけ￣ เทา่ทจีะทําได ้ 15

できれば でき￢れば ถา้ทําได ้ 5

でぐち 出口 で￢ぐち ทางออก 14

デザート デザ￢ート ของหวาน 4

デザイン デザ￢イン การออกแบบ 12

デジタルとしょかん デジタルとしょ￢かん หอ้งสมดุดจิติอล 14

テスト テ￢スト การสอบ 18

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ชว่ยเหลอื 1

では で￢は งัน… 14ス

てぶくろ (手ぶくろ) てぶ￢くろ ถงุมอื 16

でます 【でる2】 出ます でま￢す ออก 4

でも で￢も แต่ 1

デモンストレーション デモンストレ￢ーション การเดนิขบวนประทว้ง, การสาธติ 8

てら 寺 てら￢ วัด 13

デリー デ￢リー กรงุเดลี 1

テリヤキチキン テリヤキチ￢キン ไกเ่ทอรยิากิ 3

テリヤキビーフ テリヤキビ￢ーフ เนอืเทอรยิากิ 3

つ

て
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テレビ テ￢レビ โทรทัศน์ 17

てん／～てん ～￢てん นทิรรศการ... 14

てん／～てん ～点 ～て￢ん ...คะแนน 15

てんいん 店員 てんいん￣ พนักงานรา้น 11

てんき 天気 て￢んき สภาพอากาศ 1

でんき 電気 で￢んき ไฟฟ้า 11

でんきじどうしゃ 電気自動車 でんきじど￢うしゃ รถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า 15

でんきせいひん 電気製品 でんきせ￢いひん เครอืงใชไ้ฟฟ้า 11

でんしじしょ (電子じしょ) でんしじ￢しょ พจนานุกรมอเิล็กทรอนกิส์ 1

てんじひん てんじひん￣ ของทนํีามาจัดแสดง 14

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ รถไฟฟ้า 5

でんしレンジ 電子レンジ でんしレ￢ンジ ไมโครเวฟ 11

てんのう 天皇 てんの￢う จักรพรรดิ 13

てんぷら てんぷら￣ เทมปรุะ อาหารชบุแป้งทอด 3ス

でんりょく 電力 で￢んりょく พลังงานไฟฟ้า 12

でんわ 電話 でんわ￣ โทรศัพท์ 7

ど／～ど ～度 ～￢ど ...องศา 15

ドア ド￢ア ประตู 8

ドイツ ド￢イツ ประเทศเยอรมัน 9

トイレ ト￢イレ หอ้งนํา 7

トイレットペーパー トイレットペ￢ーパー กระดาษชําระ 16

どう ど￢う อยา่งไร 2

とうがらし とうが￢らし พรกิ 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ โตเกยีว 9

どうぐ 道具 どうぐ￢ เครอืงมอื 5

どうして ど￢うして ทําไม 18

どうぞ ど￢うぞ เชญิ (สํานวน) 4

とうふ とうふ￢、とうふ￣ เตา้หู ้ 3

とうふステーキ とうふステ￢ーキ สเต็กเตา้หู ้ 4

どうぶつ 動物 どうぶつ￣ สัตว์ 6

どうやって ど￢うやって อยา่งไร 4

とうろく(します) (【する3】) とうろく￣ การลงทะเบยีน 13

とおい とおい￣、とお￢い ไกล 18

とおか １０日／十日 とおか￣ วันท ี10 14

とおく とおく￢ ไกล 18

とおり 通り とおり￢ ถนน ตรอก 13

とき (時) とき￢ ตอนที 1

ときどき ときどき￢ บางครัง 2

とくい(な) とく￢い ชํานาญ เกง่ 2

とくがわしょうぐん 徳川しょうぐん
とくがわしょ￢うぐん、
とく￢がわしょうぐん

โชกนุโทคงุะวะ (บคุคลในประวัตศิาสตร)์ 13

どくしょ 読書 ど￢くしょ การอา่น 1

とくちょう 特徴 とくちょう￣ ลักษณะเดน่ 12

とくに (特に) と￢くに เป็นพเิศษ 2

とくべつ(な) 特別(な) とくべつ￣ พเิศษ 9

どこ ど￢こ ทไีหน 1

ところ (所) ところ￢ สถานที 1

とし 年 とし￢ ปี 9

とし 年 とし￢ อายุ 18

としょかん としょ￢かん หอ้งสมดุ 14

どちら ど￢ちら อันไหน (จากสองสงิ) 12

どっち ど￢っち อันไหน (จากสองสงิ) 12

とても／とっても とても￣／とっても￣ มาก 2

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す ถงึ, มาถงึ 11

となり となり￣ ขา้งๆ 7

どの ど￢の (นาม) ไหน (มากกวา่สามสงิขนึไป) 2

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

ประมาณเทา่ไหร่ 11

ともだち 友だち ともだち￣ เพอืน 1

どようび 土よう日 どよ￢うび วันเสาร์ 2

と
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ドライブ(します) (【する3】) ドラ￢イブ การขับรถ 5

とりだします 【とりだす1】 とりだしま￢す เอาออกมา 12

とりにく とり肉 とりにく￣ เนอืไก่ 3

とります(しゃしんを) 【とる1】 とりま￢す ถา่ย (รปู) 2

とります 【とる1】 とりま￢す หยบิ จับ 4

とります(としを) 【とる1】 とりま￢す (อาย)ุ มากขนึ แกข่นึ 18

どろ どろ￢ โคลน ตม 1

どんな ど￢んな แบบไหน 1

なか 中 な￢か ขา้งใน 5

ながい(ながく) 長い(長く) なが￢い(な￢がく) ยาว 2

ながいき(します) (【する3】) 長生き(します) なが￢いき、ながい￢き การมชีวีติยนืนาน 10

なかごろ 中ごろ なかごろ￣ ประมาณกลางๆ 13

ながします 【ながす1】 ながしま￢す ทําใหข้องเหลวไหลไป 15

なかた(なかだ)／なかたさん 中田／中田さん
なかた￣(なかだ￣)／
なかたさん￣

นะกะดะ, คณุนะกะดะ 10

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

นะกะมรุะ, คณุนะกะมรุะ 2

なきます 【なく1】 なきま￢す รอ้งไห ้ 2

なくなります 【なくなる1】 なくなりま￢す เสยีชวีติ 17

なつ 夏 なつ￢ ฤดรูอ้น 5

なつやすみ 夏休み なつや￢すみ วันหยดุฤดรูอ้น 5

なに／なん 何 な￢に／な￢ん อะไร 1

なにか 何か な￢にか บางอยา่ง 3

なにも 何も なにも￣ ไมม่อีะไร 3

なのか ７日／七日 なのか￣ วันท ี7, 7 วัน 9

なま 生 な￢ま ดบิ 3

なまえ 名前 なまえ￣ ชอื 1

なまたまご 生卵 なまた￢まご ไขด่บิ 4

なまやさい 生野菜 なまや￢さい ผักสด 3

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す เรยีน 1

なります  【なる1】 なりま￢す กลายเป็น 1

なるほど なるほど￣ ออ๋! เป็นเชน่นนีเีอง (สํานวน) 15

にがて(な) 苦手(な) にがて￣ ไมถ่นัด ไมเ่กง่ 1

にぎやか(な) にぎ￢やか จอแจ คกึคัก 13

にく 肉 にく￢ เนอื 3

にくりょうり 肉料理 にくりょ￢うり อาหารจําพวกเนอื 3

にじょうじょう 二条城 にじょ￢うじょう ปราสาทนโิจ 13

にち（にちようび） 日 に￢ち วันอาทติย์ 8

にち(じゅうごにち) ～日(15日) ――― วันท.ี.. 9

にちかん／～にちかん／かかん／
～かかん

～日間
～にち￢かん／
か￢かん

(จํานวน) วัน 7

にちじ 日時 に￢ちじ วันและเวลา 8

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん ประเทศญปีุ่ น 4

にほんご 日本語 にほんご￣ ภาษาญปีุ่ น 7

にほんじゅう 日本中 にほんじゅう￣ ทวัญปีุ่ น 10

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん คนญปีุ่ น 4

にほんせい 日本製 にほんせい￣ ผลติทญีปีุ่ น 12

にほんてき(な) 日本的(な) にほんてき￣ แบบญปีุ่ น 13

にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり งานเทศกาลญปีุ่ น 7

にます 【にる2】 にま￢す เหมอืน, คลา้ยกัน 2

にもつ に￢もつ สัมภาระ 13

ニューイヤーパーティー
ニューイヤーパ￢ー
ティー

งานเลยีงปีใหม่ 9

にゅうがく(します) (【する3】) 入学(します) にゅうがく￣ การเขา้เรยีน 10

にゅうがくしけん 入学試験 にゅうがくしけ￢ん การสอบเขา้เรยีน 10

にゅうじょうりょう 入場料 にゅうじょ￢うりょう คา่เขา้ชม 8

ニュース ニュ￢ース ขา่ว 17

にわ にわ￣ สวน 13

にん／～にん ～人 ――― (จํานวน) คน 1

にんき 人気 にんき￣ เป็นทนียิม 3

な

に
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にんぎょう にんぎょう￣ ตุก๊ตา 16

ぬ ぬります 【ぬる1】 ぬりま￢す ทา 4

ねがいごと 願い事 ねがいごと￣ พร 10

ねがいます 【ねがう1】 願います ねがいま￢す ขอรอ้ง, ขอพร 10

ネクタイ ネ￢クタイ เนคไท 2

ねだん ねだん￣ ราคา 11

ネックレス ネ￢ックレス สรอ้ยคอ 2

ネット ネット￣ อนิเทอรเ์น็ต 11

ネットショッピング ネットショ￢ッピング ช็อปปิงออนไลน์ 11

ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す นอน 11

ねむい ねむい￣、ねむ￢い ง่วงนอน 18

ねん 年 ね￢ん ปี 12

ねん／～ねん ～年 ――― ปี... 11

ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん ...ปี (จํานวน) 16

ねんかんパスポート 年間パスポート ねんかんパスポ￢ート บัตรทสีามารถใชไ้ดต้ลอดทงัปี 14

ねんし 年始 ね￢んし ตน้ปี 9

ねんまつ 年末 ねんまつ￣ สนิปี 9

ねんまつねんし 年末年始 ねんまつね￢んし ชว่งเวลาตังแตส่นิปีของปีกอ่นจนถงึตน้ปีใหม่ 9

のこします 【のこす1】 のこしま￢す เหลอื 4

のせます 【のせる2】 のせま￢す เอาวางไวด้า้นบน 4

のぞみ／のぞみちゃん
のぞみ￣／
のぞみちゃん￣

โนะโซะม,ิ โนะโซะมจัิง 1ス

のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ โนะดะ, คณุโนะดะ 1

のど の￢ど คอ คอหอย 4

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す ดมื 2

のみもの 飲み物 のみ￢もの เครอืงดมื 3

のりか／のりかさん
の￢りか／
の￢りかさん

โนรกิะ, คณุโนรกิะ 7

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す ขนึ, ข ี(ยานพาหนะ) 5

のんびり のんび￢り ตามสบาย ไมร่บีรอ้น 6

パーセント／～パーセント ～パーセ￢ント เปอรเ์ซ็นต์ 11

パーティー パ￢ーティー งานเลยีง, ปารต์ี 1

はい は￢い ใช่ 3

バイク バ￢イク มอเตอรไ์ซค์ 5

はいゆう はいゆう￣ นักแสดงชาย 17

はいります（さとうが） 【はいる1】
入ります（さとう
が）

はいりま￢す ใส ่(นําตาล) ไว ้ 4

バウムクーヘン バウムク￢ーヘン ขนมบามคเูฮน 1

はきます 【はく1】 はきま￢す สวม, ใส ่(กระโปรง, กางเกง, รองเทา้) 2

はくぶつかん 博物館 はくぶつ￢かん พพิธิภัณฑ์ 14

はこびます 【はこぶ1】 はこびま￢す ขนของ ขนยา้ย 13

はし は￢し ตะเกยีบ 15

はじまります 【はじまる1】 始まります はじまりま￢す เรมิ 7

はじめ 始め はじめ￣ ทแีรก, ตอนแรก 5

はじめごろ 始めごろ はじめご￢ろ ชว่งเรมิตน้ 13

はじめて はじ￢めて ครังแรก 2

はじめまして はじめま￢して ยนิดทีไีดรู้จั้ก (สํานวน) 1

はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す เรมิ 4

ばしょ 場所 ばしょ￣ สถานที 6

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す วงิ 5ス

バス バ￢ス รถประจําทาง 5

はずかしい はずかし￢い อาย 18

パスタ パ￢スタ พาสตา้ 4

バター バ￢ター เนย 4

はたらきます 【はたらく1】 働きます はたらきま￢す ทํางาน 1

バッグ バ￢ッグ กระเป๋า 15

はな 花 はな￢ ดอกไม ้ 2

はな はな￣ จมกู 2

はなし 話 はなし￢ การพดูคยุ 1

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す พดู 1

ね

の

は
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はは 母 は￢は แม ่(ของตนเอง) 2

ははは ――― ฮา่ฮา่ฮา่ (เสยีงหัวเราะ) 4

はやい(はやく) 早い(早く) はや￢い(は￢やく) เร็ว 5

バラ バラ￣ กหุลาบ 18

はらいます 【はらう1】 はらいま￢す จ่าย 16

パリ パ￢リ เมอืงปารสี 4

はりがみ はりがみ￣ โปสเตอร์ 7

はります 【はる1】 はりま￢す ตดิ 14

はる 春 は￢る ฤดใูบไมผ้ลิ 13

はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す อากาศแจ่มใส ปลอดโปรง่ 6

はん／～はん ～半 ～は￢ん ครงึ, ครงึชวัโมง 7

ばん ばん￣ ตอนกลางคนื 10

パン パ￢ン ขนมปัง 4

バンガロール バンガロ￢ール บังคาลอร ์(เมอืงในอนิเดยี) 1

パンフレット パ￢ンフレット แผน่พับ 14

ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ ลําดับท.ี.. 1

ひ 日 ひ￢、ひ￣ วัน 1

ピアノ ピアノ￣ เปียโน 17

ビーチ ビ￢ーチ ชายหาด 5

ビーフ ビ￢ーフ เนอื 3

ビーフステーキ ビーフステ￢ーキ สเต็กเนอื 3

ピーマン ピ￢ーマン พรกิหยวก, พรกิหวาน 1

ビール ビ￢ール เบยีร์ 4

ひきます 【ひく1】 ひきま￢す ดดี, ส ี(เครอืงดนตร)ี 17

ひくい 低い ひく￢い ตํา, เตยี 2

ピクニック ピ￢クニック การไปปิกนกิ 6

ひこうき ひこ￢うき เครอืงบนิ 5

ピザ ピ￢ザ พซิซา่ 4

ひさしぶり ひさしぶり￣ ไมไ่ดพ้บ (ทํา, เกดิขนึ) นาน 9

ビジネス ビ￢ジネス ธุรกจิ 17

びじゅつかん びじゅつ￢かん พพิธิภัณฑศ์ลิปะ, หอศลิป์ 14

ひだりて 左手 ひだりて￣ มอืซา้ย 4

びっくり びっく￢り ตกใจ ประหลาดใจ 12

びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします ตกใจ ประหลาดใจ 17

ひっし(な) ひっし￣ อยา่งเต็มกําลัง อยา่งเต็มที 10

ひつよう(な) 必要(な) ひつよう￣ จําเป็น 7

ビデオカメラ ビデオカ￢メラ กลอ้งวดิโีอ 7

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ คน 1

ひどい ひど￢い รา้ยกาจ รนุแรง 18ス

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ หนงึชนิ หนงึอัน 3

ひとばんじゅう ひとばんじゅう￣ ตลอดทงัคนื 8

ひとり １人／一人 ひと￢り หนงึคน 2

ひま(な) ひま￣ วา่ง 7

ひみつ ひみつ￣ ความลับ 10

びょうき 病気 びょうき￣ ป่วย 1

ひらがな ひらが￢な ฮริะงะนะ 14ス

ひる 昼 ひる￢ ตอนกลางวัน 5

ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん อาหารกลางวัน 3

ひろい 広い ひろ￢い กวา้ง 6

ひろいます 【ひろう1】 ひろいま￢す เก็บ 16

ひろば 広場 ひ￢ろば ลานกวา้ง, ลานจัดกจิกรรม 7

ふく 服 ふく￢ เสอืผา้ 5

ふくおか 福岡 ふく￢おか ฟกุโุอกะ 9

ふくざつ(な) ふくざつ￣ ซบัซอ้น 12

ふくろ ふくろ￢ ถงุ 15

ぶし ぶ￢し นักรบ 14

ふじい／ふじいさん 藤井／藤井さん ふじい￣／ふじいさん￣ ฟจุอิ,ิ คณุฟจุอิ ิ 7

ふた ふた￣ ฝา 11

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ สองชนิ 3

ぶたにく ぶた肉 ぶたにく￣ เนอืหมู 3

ひ

ふ
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ふたり ２人／二人 ふたり￢ สองคน 1

ふだん ふ￢だん เสมอ ปกติ 5

ふつか ２日／二日 ふつか￣ วันท ี2, 2 วัน 7

ぶっきょう 仏教 ぶ￢っきょう ศาสนาพทุธ 13

ふね 船 ふ￢ね เรอื 5

ふべん(な) 不便(な) ふ￢べん ไมส่ะดวก 7

ふゆ 冬 ふゆ￢ ฤดหูนาว 15

ふゆやすみ 冬休み ふゆや￢すみ วันหยดุฤดหูนาว 9

フライ フライ￣ อาหารทอด 3

ブラウス ブラ￢ウス เสอืสตรี 16

フランス フランス￣ ประเทศฝรังเศส 4

フリーマーケット フリーマ￢ーケット ตลาดนัด 16

ふります 【ふる1】 ふりま￢す (ฝน หมิะ) ตก 5

プリンター プリンター￣ เครอืงพมิพ์ 15

ふるい 古い ふる￢い เกา่ 6

ふるさと ふる￢さと บา้นเกดิ 10

フルーツ フル￢ーツ ผลไม ้ 3

プレゼント プレ￢ゼント ของขวัญ 9

ブログ ブログ￣ บล็อก 14

プログラム プログ￢ラム โปรแกรม 7

プロポーズ(します) (【する3】) プロポ￢ーズ การขอแตง่งาน 10

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ...นาที 6

ふんいき ふんい￢き บรรยากาศ 13

ぶんか 文化 ぶ￢んか วัฒนธรรม 6

ぶんかざい (文化ざい) ぶんか￢ざい งานวัฒนธรรม 14

ぶんかセンター 文化センター ぶんかセ￢ンター ศนูยวั์ฒนธรรม 8

ぶんかむら 文化むら ぶんかむら￣ หมูบ่า้นวัฒนธรรม 6

へえ ――― วา้ว (คําอทุาน) 3

ベジタリアン ベジタ￢リアン มังสวรัิติ 3

ペットボトル ペットボ￢トル ขวดพลาสตกิ 16

へや へや￢ หอ้ง 1

へらします 【へらす1】 へらしま￢す ลดลง 15

ヘルシー(な) ヘ￢ルシー ดตีอ่สขุภาพ 6

ペン ペ￢ン ปากกา 8

べんきょう(します) (【する3】) 勉強(します) べんきょう￣ การเรยีน 1

べんり(な) 便利(な) べ￢んり สะดวก 6

ほう 方 ほ￢う ขา้ง 12

ぼうえき ぼうえき￣ การคา้ระหวา่งประเทศ 17

ぼうえきがいしゃ ぼうえき会社 ぼうえきが￢いしゃ บรษัิทคา้ขายระหวา่งประเทศ 17

ぼうし ぼうし￣ หมวก 2

ポーク ポ￢ーク เนอืหมู 3

ホープ ホ￢ープ ความหวัง 1

ホール ホ￢ール หอ้งโถง 7

ほか ほか￣ อนืๆ 1

ぼく ぼ￢く ผม 10ス

ほし ほし￣ ดาว 10

ほしい ほし￢い ตอ้งการ 1

ぼしゅう 募集 ぼしゅう￣ การรับสมัคร 7

ポスター ポ￢スター โปสเตอร์ 14

ほっ ――― เฮอ้ (เสยีงถอนหายใจอยา่งโลง่อก) 5

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう จังหวัดฮอกไกโด 9

ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す โลง่อก 5

ホテル ホ￢テル โรงแรม 5

ほとけさま ほとけさ￢ま พระพทุธเจา้ 10

ほめます 【ほめる2】 ほめま￢す กลา่วชม, สรรเสรญิ 18

ほら ――― ดสู!ิ (คําอทุาน) 2

ボランティア ボラ￢ンティア อาสาสมัคร 7

ボランティアスタッフ ボランティアスタ￢ッフ เจา้หนา้ทอีาสาสมัคร 7

ほん 本 ほ￢ん หนังสอื 1

ほん／ぼん／ぽん ～本 ――― แทง่, ดา้ม 3

へ

ほ
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ぼんおどり ぼんお￢どり เทศกาลรําวงบงโอโดริ 7

ほんとう ほんとう￣ จรงิ 17

ほんとうに ほんとうに￣ จรงิๆ 9

ほんや 本屋 ほ￢んや รา้นหนังสอื 1

まあ ま￢あ อมื.. (คําเกรนิ) 1ス

まあまあ(な) まあま￢あ、ま￢あまあ ธรรมดา 6

まい／～まい ――― แผน่, ใบ 14ス

まいあさ 毎朝 ま￢いあさ ทกุเชา้ 3

マイク マ￢イク ไมโครโฟน 8

まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ ทกุอาทติย์ 10

まいつき 毎月 まいつき￣ ทกุเดอืน 14

まいとし 毎年 まいとし￣ ทกุปี 9

まいにち 毎日 ま￢いにち ทกุวัน 3

まえ 前 ま￢え กอ่น 2

まご まご￢ หลาน 2

まこと／まことさん 誠／誠さん まこと￣／まことさん￣ มะโกะโตะ, คณุมะโกะโตะ 1

まじめ(な) まじめ￣ ขยันขันแข็ง เอาจรงิเอาจัง เอาการเอางาน 1

まず ま￢ず อันดับแรก 4

まずしい まずし￢い ยากจน 17

また また￢ อกีครัง 2

まだ ま￢だ ยัง 4

まち 町 まち￢ เมอืง 1

まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ การนัดพบ 18

まちじゅう 町中 まちじゅう￣ ทัวเมอืง 13

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す รอ 4

まっすぐ(な) まっす￢ぐ ตรง 13

まっちゃ (まっ茶) まっちゃ￣ ชาเขยีว 14

まつり 祭り(祭) まつり￣ เทศกาล 7

まど ま￢ど หนา้ตา่ง 15

マナー マ￢ナー มารยาท 4

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す หลงทาง 18

マヨトースト マヨト￢ースト มายองเนสโทสต์ 4

マヨネーズ(マヨ) マヨネ￢ーズ(マ￢ヨ) มายองเนส 4

マヨラー マヨラー￣ คนทชีอบมายองเนส 4

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん มะร,ิ คณุมะริ 10

まるい まるい￣、まる￢い กลม 6

マレーシア マレ￢ーシア ประเทศมาเลเซยี 17

マレーシアご マレーシア語 マレーシアご￣ ภาษามาเลเซยี 17

マンガ マンガ￣ หนังสอืการต์นู 1

マンガきょうしつ マンガきょ￢うしつ หอ้งเรยีนวาดการต์นู 7

まんぞく(します) (【する3】) 満足(します) ま￢んぞく ความพงึพอใจ 12

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す มองเห็น 5

みぎ 右 みぎ￣ ขวา 4ス

みぎて 右手 みぎて￣ มอืขวา 4ス

みじかい(みじかく) 短い(短く) みじか￢い(みじか￢く) สัน 2

みず 水 みず￣ นํา 11

みずしま／みずしまさん 水島／水島さん
みずしま￣／
みずしまさん￣

มซิชุมิะ, คณุมซิชุมิะ 16

みずの／みずのさん (水野／水野さん)
み￢ずの／
み￢ずのさん

มซิโุนะ, คณุมซิโุนะ 17

みせ 店 みせ￢ รา้น 1

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す เอาใหดู้ 9

みそしる みそし￢る ซปุเตา้เจยีว 4

みち 道 みち￣ ถนน 5

みっか ３日／三日 みっか￣ วันท ี3, 3 วัน 7

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ สามอัน สามชนิ 3

みどり み￢どり สเีขยีว 1ス

みなさん みな￢さん ทกุคน 4

みなみ 南 みなみ￣ ภาคใต ้ 17

みます 【みる2】 見ます みま￢す ดู 1

ま

み
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ミュージアム ミュ￢ージアム พพิธิภัณฑ์ 14

ミュージアムショップ ミュージアムショ￢ップ รา้นคา้ภายในพพิธิภัณฑ์ 14

ミルク ミ￢ルク นม 4

みんな みんな￢ ทกุคน 4

むいか ６日／六日 むいか￣ วันท ี6, 6 วัน 9

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す ตอ้นรับ (เทศกาลปีใหม)่ 9

むかし むかし￣ สมัยกอ่น นานมาแลว้ 6

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

ยาก 8

むすこ むすこ￣ ลกูชาย (ของตนเอง) 1

むすこさん むすこさん￣ ลกูชาย (ของผูอ้นื) 2

むすめ むすめ￢ ลกูสาว (ของตนเอง) 10

むだ(な) むだ￣ สนิเปลอืง, สญูเปลา่ 15

むだに します むだに しま￢す ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ 15

むらかみはるき 村上春樹 むらかみは￢るき ฮะรกุ ิมรุะกะม ิ(นักเขยีน) 1

むりょう 無料 むりょう￣ ฟรี 6

め 目 め￢ ตา 2

メール メール￣ อเีมล 2

めがね め￢がね แวน่ตา 2

メキシコ メキシコ￣ ประเทศเม็กซโิก 9

めずらしい めずらし￢い แปลก หายาก 3

メダル メダル￣ เหรยีญรางวัล 17

メッセージ メ￢ッセージ ขอ้ความ 4

メニュー メ￢ニュー เมนู 3

メモ メ￢モ การจดโน๊ต 15ス

めんどう(な) めんど￢う ยุง่ยาก, ลําบาก 11

もう も￢う ...แลว้ 4

もう もう￣ ...อกี 10

もうしこみます 【もうしこむ1】 もうしこみま￢す ยนืความจํานง สมัคร 7

もくようび 木よう日 もくよ￢うび วันพฤหัสบดี 14

もじ も￢じ ตัวอักษร 18

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す ถอื 2

もちろん もち￢ろん แน่นอน 6

もったいない もったいな￢い น่าเสยีดาย 15

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、
も￢っていきます

ถอืไป เอาไป 5

もってきます 【もってくる3】 持ってきます
もってきま￢す、
も￢ってきます

ถอืมา เอามา 8

もっと も￢っと อกี 4

モデル モ￢デル、モデル￣ โมเดล, แบบ 12

もどります 【もどる1】 もどりま￢す กลับ 9

もの もの￢ สงิของ 1

モノレール モノレ￢ール รถไฟรางเดยีว 5

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す ไดรั้บ 2

もり 森 もり￣ ป่า 5

もりかわ／もりかわさん 森川／森川さん
もり￢かわ／
もり￢かわさん

โมรคิะวะ, คณุโมรคิะวะ 16

もんだい 問題 もんだい￣ ปัญหา 5

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ ยะง,ิ คณุยะงิ 9

やきます 【やく1】 やきま￢す ปิง ยา่ง 4

やきもの やきもの￣ เครอืงปันดนิเผา 14

やくそく やくそく￣ สัญญา 1

やくに たちます やく￢に たちま￢す เป็นประโยชน์ 15

やさい 野菜 やさい￣ ผัก 1

やさしい やさしい￣、やさし￢い ใจดี 1

やすい 安い やす￢い ราคาถกู 2

やすみ 休み やすみ￢ วันหยดุ 1

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す พัก หยดุพัก 7

やぶれます 【やぶれる2】 やぶれま￢す ฉีกขาด, แตก 16

やま 山 やま￢ ภเูขา 5

や
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やまだ／やまださん (山田／山田さん)
やまだ￣／
やまださん￣

ยะมะดะ, คณุยะมะดะ 1

やまのぼり (山のぼり) やまの￢ぼり การปีนเขา 6

やまもと／やまもとさん 山本／山本さん
やまもと￣／
やまもとさん￣

ยะมะโมโตะ, คณุยะมะโมโตะ 16

やめます 【やめる2】 やめま￢す ลาออก ลม้เลกิ 17

やります 【やる1】 やりま￢す ทํา 7

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん ยโูกะ, คณุยโูกะ 11

ユーザーコメント ユーザーコ￢メント ความคดิเห็นของผูใ้ชจ้รงิ 11

ゆうしょう(します) (【する3】) ゆうしょう￣ ชนะเลศิ 8

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく ไปรษณีย์ 9

ゆうめい(な) 有名(な) ゆうめい￣ มชีอืเสยีง โดง่ดัง 1

ゆずります 【ゆずる1】 ゆずりま￢す โอนให,้ ยกให ้ 17

ゆたか(な) ゆ￢たか มงัคัง, อดุมสมบรณู์ 5

ゆっくり ゆっく￢り คอ่ยๆ 9

ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします ทําตัวสบายๆ เรอืยๆ ไมเ่รง่รบี 17

ゆみ／ゆみさん ゆ￢み／ゆ￢みさん ยมุ,ิ คณุยมุิ 17

ゆめ ゆめ￢ ความฝัน 10

ゆれます 【ゆれる2】 ゆれま￢す สันไหว 5

よう／～よう ～用 ～よう￣ สําหรับ... 16

ようしょく 洋食 ようしょく￣ อาหารตะวันตก 3

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ ยโุรป 14

よかったら よ￢かったら ถา้คณุชอบ, ถา้ไมรั่งเกยีจ 3

よく よ￢く บอ่ยๆ 1

よく よ￢く ดี 1

よくじつ 翌日 よくじつ￣ วันถัดไป 12

よごします 【よごす1】 よごしま￢す ทําเปือน, ทําใหส้กปรก 15

よごれます 【よごれる2】 よごれま￢す เปือน, เลอะ 16

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ โยชดิะ, คณุโยชดิะ 12

よっか ４日／四日 よっか￣ วันท ี4, 4 วัน 9

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す อา่น 7

よやく(します) (【する3】) 予約(します) よやく￣ การจอง (จอง) 5

よる 夜 よ￢る กลางคนื 18

よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す ดใีจ, ยนิดี 9

よろしく よろしく￣
คําพดูทใีชเ้พอืฝากเนอืฝากตัวหรอืขอใหช้ว่ย 
(สํานวน)

7

よわい よわ￢い ออ่นแอ 12

ラーメン ラ￢ーメン ราเมง 17ス

らいげつ 来月 ら￢いげつ เดอืนหนา้ 16

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ อาทติยห์นา้ 7

らいねん 来年 らいねん￣ ปีหนา้ 8

ライブハウス ライブハ￢ウス
รา้นทขีายเครอืงดมืและอาหารเบาๆและมนัีกดนตรี
บรรเลงเพลงใหฟั้งตลอด 5

らく(な) (楽(な)) らく￢ สขุสบาย ตามสบาย ไมลํ่าบาก 5

リーダー リ￢ーダー ผูนํ้า 18

りこん(します) (【する3】) りこん￣ การหยา่รา้ง 17

リサイクル リサ￢イクル รไีซเคลิ 16

リサイクルショップ リサイクルショ￢ップ รา้นรไีซเคลิ 16

りゆう りゆう￣ เหตผุล 11

りゅうがく(します) (【する3】) 留学(します) りゅうがく￣ การศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 4

りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい นักเรยีนทมีาศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ 17

りょう りょ￢う จํานวนรวม 3

りょうきん 料金 りょ￢うきん คา่บรกิาร, คา่ธรรมเนยีม, ราคา 6

りょうしん 両親 りょ￢うしん ผูป้กครอง 9

りょうり 料理 りょ￢うり อาหาร 2

りょこう(します) (【する3】) 旅行(します) りょこう￣ การทอ่งเทยีว 1

りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ บรษัิททอ่งเทยีว 2

リラックス(します) (【する3】) リラ￢ックス การผอ่นคลาย 6

れいぞうこ れいぞ￢うこ ตูเ้ย็น 11

れきし 歴史 れきし￣ ประวัตศิาสตร์ 6

れきしてき(な) 歴史的(な) れきしてき￣ เชงิประวัตศิาสตร์ 13
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レストラン レ￢ストラン ภัตตาคาร รา้นอาหาร 1

レモン レ￢モン มะนาว 4

れんしゅう(します) (【する3】) れんしゅう￣ การฝึกหัด 5

レンタカー レンタ￢カー รถเชา่ 5

レンタル(します) (【する3】) レ￢ンタル การเชา่, การยมื 5

レンタルショップ レンタルショ￢ップ รา้นเชา่ 16

れんらく(します) (【する3】) れんらく￣ การตดิตอ่ 7

れんらくさき れんらくさき￣ ทอียูต่ดิตอ่ 7

ローストチキン ローストチ￢キン ไกย่า่ง 3

ロッカー ロ￢ッカー ตูล็้อกเกอร์ 14

ロビー ロ￢ビー ล็อบบี 14

わあ ――― วา้ว (คําอทุาน) 13

ワイン ワ￢イン ไวน์ 3

わかい 若い わか￢い ออ่นเยาว์ 10

わかります 【わかる1】 わかりま￢す เขา้ใจ 4

わけます 【わける2】 わけま￢す แบง่ 15

わしょく 和食 わしょく￣ อาหารญปีุ่ น 3

わすれます 【わすれる2】 わすれま￢す ลมื 1

わすれもの わすれもの￣ ของทลีมืไว ้ 7

わたし 私 わたし￣ ฉัน ผม ดฉัิน 1

わたしたち 私たち わたし￢たち พวกเรา 7

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す หัวเราะ, ยมิ 2

わりばし わりばし￣ ตะเกยีบไมท้ตีอ้งหักแยกออกกอ่นใช ้ 15

わりびき わりびき￣ สว่นลด 14

わるい 悪い わる￢い แย,่ ไมด่ี 7

わ
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