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『まるごと　日本のことばと文化』初中級(A2/B1）

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

か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

あ／あっ ――― អា (ពាក្យឧទាន)

アイスホッケー アイスホ￢ッケー កី្ឡាវាយកូ្នហ្គោ លហ្លើទឹក្ក្ក្

あきらめます 【あきらめる2】 あきらめま￢す ហ្ ោះបង់

あさって あさ￢って ខានស្អែក្

あした 明日 あした￢ ថ្ងៃស្អែក្

あつい 熱い あつ￢い ហ្តៅ

あと 後 あ￢と ហ្លើក្ហ្រោយ បន្ទា ប់មក្

あの／あのう ―――
អឹ...ហ្អ...(ហ្របើអរាប់គិតហ្ៅហ្េលកំ្េុងនិយាយ
អវ ីមួយ)

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ ហ្ោក្ រអីអាបិ

あまり あまり￣ មិនអូវ

ありがとう あり￢がとう អរគុណ

あります 【ある1】 ありま￢す ាន

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す ហ្ ើរ

アルバイト アルバ￢イト ោរងារហ្រតហ្ា៉ោ ង

いい（よさ） い￢い(よ￢さ) លែ

いいます 【いう1】 言います いいま￢す និយាយ

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ហ្ៅ

いそがしい 忙しい いそがし￢い រវល់

いちど 一度 いちど￢ មៅង

いつ い￢つ ហ្េលណា

いっしょ いっしょ￣ ជាមួយគ្នា

いっしょに いっしょに￣ ជាមួយគ្នា

いってきます 【いってくる3】 行ってきます いってきま￢す ហ្ៅ (ហ្ ើយនឹងរតលប់មក្ក្ស្នែង ស្ លវញិ) ス

いっぱい いっぱい￣ ហ្េញ ឬ ស្អែត

いなか いなか￣ ផ្ាោះជនបទ ឬ ទីជនបទ ス

います 【いる2】 いま￢す ាន ឬ ហ្ៅ

イラスト イラスト￣ របូភាេ

うけとります 【うけとる1】 受けとります うけとりま￢す ទទួល

うち (家) うち￣ ផ្ាោះ

うれしい うれし￢い រកី្រាយ  ហ្រតក្អរ

え／えっ ―――
ហ្អ........(ជាពាក្យឧទាន ភាា ក់្ហ្ផ្ែើលនិងអវ ីមួយ  ឬ
ចង់ហ្អាយហ្គនិយាយមៅងហ្ទៀត)

えき 駅 え￢き ស្ថា នីយ៍

えんりょ（します） （【する3】） えんりょ￣ ស្រក្ងចិតៅ

おうえん（します） （【する3】） 応援(します) おうえん￣ ហ្លើក្ទឹក្ចិតៅ

おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび ោរហ្រតក្អរខាែ ងំ ឬ ោរអបាយរកី្រាយ

おこります 【おこる1】 おこりま￢す ខឹង

おそい おそい￣、おそ￢い យឺត ス

おとうと 弟 おとうと￢ បអ នូរបអុ(បអ នូរបអុហ្យើង)

おねがいします お願いします おねがいしま￢す អូមហ្មត្តៅ    អូមអងវរ

おはよう おはよう￣ អរុណអួអៅ ី

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す គិត

おもしろい（おもしろさ） おもしろ￢い គួរហ្អាយចាប់អារមមណ៍

おわび（わび） おわび￣ ោរអំុហ្ទាអ

かい／～かい ～回 ―――  ង  (ហ្របើក្ន ុងោររាប់ចំនួន)

がいしゅつ 外出 がいしゅつ￣ ោរហ្ចញហ្ៅហ្រត

かいます 【かう1】 買います かいま￢す ទិញ

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す អរហ្អរ

がくせい 学生 がくせい￣ អិអស

かた／～から（いきかた） ～方(行き方) ――― រហ្បៀបហ្ វ្ ី ឬ វ ិ្ សី្ថស្រអៅ ...

かたち 形 かたち￣ ទរមង់

かちます 【かつ1】 勝ちます かちま￢す ឈ្ាោះ

ម៉ា រហឹ្គ ុ តុ៖ ភាសាជប៉ាុៃ ៃិង វបបធម៌
ក្ម្មិតបម្តៀមមធយម(A2/B1)

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

かならず (必ず) かならず￣ ជានិចច ឬ ដាច់ខាត ス

かんじます 【かんじる2】 感じます かんじま￢す ានអារមមណ៍

かんたん（な）（かんたんさ） かんたん￣ ងាយរអួល

かんどう（します） （【する3】） 感動(します) かんどう￣ ានោរចាប់អារមមណ៍

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す របឹងស្របង   ខិតខំ

き 気 き￣ អារមមណ៍

きにします 気にします きにしま￢す យក្ចិតៅទុក្ដាក់្ ឬ គិតេិចារណា

きのう きの￢う、きのう￣ មសិលមិញ

きます 【くる3】 来ます きま￢す មក្

キャンセル（します） （【する3】） キャ￢ンセル លុបហ្ចាល

きゅう（な） 急(な) きゅう￣ ភាែ មៗ

きょう 今日 きょ￢う ថ្ងៃហ្នោះ

きょうみ きょ￢うみ ចំណាប់អារមមណ៍

きょうみがないです／ありません
きょ￢うみがな￢いです
／ありませ￢ん

គ្នម នចំណាប់អារមមណ៍

くうこう 空港 くうこう￣ រេោនយនៅហ្គោះ

くやしい くやし￢い គួរហ្អាយស្ថៅ យ ឬ ខូចចិតៅ

クリケット
クリケ￢ット、
クリ￢ケット

កី្ឡា cricket

グループ グル￢ープ រក្មុ 

けんめい 件名 けんめい￣ ចំណងហ្ជើង ឬ របធានបទ

こたえます 【こたえる2】 答えます こたえま￢す ហ្អែ ើយ

ことば ことば￢ ភាស្ថ ឬ ពាក្យ

ことわります 【ことわる1】 ことわりま￢す ប ិហ្អ្ ឬ ជំទាអ់

ごめんなさい／ごめん
ごめんなさ￢い／
ごめん￣

ខំុ្អំុហ្ទាអ

こんど (今度) こ￢んど ហ្េលហ្រោយ

こんにちは こんにちは￢ អួអៅ ី (ពាក្យស្ លហ្របើហ្ៅហ្េលថ្ងៃ)

さいご (最後) さ￢いご ចុងហ្រោយ

さいしょ (最初) さいしょ￣ ជា ំបូង

サイト サイト￣ ហ្គ ទំេ័រ

さそい さそい￣ អហ្ ជ្ ើញ ឬ បបួល

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す អហ្ ជ្ ើញ

サッカー サ￢ッカー  ល់ទាត់

サッカーじょう サッカー場 サッカーじょう￣ ត្តរាង  ល់ទាត់

さん ～さん ――― ហ្ោក្ ហ្ោក្រអី

ざんねん（な） ざんね￢ん ហ្ស្ថក្ស្ថៅ យ

しあい 試合 しあい￣ ោររបកួ្ត

しごと（します） （【する3】） 仕事(します) しごと￣ ោរងារ

しっかりします 【しっかりする3】 しっか￢りします រងឹរអូ, ឧអា ៍ ឬ  ម ត់ចត់

じつは じつ￢は ត្តមេិតហ្ៅ

しつれい（します） （【する3】） しつ￢れい អំុហ្ទាអស្ លរំខាន

します 【する3】 しま￢す ហ្ វ្ ី

しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ ចុងអ ៅ  ៍

しゅっちょう（します） （【する3】） 出張(します) しゅっちょう￣ ចុោះបំហ្េញោរងារហ្ៅខាងហ្រត

しょうかい（します） （【する3】） 紹介(します) しょうかい￣ ស្ណនំ្ទ

しょるい しょるい￣ ឯក្ស្ថរ

しらべます 【しらべる2】 (調べます) しらべま￢す រស្ថវរជាវ

しりあい (知り合い) しりあい￣ ស្ថោ ល់គ្នា

すき（な） 好き(な) すき￢ ចូលចិតៅ  ហ្េញចិតៅ

すぐ す￢ぐ ភាែ មៗ

ずっと ずっと￣ រ ូត

すばらしい（すばらしさ） すばらし￢い អស្ថច រយ (ភាេអស្ថច រយ)

スポーツ スポ￢ーツ កី្ឡា

すみません すみませ￢ん អំុហ្ទាអ

ぜひ ぜ￢ひ កំុ្ខាន

せんじつ 先日 せんじつ￣ ថ្ងៃមុន

せんしゅ 選手 せ￢んしゅ កី្ឡាក្រ
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か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

そう そ￢う  ូហ្ចាោះ ឬ ហ្បើអ ច្ ឹង

その その￣ ហ្ន្ទោះ

それじゃあ それじゃ￢あ ហ្បើអ ច្ ឹង

それなら それな￢ら របអិនហ្បើអ ច្ ឹង

たい／～たい～（２たい１） ～対～(２対１) ～た￢い～ ទល់នឹង(េីទល់នឹងមួយ)

たいしかん 大使館 たいし￢かん ស្ថា នទូត

だいじょ（う）ぶ（な） だいじょ￢(う)ぶ គ្នម នបញ្ហា

たかい（たかさ） 高い(高さ) たか￢い ក្មពអ់

だします 【だす1】 出します だしま￢す ដាក់្ឯក្ស្ថរ

たち／～たち（わたしたち） ――― េួក្,រក្មុ(េួក្ខំុ្)

だめ（な） だめ￢ មិនលែ

チーム チ￢ーム រក្មុ

チームワーク チームワ￢ーク ោរងារជារក្មុ

チケット チ￢ケット អំបុរត

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ ឪេុក្(ឪេុក្ខំុ្)

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく របហ្ទអចិន

つかれ つかれ￢ ោរហ្នឿយ ត់

つかれます 【つかれある2】 つかれま￢す ហ្នឿយ

つぎ つぎ￢ បន្ទា ប់

つよい（つよさ） 強い(強さ) つよ￢い ខាែ ងំ

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ អាវយឺត

てき／～てき ～的 ～てき￣ ស្បប

できれば でき￢れば របអិនហ្បើអាច ス

テニス テ￢ニス កី្ឡាវាយកូ្ន ល់

では で￢は អ ច្ ឹង

でます（しあいに） 【でる2】 出ます でま￢す ហ្ចញរបកួ្ត

でも で￢も ប៉ោសុ្នៅ

テレビ テ￢レビ ទូរទអសន៍

てんき 天気 て￢んき អាោអធាតុ

どう ど￢う យា៉ោ ងហ្មចស្ រ

とおり 通り とおり￢ វងីិ

とき (時) とき￢ ហ្េល

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す មក្ ល់ ス

ともだち 友だち ともだち￣ មិតៅភក្ៅ ិ

どようび 土曜日 どよ￢うび ថ្ងៃហ្ៅរ៍

とります（チケットを） 【とる1】 とりま￢す ទទួលអំបុរត

ながともゆうと／ながともせんしゅ
長友佑都／
長友選手

ながともゆ￢うと／
ながともせ￢んしゅ

ជាហ្ ម្ ោះអាក្ហ្លងកី្ឡា ល់ទាត់

なかむら／なかむらさん 中村／中村さん
なかむら￣／
なかむらさん￣

ហ្ោក្ ណាោម៉ោូរា៉ា

なります  【なる1】 なりま￢す ោែ យហ្ៅជា

にちようび／にち 日曜日／日 にちよ￢うび ថ្ងៃអាទិតយ

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん របហ្ទអជប៉ោនុ

にんき 人気 にんき￣ របជារបិយភាេ

ねん 年 ね￢ん ឆ្ា ំ

のだ／のださん 野田／野田さん のだ￣／のださん￣ ហ្ោក្ ណូដាក់្

はい は￢い  ទ ឬ ចាអ

バイト バイト￣ ោរងារហ្រតហ្ា៉ោ ង ス

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す រត់

はらはらします 【はらはらする3】 は￢らはらします អែ ន់ហ្ស្ថែ

ひ 日 ひ￢、ひ￣ ថ្ងៃ

ひきわけ ひきわけ￣ ភាេហ្អម ើគ្នា

ひきわけます 【ひきわける2】 ひきわけま￢す ហ្អម ើគ្នា

ひっし（な） ひっし￣ ហ្អា ើស្ថែ ប់ហ្អា ើរអ់

ひとつ 1つ／一つ ひと￢つ មួយ(ហ្របើអរាប់រាប់របអ់)

ひみつ ひみつ￣ ហ្រឿងអាៃ ត់

ファン ファ￢ン អាក្គំ្នរទ

プレー プレ￢ー ហ្លង 
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か ことば かんじ アクセント クメールご スクリプト

プレゼント プレ￢ゼント អំហ្ណាយ

ぶん 文 ぶ￢ん របហ្យាគ

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ន្ទទី

ぶんか 文化 ぶ￢んか វបប្ម៌

ぶんかてき（な） 文化的(な) ぶんかてき￣ ស្បបវបប្ម៌

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

ほか ほか￣ ហ្ផ្សងហ្ទៀត

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう ទីរក្ងុ ុក្ថ្ក្ ូ ス

ホッケー ホ￢ッケー កី្ឡា ុក្គី

ほほほ ―――  ុ ុ ុ (អហ្មែងហ្េលហ្អើច) ス

ほんとうに／ほんとに
ほんとうに￣／
ほんとに￣

េិតស្មន

まえ 前 ま￢え មុខ

まけます 【まける2】 負けます まけま￢す ចាញ់

また また￢ មៅងហ្ទៀត

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す ហ្ វ្ ីខុអ

マナー マ￢ナー អាក្បបកិ្រយិា

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す បងាា ញ

みます 【みえる2】 見ます みま￢す ហ្មើល

むかえます 【むかえる2】 迎えます むかえま￢す ហ្ៅទទួលអាក្ណាាា ក់្

むだ（な） むだ￣ ឥតរបហ្យាជន៍, ខជ ោះខាជ យ

めいれいけい (命令形) めいれいけい￣ ទរមង់បញ្ហជ  (ហ្វយាក្រណ៍)

メール メール￣ អីុស្ម៉ោល

メッセージ メ￢ッセージ ស្ថរ

もう も￢う រចួរាល់

もう もう￣ ហ្ទៀត

もしもし も￢しもし ហ្ ឡូ (ហ្របើហ្ៅហ្េលនិយាយទូរអេា)

もっと も￢っと ស្ងមហ្ទៀត

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す ទទួល

もりあがります 【もりあがる】 もりあがりま￢す ហ្ វ្ ីហ្អាយអ ូអរ ឬ ហ្អើងក្ង

やきゅう やきゅう￣ កី្ឡាហ្បអបល

やくそく（します） （【する3】） やくそく￣ ហ្ វ្ ីោរណាត់ជួប

やっぱり／やはり やっぱ￢り／やは￢り ហ្ពាលគឺថា

やまだ／やまださん 山田／山田さん
やまだ￣／
やまださん￣

ហ្ោក្ យា៉ោ ៉៉ោា៉ោ ដា

やります 【やる1】 やりま￢す ហ្ វ្ ី

ゆうしょう（します） （【する3】） 優勝(します) ゆうしょう￣ ឈ្ាោះ ឬ ទទួលរងាវ ន់

ゆうめい（な） 有名(な) ゆうめい￣ លបីលាញ

ゆたか（な）（ゆたかさ） 豊か(な)(豊かさ) ゆ￢たか អមបូ រ ឬ បរបូិរណ៍

ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします អរាក្លំស្ រ ス

よかったら よ￢かったら របអិនហ្បើជាោរលែ

よく よ￢く ញឹក្ញ៉ោ ប់

よく よ￢く លែ

よし ――― លែណាអ់(ជាពាក្យឧទាន) ス

よしだ／よしださん 吉田／吉田さん よしだ￣／よしださん￣ ហ្ោល យ៉ោូ អីុដាក់្

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す អាន

よわい 弱い よわ￢い ហ្ខាយ

らいげつ 来月 ら￢いげつ ស្ខហ្រោយ

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ អ  ៅ  ៍ ហ្រោយ

ラグビー ラ￢グビー កី្ឡា ល់ឱប

りゆう 理由 りゆう￣ ហ្ តុផ្ល

ルール ル￢ール ក្បួ នចាប់

レポート レポート￣、レポ￢ート រ យោរណ៍

わかい 若い わか￢い ហ្ក្មង

わかります 【わかる1】 わかりま￢す យល់

わくわくします 【わくわくする3】 わくわくしま￢す រំហ្ភើប

わたし 私 わたし￣ ខំុ្

わたしたち 私たち わたし￢たち េួក្ខំុ្
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ああ ――― អា!!!! (ពាក្យឧទាន)

アイティー／ＩＴ アイティ￢ー េ័តានវទិា

あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い ហ្ភែ ើ ឬ ានេនែ ឺរគប់រគ្នន់

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す ហ្លង

あたらしい 新しい あたらし￢い ងមី

あたり あ￢たり មំុ្ហ្ន្ទោះ    ចំនុចហ្ន្ទោះ

あに 兄 あ￢に បងរបអុ(បងរបអុហ្យើង)

アニメ ア￢ニメ、アニメ￣ ភាេយនៅគំនូរជីវចល

アパート アパ￢ート ផ្ាោះស្លវង

あぶない 危ない
あぶない￣、
あぶな￢い

ហ្រគ្នោះថាា ក់្

あんぜん（な） 安全(な) あんぜん￣ អុវតា ិភាេ

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ ហ្ទ   មិនស្មនហ្ទ

いえ 家 いえ￢ ផ្ាោះ

いか／～いか ～以下 い￢か ហ្រោម ឬ ( មិនហ្លើអេី)

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￣

ហ្ោក្ អីុអីុោវា៉ា

いじょう／～いじょう ～以上 い￢じょう ហ្លើអ ឬ ហ្លើអេី

いっこだて 一戸建て いっこだて￣ ផ្ាោះមួយខាង

いぬ いぬ￢ ស្អែ ス

イベント イベント￣ រេឹតៅ ិោរណ៍

いま 今 いま￢ ឥឡូវ

いろいろ（な） (色々(な)） いろいろ￣ ហ្ផ្សងៗ

インターネット インターネ￢ット អីុនហ្ ើ្ស្ណត

うえ 上 うえ￣、うえ￢ ហ្លើ ឬ ខាងហ្លើ

うるさい うるさ￢い អំហ្លងរំខាន

ええ ―――
 ទ ឬចាអ (ពាក្យហ្នោះហ្អម ើនិងពាក្យはいស្ រហ្របើ
ជាមួយមិតៅភក្ៅ្មមត្តស្តមិនអូវគួអម ូចពាក្យ
はいហ្ទ)

えん／～えん ～円 ――― ហ្យន(លុយជប៉ោនុ)

おおい 多い お￢おい ហ្រចើន

おかね（かね） お金 おかね￣ លុយ

おきます 【おく1】 おきま￢す ទុក្ ឬ ដាក់្

おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ ហ្ភាៀវ (ជាពាក្យគួអម）

おきゅうりょう（きゅうりょう） お給料 おきゅ￢うりょう រ ក់្ស្ខ ス

おしゃれ（な） おしゃ￢れ ស្ លទាន់អម័យ ,ស្តងខល នួ

おちつきます 【おちつく1】 おちつきま￢す ានស្ថម រតីនឹងនរ

おふろ（ふろ） おふ￢ろ អាងងូតទឹក្

おんせん 温泉 おんせん￣ អាង ទឹក្ហ្តៅ  (Onsen)

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ រក្មុ  ុន

かいます　（ペットを） 【かう1】 かいます かいま￢す ចិ ច្ ឹម (ចិ ច្ ឹមអតវ)

かいもの 買い物 かいもの￣ ទិញឥវា៉ា ន់

かえってきます 【かえってくる3】 帰ってきます か￢えってきます រតឡប់មក្វញិ

かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す រតឡប់់ហ្ៅផ្ាោះ

かかります（じかんが） 【かかる1】 かかりま￢す ចំំណាយហ្េល

かぞく 家族 か￢ぞく រគួស្ថរ

がっこう 学校 がっこう￣ ស្ថោហ្រៀន

がまん（します） （【する3】） が￢まん ោរអត់រទា ំឬ ោរអត់ ម្ត់

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す អំុខច ី

かわの／かわのさん 川野／川野さん
か￢わの／
か￢わのさん

ហ្ោក្ ោវា៉ា ណូ

かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す គិត

かんきょう 環境 かんきょう￣ បរសិ្ថា ន

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す អួរ

きにいります 気に入ります きにいりま￢す ចូលចិតៅ  ហ្េញចិតៅ

きむら／きむらさん 木村／木村さん きむら￣／きむらさん￣ ហ្ោក្ គិមូរា៉ា

きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す កំ្ណត់ ឬ អហ្រមច

きゃく 客 きゃく￣ ហ្ភាៀវ ឬ អតិងិជន
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きやま／きやまさん 木山／木山さん
き￢やま／
き￢やまさん

ហ្ោក្ គិយា៉ោ ា៉ោ

きゅうりょう 給料 きゅ￢うりょう រ ក់្ស្ខ

きょねん 去年 きょ￢ねん ឆ្ា ំមុន

きれい（な） き￢れい ស្ថែ ត

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ ហ្ោក្ ឃឺណូ

くるま 車 くるま￣ ឡាន

げんき（な） 元気(な) げ￢んき អុខភាេលែ  ក្ាែ ំងោែ ំងោែ

こうえん 公園 こうえん￣ អួនចារ

こうがい 郊外 こ￢うがい ជាយរក្ងុ

こうつう 交通 こうつう￣ ចរាចរណ៍

ここ ここ￣ ទីហ្នោះ

コスプレ コスプレ￣
Cosplay (ហ្អែ ៀក្ពាក់្យក្តរាប់ត្តមតួអងោក្ន ុង
តុក្ែត្ត ឬភាេយនៅ)

こと (事) こと￢ ហ្រឿងរា៉ា វ

こども 子ども こども￣ កូ្ន

この この￣ ហ្ន្ទោះ

こまります 【こまる1】 こまりま￢す ានបញ្ហា

これから これから￣ ចាប់េីហ្េលហ្នោះហ្ៅ

こんな こんな￣  ូចហ្នោះ ឬ ស្បបហ្នោះ

コンピューター コンピュ￢ーター កំុ្េយូ ទ័រ

さいたま (埼玉) さ￢いたま តំបន់ថ្អត្តា៉ោ

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

ហ្ោក្ រអី ថ្អតូ

さがします 【さがす1】 さがしま￢す ស្អវងរក្ ឬ រុក្រក្

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん ហ្ោក្រអី ស្ថតូ

ざんぎょう ざんぎょう￣ ោរងារស្ងមហ្ា៉ោ ង

じかん 時間 じかん￣ ហ្េលហ្វោ

じかん ～時間 ～じ￢かん ហ្ា៉ោ ៉៉ោង(ចំនួនហ្ា៉ោ ង)

しずか（な） 静か(な) し￢ずか ហ្អៃ ៀមស្ថៃ ត់

しぜん 自然 しぜん￣ ្មមជាតិ

しない 市内 し￢ない ក្ន ុងទីរក្ងុ

じぶん 自分 じぶん￣ ហ្ដាយខល នួឯង

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ អ ច្ ឹង.......(ពាក្យឧទាន)

シャワー シャ￢ワー ទឹក្ផ្កែ ឈូ្ក្

じゅん じゅん￣ លំដាប់លំហ្ដាយ

しょうがくせい 小学生 しょうがく￢せい អិអសស្ថោបឋមអិក្ា ス

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう ស្ថោបឋមអិក្ា

じょうけん じょうけ￢ん លក្ខខណឌ

じょうけんけい (条件形) じょうけんけい￣ ទរមង់លក្ខខណឌ

しょうたい（します） （【する3】） 招待(します) しょ￢うたい អហ្ ជ្ ើញ

しります 【しる1】 知ります しりま￢す  ឹង ឬ ស្ថោ ល់

スーパー ス￢ーパー ផ្ាទំហ្នើប

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す រជលុ ឬ  ួអ

すくない 少ない すくな￢い តិចតួច

すこし 少し すこ￢し បនៅ ិចបន្ចួ

ストレス スト￢レス ភាេត្តនតឹង

すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す រអ់ហ្ៅ

せいかつ（します） （【する3】） 生活(します) せいかつ￣ ជីវតិ ឬ ជីវភាេរអ់ហ្ៅ

せまい せま￢い ចហ្ងែៀត

ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ ទាងំអអ់ ス

そこ ――― ទីហ្ន្ទោះ

それ それ￣ ហ្ន្ទោះ

それで それで￣ ហ្ ើយ

だいすき（な） 大好き(な) だ￢いすき ចូលចិតៅខាែ ងំ

たいへん（な） (大変(な)) たいへん￣ លំ ន ឬ យា៉ោ ប់យឹន

たかい 高い たか￢い ថ្ងែ

たくさん（あります） たくさん￣ ហ្រចើន
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たなか／たなかさん 田中／田中さん
たなか￣／
たなかさん￣

ហ្ោក្ ត្តណាោ

たのしみ 楽しみ たのし￢み ោរទនា ឹងហ្ដាយរកី្រាយ

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す ទនា ឹងហ្ដាយរកី្រាយ

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す ញុំ  េិស្ថ  អីុ

ため ため￢ ហ្ ើមបី ឬ អរាប់

だれか だ￢れか អាក្ណាាា ក់្

だんだん だんだん￣ ោន់ស្ត

ちいさい 小さい ちいさ￢い តូច

ちかい（ちかさ） 近い(近さ) ちか￢い ជិត

ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く ជិត  ស្ក្បរ

ちゅうしゃじょう 駐車場 ちゅうしゃじょう￣ ចំណតយានយនៅ

ちょっと ちょ￢っと បនៅ ិចបន្ចួ

つうきん（します） （【する3】） 通勤(します) つうきん￣ ោរហ្ វ្ ី ំហ្ណើរហ្ៅហ្ វ្ ីោរ

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す ហ្របើរ អ់

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す បហ្ងែ ើត

つとめます 【つとめる2】 勤めます つとめま￢す ហ្ វ្ ីោរ 

ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー ឌីវឌីី

でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す ហ្ចញហ្ៅហ្រត

できます 【できる2】 できま￢す ហ្ចោះ ឬ អាច

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ជួយ

てんきん（します） （【する3】） (転勤(します)） てんきん￣ ផ្កែ អ់ហ្ៅហ្ វ្ ីោរហ្ៅក្ស្នែងហ្ផ្សង

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ រងហ្ភែ ើង

とうきょう 東京 とうきょう￣ ទីរក្ងុតូក្យូ

どうして ど￢うして ហ្ តុអវ ី

どうぶつ 動物 どうぶつ￣ អតវ ス

とおい 遠い とおい￣、とお￢い ឆ្ៃ យ

ときどき (時々) ときどき￢ ជួលោល

どこ ど￢こ ទីក្ស្នែងណា

ところ (所) ところ￢ ទីក្ស្នែង

としん 都心 としん￣ ក្ណាៅ លរក្ងុ

どちら ど￢ちら មួយណា(រវាងរបអ់េីយា៉ោ ង)

とても／とっても とても￣／とっても￣ ណាអ់

とも／～とも（ふたりとも） ～とも￣ ទាងំ (ទាងំេី) ス

どれ ど￢れ មួយណា

どんどん ど￢んどん ោន់ស្ត

どんな ど￢んな ស្បបណា

ながの 長野 な￢がの ហ្ខតៅណាគែ ណុ

なにも 何も なにも￣ អវ ីក៏្ហ្ដាយ

ならべます 【ならべる2】 ならべま￢す តហ្រមៀប

なるほど なるほど￣ េិតជាអ ច្ ឹងស្មនហ្ ើយ ス

にわ 庭 にわ￣ អួនចារ

ねこ ね￢こ ឆ្ម ス

ねん／～ねん ～年 ――― ឆ្ា ំ

のりか／のりかさん
の￢りか／
の￢りかさん

ហ្ោក្រអី ណូរោី

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す ជិោះ

のんびりします 【のんびりする3】 のんび￢りします អរាក្ ឬ លំស្ រ

バーベキュー バーベ￢キュー ោរអំាងស្ថច់

ばしょ 場所 ばしょ￣ ទីក្ស្នែង

バス バ￢ス ឡានរក្ងុ

はなれます 【はなれる2】 はなれま￢す ឃ្លែ តឆ្ៃ យ

はは 母 は￢は ាៅ យ (ាៅ យហ្យើង)

はやい（はやく） 早い(早く) はや￢い ហ្លឿន ឬ រ ័អ

はんたい はんたい￣ ផ្ទ យុ

ひき／～ひき ――― ក្ាល (ហ្របើអរាប់រាប់អតវតូចៗ)

びじゅつかん 美術館 びじゅつ￢かん ស្ថរៈមនា ីអិលបោះ ス

ひっこし（します） （【する3】） ひっこし￣ ោរហ្រផី្ាោះ
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ひっこします 【ひっこす1】 ひっこしま￢す ហ្រផី្ាោះ

ひとり 1人／一人 ひと￢り ាា ក់្(មនុអសាា ក់្)

びょういん 病院 びょういん￣ មនា ីហ្េទយ

びょうき 病気 びょうき￣ ជំងឺ

ひる 昼 ひる￢ ហ្េលថ្ងៃ ឬ ថ្ងៃរតង់

ひろい（ひろさ） 広い(広さ) ひろ￢い ទូោយ

ふえます 【ふえる2】 ふえま￢す ហ្ក្ើនហ្ឡើង

ふく 服 ふく￢ អហ្មែៀក្បំពាក់្

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ េី(ហ្របើអរាប់រាប់របអ់)

ふべん（な） 不便(な) ふ￢べん មិនរអួល  គ្នម នផ្កអុខភាេ

ふるい 古い ふる￢い ចាអ់

ふるさと ふる￢さと រអកុ្កំ្ហ្ណើត

へいじつ 平日 へいじつ￣ ថ្ងៃ្មមត្ត

ペット ペ￢ット អតវចិ ច្ ឹម

へや 部屋 へや￢ បនាប់

へります 【へる1】 へりま￢す ោត់បនាយ

べんり（な）（べんりさ） 便利(な)(便利さ) べ￢んり ងាយរអួល

ほしい ほし￢い ចង់ ន ス

ほん 本 ほ￢ん ហ្អៀវហ្ៅ

まいにち 毎日 ま￢いにち រាល់ថ្ងៃ

まず ま￢ず ជា ំបូង ス

まだ ま￢だ ហ្ៅហ្ឡើយ

まわり まわり￣ ជំុវញិ

まん／～まん ～万 ま￢ん មួយមឺុន

マンガ マンガ￣ ហ្អៀវហ្ៅគំនូរ

マンション マ￢ンション ខុន ូ

みせ 店 みせ￢ គង ឬ តូប

みつかります 【みつかる1】 見つかります みつかりま￢す ស្អវងរក្

みんな みんな￢ ទាងំអអ់គ្នា

むり（な） む￢り ស្ លមិនអាចហ្ៅរចួ

メモ メ￢モ ក្ត់រត្ត

もし も￢し របអិនហ្បើ

もんだい 問題 もんだい￣ បញ្ហា

やぎ／やぎさん 八木／八木さん やぎ￣／やぎさん￣ ហ្ោក្ យា៉ោ  ោ ី

やさい 野菜 やさい￣ បស្នែ

やすい（やすく） 安い(安く) やす￢い ហ្ថាក្

やちん 家賃 や￢ちん ថ្ងែផ្ាោះជួល

やっと やっと￣ ហ្ៅ ចុងប ច្ ប់

やめます 【やめる2】 やめま￢す ឈ្ប់ ឬ ោស្លង

よる 夜 よ￢る យប់ ហ្េលយប់

よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す រកី្រាយ ឬ ហ្រតក្អរ

りょうしん 両親 りょ￢うしん ឪេុក្ាៅ យ

りょうり 料理 りょ￢うり មហ បូអាគរ

レストラン レ￢ストラン ហ្ភាជនីយដាា ន

あいます 【あう1】 合います あいま￢す ស្ថក្អម

あきます 【あきる2】 あきま￢す ្ុញរទាន់ ឬ ស្អែតអែន់

あじ 味 あじ￣ រអជាតិ

あじわいます 【あじわう1】 味わいます あじわいま￢す ភែក់្រអជាតិ

あまい あまい￣、あま￢い ស្ផ្ែម

い 胃 い រក្េោះ

いかが いか￢が យា៉ោ ងហ្មចស្ រ

イギリス イギリス￣ របហ្ទអអង់ហ្គែអ

いただきます いただきま￢す
ញុំ  ឬ   នទទួល(ជាពាក្យគួអមរបអ់ពាក្យ
もらいます）

いちにち １日 いちにち￢、いちにち￣ មួយថ្ងៃ

いちばん 一番 いちばん￣ លែ បំផុ្ត

いつも い￢つも រាល់ហ្េល ស្តងស្ត

いのち い￢のち ជីវតិ
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いみ 意味 い￢み អតាន័យ ス

いやあ ――― អីយា!!!!!! (ជាពាក្យហ្តើន) ス

インド イ￢ンド របហ្ទអឥណាឌ

インドじん インド人 インド￢じん ជនជាតិឥណាឌ

インドネシア インドネ￢シア របហ្ទអឥណឌ ហូ្នអីុ

うすい うすい￣ ហ្អៅ ើង

うどん うどん￣ មហ បូ អុ ុង

おいしい おいしい￣、おいし￢い ឆ្ៃ ញ់

おおきい 大きい おおき￢い ្ំ

オーストラリア オーストラ￢リア របហ្ទអអូរស្ថៅ លី

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 ជនជាតិអូរស្ថៅ លី

おかし（かし） お菓子 おか￢し នំ ឬ  នំចំណី

おくち（くち） お口 おくち￢ ាត់ ス

おこめ（こめ） お米 おこめ￣ អងែរ

おすし（すし） おす￢し មហ បូអ ូ អីុ

おちゃ お茶 おちゃ￣ ស្ត

おはな（はな） お花 おはな￣ ផ្កែ ス

おやこどん 親子どん おやこどん￣ មហ បូជប៉ោនុ អូយា៉ោ កុ្ ុន

かいがい 海外 か￢いがい បរហ្ទអ

がいこく 外国 がいこく￣ បរហ្ទអ

がいしょく 外食 がいしょく￣ ោរញុំអាគរខាងហ្រត

かき かき￣ ស្ផ្ល រេូន ឬ ស្ផ្ែទន្ទែ ប់

カップラーメン カップラ￢ーメン មីកំ្ប៉ោងុ

かてい 家庭 かてい￣ ផ្ាោះ

ガドガド ガドガド￣ ហ្ ម្ ោះមហ បូជប៉ោនុ

からだ 体 からだ￣ រាងោយ

カリー カリー￣ អមែរោរ ី

かるい 軽い かるい￣、かる￢い រស្ថល ス

かわい／かわいさん 川井／川井さん
かわい￣／
かわいさん￣

ហ្ោក្រអី  ោថ្វ៉ា

かんこく 韓国 か￢んこく របហ្ទអកូ្ហ្រ៉ា ス

き 木 き￢ ហ្ ើមហ្ឈ្ើ ス

ききます（スパイスが） 【きく1】 ききます ききま￢す រអជាតិ ឬ របអិទធភាេ (ហ្រគឿងហ្ទអ)

きらい（な） きらい￣ អែ ប់ ឬ មិនចូលចិតៅ

きをつけます 気をつけます きをつけま￢す របងុរបយ័តា

きんじょ 近所 き￢んじょ អាក្ជិតខាង

キンパ キ￢ンパ មហ បូកូ្ហ្រ៉ា

くすり くすり￣ ថាា ហំ្េទយ ス

くだもの くだ￢もの ស្ផ្ែហ្ឈ្ើ

くち 口 くち￣ ាត់

くちにあいます (口に合います) くちにあいま￢す រតវូាត់ ឬ ឆ្ៃ ញ់រតវូចិតៅ

くに 国 くに￣、～くに￢ របហ្ទអ

けんこう 健康 けんこう￣ អុខភាេ

こうべ 神戸 こ￢うべ ទីរក្ងុកូ្បិ

こくさいしょく 国際色 こくさ￢いしょく េណ៌អនៅរជាតិ

こたえ 答え こた￢え ចហ្មែ ើយ

ごちそう ごちそう￣ ោរ ៉ោ វអាគរ

ごはん ご飯 ご￢はん  យ

こめ 米 こめ￢ អងែរ

さあ ――― អ ច្ ឹង!!!!(ជាពាក្យឧទាន )

ざいりょう 材料 ざいりょ￢う ហ្រគឿងផ្ស ំ

さかな 魚 さかな￣ រតី

じしん 自信 じしん￣ ទំនុក្ចិតៅ

ジャム ジャ￢ム  ំណាប់

しゅう 週 しゅ￢う អ ៅ  ៍

しょく 食 しょく￣ អាគរ

しょく／～しょく ～食 ～しょく￣ អាគរ ( អាគហ្េលយប់ ឬ អាគរហ្េលថ្ងៃ)

しょくじ 食事 しょくじ￣ រអអ់រអូបអាគរ
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しょくせいかつ 食生活 しょくせ￢いかつ អារគររបចំាថ្ងៃ

しょっぱい しょっぱ￢い ថ្រប

しろい 白い しろ￢い េណ៌៉៌អ

じん／～じん ～人 ～￢じん ជនជាតិ

すききらい 好ききらい すき￢きらい ចូលចិតៅ និង មិនចូលចិតៅ

スターフルーツ スターフル￢ーツ ស្ផ្ែអព ឺ

スパイス スパ￢イス ហ្រគឿងហ្ទអ

ぜいたく（な） ぜいた￢く រអអ់់ស្ថែ ត ឬ របណិត

ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ អត់ទាល់ស្តហ្ស្ថោះ

ソフトドリンク ソフトドリ￢ンク ហ្ភអជជៈ

タイ タ￢イ របហ្ទអថ្ង

たべもの 食べ物 たべ￢もの អាគរ

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す ខុអ

ちば 千葉 ち￢ば ហ្ខតៅឈី្ ក់្

ちゅうしょく 昼食 ちゅうしょく￣ អាគរហ្េលថ្ងៃរតង់

ちょうし 調子 ちょうし￣ អភាេ 

ちょうしょく 朝食 ちょうしょく￣ អាគរហ្េលរេឹក្

つま 妻 つ￢ま ភរយិា( ភរយិាខំុ្)

ていしょく 定食 ていしょく￣ អាគរជាឈុ្ត

できるだけ できるだけ￣ ត្តមស្ លអាចហ្ វ្ ី ន

デパート デパ￢ート គងលក់្ទំនិញ

てんぷら てんぷら￣ អាគរបំេង

どうしても どうして￢も ហ្ទាោះជាយា៉ោ ងណាក៏្ហ្ដាយ

どうぞ ど￢うぞ អូមអហ្ ជ្ ើញ

とうふ とうふ￢、とうふ￣ ហ្ៅ  ូ

トースト ト￢ースト នំប័ុងអំាង

ドリンク ドリ￢ンク ផឹ្ក្

トルコ ト￢ルコ របហ្ទអទួរគី

ドルマ ド￢ルマ មហ បូម៉ោាងរបអ់ទួរគី

とんかつ とんかつ￣ ស្ថច់រជកូ្បំេង

なつかしい なつかし￢い នឹក្រអហ្ណាោះ

なっとう なっと￢う អស្ណៅ ក្ហ្អៀងជប៉ោនុ

なに／なん 何 な￢に／な￢ん អវ ី

なにか 何か な￢にか អវ ីមួយ

なれます 【なれる2】 なれま￢す សំុ្ថហ្ៅនិងអវ ីមួយ

におい にお￢い ក្ែ ិន

にがて（な） 苦手(な) にがて￣ មិនេូស្ក្រ ឬ ហ្ខាយ

にくじゃが 肉じゃが にくじゃが￣ មហ បូស្ លានស្ថច់ោយជាមួយ ំឡូង រាងំ

にち／～にち ～日 ――― ថ្ងៃ 

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん ជនជាតិជប៉ោនុ

にもの にもの￣ របអ់ហ្ស្ថៃ រ

ねだん ねだん￣ តថ្មែ

のこします 【のこす1】 のこしま￢す បនសល់

のみもの 飲み物 のみ￢もの របអ់ផឹ្ក្ ス

のり のり￢ ស្ថរា៉ាយអមុរទ

バウムクーヘン バウムク￢ーヘン នំBamkuchen (បស្ងែមអាលែ ឺម៉ោង់)

はじめ 始め はじめ￣  ំបូង

バンコク バ￢ンコク ទីរក្ងុ ងក្ក្

はんとし 半年 はんとし￢ ក្នែោះឆ្ា ំ

はんぶん 半分 はんぶ￢ん ពាក់្ក្ណាៅ ល

ひきます（せんを） 【ひく1】 ひきま￢す គូអ (គូអបន្ទា ត់)

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ មនុអស

ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん អាគរហ្េលថ្ងៃរតង់

フィッシュ アンド チップス
フィッシュ アンド チ￢ッ
プス

រតីហ្ចៀន និង ំឡូងហ្ចៀន

ふつう ふつう￣ ្មមត្ត

ぶどう ぶどう￣ ទំពាងំ យជូរ

ベジマイト ベジマ￢イト អាក្បួអ
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ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す ្ូរចិតៅ

ほとんど ほと￢んど ហ្អា ើរស្ត

まち 町 まち￢ ទីរក្ងុ

みそしる みそし￢る អ ុបជប៉ោនុ

みため 見た目 みため￣ ហ្មើលនិងស្ភាក្ ឬ ហ្មើលរបូរាងខាងហ្រត

みなさん みな￢さん អាក្ទាងំអអ់គ្នា ス

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す យួរ ឬ ោន់

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

もの もの￢ របអ់ ឬ វតថ ុ

もも もも￣ ស្ផ្ែស្ប៉ោអ

やきざかな やき魚 やきざ￢かな រតីអំាង

やせます 【やせる2】 やせま￢す អោម ឬ ហ្អៅ ើង ス

ゆうしょく 夕食 ゆうしょく￣ អាគរហ្េលោៃ ច

ラーメン ラ￢ーメン មីស្បបជប៉ោនុ

りょう 量 りょ￢う ចំណុោះ

わあ ――― អា!!!(ជាពាក្យឧទាន) ス

わしょく 和食 わしょく￣ អាគរស្បបជប៉ោនុ

わだ／わださん 和田／和田さん わだ￣／わださん￣ ហ្ោក្ វា៉ាដាក់្

わるい 悪い わる￢い អារក្ក់្

あがります 【あがる1】 (上がります) あがりま￢す ហ្ឡើង ឬ ចូល (ហ្ឡើងហ្ៅហ្លើផ្ាោះ ចូលផ្ាោះ)

あし 足 あし￢ ហ្ជើង

あたたかい（あたたかく） あたたか￢い ក្ក់្ហ្តៅ

あつまります 【あつまる1】 集まります あつまりま￢す ជួបជំុគ្នា   ឬ របមូលផ្្ុំគ្នា ス

あね 姉 あね￣ បងរអី(បងរអីហ្យើង)

アメリカ アメリカ￣ របហ្ទអអាហ្មរកិ្

あら ――― អារា  (ជាពាក្យឧទានហ្របើហ្ដាយស្រអៅ )ី ス

あれ あれ￣ ឯហ្ន្ទោះ

いけばな 生け花 いけ￢ばな ោរហ្រៀបចំតុបស្តងផ្កែ

いちば 市場 い￢ちば ផ្ារ

いつごろ いつごろ￣ ហ្េលណាមួយ

いらっしゃい いらっしゃい￣ អូមស្ថវ គមន៍

いらっしゃいます 【いらっしゃる1】 いらっしゃいま￢す អហ្ ច្ ើញមក្

インドネシアご インドネシア語 インドネシアご￣ ភាស្ថឥណឌ ហូ្នអីុ

うた 歌 うた￢ ចហ្រមៀង

うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す ហ្រចៀង ス

うんてん（します） （【する3】） 運転(します) うんてん￣ ហ្បើក្បរ ス

えいご 英語 えいご￣ ភាស្ថអង់ហ្គែអ

エンジニア エンジ￢ニア វអិវ ក្រ

おい ――― ហ្  (ជាពាក្យឧទាន)

おかあさん お母さん おか￢あさん ាៅ យ(ាៅ យអាក្ ៏ថ្ទ)

おかげ おかげ￣ អរគុណចំហ្ពាោះ ឬ អរគុណអរាប់

おきゃくさま お客様
おきゃくさ￢ま、
おきゃくさま￣

ហ្ភាៀវ (ជាពាក្យគួអម）

おくさん お￢くさん ភរយិា (ភរយិាអាក្ ៏ថ្ទ)

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す ហ្ផ្ាើ ឬ ជូន

おこさん お子さん おこさん￣ កូ្ន(កូ្នអាក្ ៏ថ្ទ)

おじいさん おじ￢いさん ជីត្ត (របអ់អាក្ ថ្ទ)

おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す បហ្រងៀន

おします 【おす1】 おしま￢す ចុច

おせわ（せわ） (お世話) おせ￢わ ជាបនទ ុក្  ឬ  ហ្រោមោរហ្មើលស្ង

おっと 夫 おっと￣ បៅ (ីបៅ ីហ្យើង)

おとうさん お父さん おと￢うさん ឪេុក្(ឪេុក្អាក្ ៏ថ្ទ)

おどり おどり￣ រាំ

おにいさん お兄さん おに￢いさん បងរបអុ (បងរបអុអាក្ ៏ថ្ទ)

おねえさん／おねえちゃん
お姉さん／お姉
ちゃん

おね￢えさん／
おね￢えちゃん

បងរអី(បងរអីអាក្ ៏ថ្ទ)

おねがい（ねがい） お願い おねがい￣ អូមហ្មត្តៅ ス

おはな お花 おはな￣ ផ្កែ
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おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す ចងចំា

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ វតថ ុអនុអាវរយ៍ី

おもいで 思い出 おもいで￣ ោរចងចំា(អនុអាររយ៍ី)

おんがく 音楽 お￢んがく តស្រនៅ ី

かざります 【かざる1】 かざりま￢す តុបស្តង

かします 【かす1】 貸します かしま￢す ហ្អាយខច ី

かずお／かずおさん
かずお￣／
かずおさん￣

ហ្ោក្ ោ សឹអុ

かない か￢ない របេនធ ខំុ្ ス

カメラ カ￢メラ ា៉ោ អីុនងត

かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す ផ្កែ អ់ប្រូ ឬ ស្របរបួល

かん／～かん ～観 ～￢かん ទអសនវអ័ិយហ្ឆ្ព ោះហ្ៅរក្...ឬ ទិ ាភាេថ្ន

きかい 機会 きか￢い ឳោអ

きょうつう きょうつう￣ ចំណុចរមួ

ぐうぜん ぐうぜん￣ ថ្ច នយ

くつ くつ￢ ស្អបក្ហ្ជើង

グランドキャニオン グランドキャ￢ニオン Grand Canyonជាហ្ ម្ ោះទីក្ស្នែង

くれます 【くれる2】 くれま￢す ហ្អាយ (ហ្អាយខំុ្)

くわしい くわし￢い លំអិត ឬ លែ ិតលែ ន់

けいけん（します） （【する3】） 経験(します) けいけん￣ បទេិហ្ស្ថ្ន៍

けしき け￢しき ហ្ទអភាេ

げんかん げ￢んかん រចក្ចូលផ្ាោះ(មំុ្ក្ស្នែងដាក់្ស្អបក្ហ្ជើង)

こ 子 こ￣ កូ្ន

ご／～ご ～語 ～ご￣ ភាស្ថ

ごかぞく（かぞく） ご家族 ごか￢ぞく រគួស្ថរ (រគួស្ថរអាក្ ៏ថ្ទ)

こちら こちら￣ ខាងហ្នោះ

こっち こっち￢ ខាងហ្នោះ

このあいだ (この間) このあいだ￣ ក្ន ុងអំឡុងហ្េលហ្នោះ

ごめんください ごめんくださ￢い អួអៅ ី ហ្តើានអាក្ណាហ្ៅហ្ទ?

ごりょうしん（りょうしん） ご両親 ごりょ￢うしん ឪេុក្ាៅ យ(ឪេុក្ាៅ យអាក្ ៏ថ្ទ)

さかもと／さかもとさん 坂本／坂本さん
さかもと￣／
さかもとさん￣

ហ្ោក្ ស្ថោម៉ោូ តុ

さびしい さびし￢い ឯហ្ោ

シーディー ＣＤ シーディ￢ー អីុឌី

しびれます 【しびれる2】 しびれま￢す អព ឹក្

ジャカルタ ジャカルタ￣ ទីរក្ងុ  ាោត្ត

しゃしん 写真 しゃしん￣ របូងត

じゃま（します） （【する3】） じゃま￣ រំខាន

じゅうしょ 住所 じゅ￢うしょ អាអយដាា ន

じゅけん (受験) じゅけん￣ ោររបឡង ス

しゅじん しゅ￢じん បៅ  ី(បៅ ីរបអ់ខំុ្)

しゅみ しゅ￢み ចំណង់ចំណូលចិតៅ

しょう／しょうくん しょう/しょうくん しょ￢う／しょ￢うくん ហ្ោក្ អយូ

じょうず（な） 上手(な) じょうず￢ េូស្ក្

じんせい 人生 じ￢んせい ជីវតិ

じんせいかん 人生観 じんせ￢いかん ទអសនៈជិវតិ

しんせつ（な） 親切(な) し￢んせつ ចិតៅលែ

すごい すご￢い អស្ថច រយ

すばる 昴 す￢ばる ផ្កែ យកូ្នាន់ (របហ្ភទផ្កែ យ) ス

スリッパ ス￢リッパ、スリ￢ッパ ស្អបក្ហ្ជើងផ្កា ត់

すわります 【すわる1】 座ります すわりま￢す អងគ ុយ

せいざ 正座 せいざ￣
ោរអងគ ុយហ្លើហ្ជើងហ្ដាយដាក់្ខល នួហ្អាយរតង
ត្តមស្បបជប៉ោនុ

そして そして￣ ហ្ ើយ

そのころ そのこ￢ろ កំ្ឡុងហ្េលហ្ន្ទោះ

そふ そ￢ふ ត្ត (ត្តហ្យើង)

そぼ そ￢ぼ យាយ (យាយហ្យើង)

それでは それで￢は ហ្បើអ ច្ ឹង

だいたい だいたい￣ របស្ ល ス
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たすかります 【たすかる1】 (助かります) たすかりま￢す ជួយ

たちます 【たつ1】 立ちます たちま￢す ឈ្រ

タマ タ￢マ ត្តា៉ោ  (ជាហ្ ម្ ោះរបអ់អតវឆ្ម )

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび ខួបកំ្ហ្ណើត

ちがい ちがい￣ ខុអ

ちず (地図) ち￢ず ស្ផ្នទី ス

つうやく 通訳 つ￢うやく បក្ស្រប(បក្ស្របផ្កា ល់ាត់)

つながり つながり￣ ទំន្ទក់្ទំនង

つながります 【つながる1】 つながりま￢す ទាក់្ទង, ភាជ ប់

つれていきます 【つれていく1】 (連れていきます) つれていきま￢す នំ្ទយក្ហ្ៅ

てづくり 手作り てづ￢くり ហ្ វ្ ីហ្ដាយថ្ 

でんわ（します） （【する3】） 電話(します) でんわ￣ ទូរអេា

でんわばんごう 電話(番号) でんわば￢んごう ហ្លខទូរអេា

どうも ど￢うも ជំរាបអួរ (ជាពាក្យហ្របើហ្រតផ្ល វូោរ)

とくに (特に) と￢くに ជាេិហ្អអ

とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す ងតរបូ

なまえ 名前 なまえ￣ ហ្ ម្ ោះ

ならいます 【ならう1】 習います ならいま￢す ហ្រៀន

にほんご 日本語 にほんご￣ ភាស្ថជប៉ោនុ

ニャ～ ――― អហ្មែងអតវឆ្ម យំ ス

ニューヨーク ニューヨ￢ーク ទីរក្ងុញូវយ៉ោក្

にん ～人 ――― ន្ទក់្(អរាប់រាប់មនុអស)

ぬぎます 【ぬぐ1】 ぬぎま￢す ហ្ដាោះ (ហ្ដាោះអហ្មែៀក្បំពាក់្)

ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん ចំនួនឆ្ា ំ

ねんせい／～ねんせい ～年生 ～ね￢んせい ឆ្ា ំទី ス

はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す ចូល

はきます 【はく1】 はきま￢す ពាក់្ (ពាក់្អាវ)

はじめて 初めて はじ￢めて ជាហ្លើក្ ំបូង

はじめまして はじめま￢す ជំរាបអួរ (ជាពាក្យហ្របើហ្រតផ្ល វូោរ)

はたらきます 【はたらく1】 働きます はたらきま￢す ហ្ វ្ ីោរ 

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

はは／ははは ――― គអគអ(ហ្របើអរាប់ហ្អើច) ス

ひかる／ひかるさん
ひかる￣／
ひかるさん￣

ហ្ោក្រអី  ិខារ ឹ

びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします ភាា ក់្ហ្ផ្ែើ់់ល

ひろしま 広島 ひろしま￣ ទីរក្ងុ ីរ៉ាអីុូា៉ោ

ふたり ２人／二人 ふたり￢ េីន្ទក់្

ふれます 【ふれる2】 ふれま￢す ប៉ោោះ

ブログ ブログ￣ បល ុក្

へえ ――― ហ្  (ជាពាក្យឧទាន)

ベル ベ￢ル ក្នៅ ឹង

ほうもん（します） （【する3】） 訪問(します) ほうもん￣ អួរអុខទុក្ខ

ぼく ぼ￢く ខំុ្

まあ ま￢あ ា៉ោ ......(ជាពាក្យឧទានហ្របើអរាប់មុនអសរអី) ス

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す រង់ចំា

ママ マ￢マ ស្ម៉ោ

むかし むかし￣ ោលេីបុរាណ

むすこ むすこ￣ កូ្នរបអុ (កូ្នរបអុហ្យើង)

むすめ むすめ￢ កូ្នរអី (កូ្នរអីហ្យើង)

むすめさん むすめさん￣ កូ្នរអី (កូ្នរអីអាក្ ៏ថ្ទ)

めぐみ／めぐみさん
めぐみ￣／
めぐみさん￣

ហ្ោក្រអី មិ គ ុ មី

やく 約～ や￢く～ របស្ ល

やさしい やさしい￣、やさし￢い ចិតៅលែ

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￣

ហ្ោក្ យា៉ោ ា៉ោ ម៉ោូ តុ

ゆっくり ゆっく￢り យឺតៗ ឬ មួយៗ

ようこ／ようこさん よ￢うこ／よ￢うこさん ហ្ោក្រអី យ៉ោូ កុ្
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ようこそ よ￢うこそ អូមស្ថវ គមន៍ ス

よしえ／よしえさん よしえ￣／よしえさん￣ ហ្ោក្រអី យ៉ោូ អីុអិ

よびます 【よぶ1】 よびま￢す ហ្ៅ

よびます 【よぶ1】 よびま￢す អហ្ ជ្ ើញ ឬ បបួល

らいねん 来年 らいねん￣ ឆ្ា ំហ្រោយ ス

らく（な） (楽(な)) らく￢ រអួល ឬ ានផ្កអុខភាេ

らくにします (楽にします) らく￢にします រអួល ឬ ានផ្កអុខភាេ

りゅうがく（します） （【する3】） 留学(します) りゅうがく￣ អិក្ាហ្ៅ បរហ្ទអ

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

りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ រក្មុ  ុនហ្ទអចរណ៍ ス

れい 例 れ￢い ឧទា រណ៍

レシピ レ￢シピ របូមនៅ

わすれます 【わすれる2】 忘れます わすれま￢す ហ្ភែច

あいます 【あう1】 会います あいま￢す ជួប

あつまり 集まり あつま￢り រមួគ្នា  ឬរបមូលគ្នា

あつめます 【あつめる2】 集めます あつめま￢す ចងរក្ង ឬ រមួផ្្ុំ

アラビア アラビア￣ របហ្ទអអារា៉ា ប់ ス

アラビアご アラビア語 アラビアご￣ ភាស្ថអារា៉ា ប់ ス

あれ／あれ？ ――― អែ ីហ្គ (ជាពាក្យឧទាន) ス

いけん 意見 い￢けん គំនិត

いこうけい (意向形) いこうけい￣ ទរមង់ហ្ចតន្ទ ឬ ោរតំ្តងចិតៅ (ហ្វយាក្រណ៍)

いちばん 一番 いち￢ばん ស្ លលែ បំផុ្ត  ហ្លខ១

いつつ ５つ／五つ いつ￢つ ចំនួនរ ំ(ហ្របើអរាប់រាប់របអ់)

いままでに 今までに いまま￢でに រ ូតមក្ ល់ឥឡូវហ្នោះ ス

うけます（しけんを） 【うける2】 受けます(試験を) うけま￢す ចូល ឬ ទទួល (ចូលរបលង)

うらやましい うらやまし￢い គួរហ្អាយរចស្ណន

うん ―――
 ទ ឬចាអ (ពាក្យហ្នោះហ្អម ើនិងពាក្យはいស្ រហ្របើ
ជាមួយមិតៅភក្ៅ្មមត្តស្តមិនអូវគួអម ូចពាក្យ
はいហ្ទ)

えんげき えんげき￣ អស្មៅង (ហ្ោខ ន)

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す យឺត

おなじ 同じ おなじ￣  ូចគ្នា

がいこくご 外国語 がいこくご￣ ភាស្ថបរហ្ទអ

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん ជនជាតិបរហ្ទអ

かいわ 会話 かいわ￣ អនាន្ទ

カフェ カ￢フェ ោហ្ វ

かよいます 【かよう1】 通います かよいま￢す
ោរហ្ វ្ ី ំហ្ណើរហ្ៅមក្ ( ហ្ៅស្ថោហ្រៀន ឬ  ក្ស្នែង
ហ្ វ្ ីោរ)

かんけい 関係 かんけい￣ ទំន្ទក់្ទំនង

かんじ 漢字 かんじ￣ អក្សរោន់ជិ

ききとり 聞きとり ききとり￣ ោរស្ថៅ ប់ ス

ききとります 【ききとる1】 聞きとります ききとりま￢す ស្ថៅ ប់

ききます　 【きく1】 聞きます ききま￢す ស្ថៅ ប់់

キャラクター
キャラクター￣、
キャ￢ラクター

បុគោលិក្លក្ខណៈ ス

きゅう／～きゅう ～級 ～きゅう￣ កំ្រតិ

きょうかしょ 教科書 きょうか￢しょ ហ្អៀវហ្ៅអិក្ា

クラス ク￢ラス ថាា ក់្ហ្រៀន

くん／～くん ――― ជាពាក្យហ្របើអរាប់ហ្ៅហ្ក្មងរបអុ

けいかく 計画 けいかく￣ គហ្រាង

げいじゅつか 芸術家 げいじゅつか￣ វចិិរតក្រ ឬ ជាងគំនូរ

こうはい こうはい￣ អិអសបអ នូ

コース コ￢ース វគោ

ごがく 語学 ごがく￣、ご￢がく ភាស្ថ

これ これ￣ ហ្នោះ

さんか（します） （【する3】） 参加(します) さんか￣ ចូលរមួ

しけん 試験 しけ￢ん ោររបលង

しぜん（な） 自然(な) しぜん￣ ្មមជាតិ

しめきり しめきり￣ ថ្ងៃផុ្តកំ្ណត់
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じゅう ～中 ～じゅう￣ កំ្ឡុងហ្េល

じゅこうりょう 受講料 じゅこ￢うりょう តថ្មល របលង

じょうきゅう 上級 じょうきゅう￣ កំ្រតិខពអ់

しょうせつ (小説) しょうせつ￣ របហ្ោមហ្ោក្

じょうほう 情報 じょうほう￣ េ័ត៌ាន

しょうらい しょ￢うらい អន្ទគត

しょきゅう 初級 しょきゅう￣ កំ្រតិបឋម

じょし 女子 じょ￢し កូ្នរអី

スペイン スペ￢イン របហ្ទអហ្អអ៉ោាញ

スペインご スペイン語 スペインご￣ ភាស្ថហ្អអ៉ោាញ ス

せいせき 成績 せいせき￣ េិនទ ុ

せっきょくてき（な） せっきょく的(な) せっきょくてき￣ ហ្ដាយអក្មម

ぜったい ぜったい￣ ដាច់ខាត

せんせい 先生 せんせ￢い រគូ

せんぱい せんぱい￣ អិអសចបង

そつぎょう（します） （【する3】） 卒業(します) そつぎょう￣ ប ច្ ប់ោរអិក្ា

そんな そんな￣ ស្បបហ្នោះ

そんなに そんなに￣ ស្បបហ្នោះ(ហ្រចើនស្បបហ្នោះ) ス

だいがく 大学 だいがく￣ ស្ថក្លវទិាល័យ

タイご タイ語 タイご￣ ភាស្ថថ្ង

たいしょく（します） （【する3】） 退職(します) たいしょく￣ ចូលនិវតៅ

たいせつ（な） (大切(な)) たいせつ￣ អំខាន់់

ただしい（ただしく） 正しい(正しく) ただし￢い រតឹមរតវូ

たのしい（たのしく） 楽しい(楽しく) たのし￢い អបាយរកី្រាយ

ためます 【ためる2】 ためま￢す អនស ំ

たんご たんご￣ ពាក្យ

チャット チャット￣ ោរជស្ជក្ត្តមអីុនហ្ ើ្ស្ណត

ちゃんと ちゃんと￣ យា៉ោ ងរតឹមរតវូ ス

ちゅうきゅう 中級 ちゅうきゅう￣ កំ្រតិម្យម

つうじます 【つうじる2】 通じます つうじま￢す យល់គ្នា ហ្ៅវញិហ្ៅមក្

つきます（じしんが） 【つく1】 つきま￢す ទទួល នោរទុក្ចិតៅ

つづきます 【つづく1】 (続きます) つづきま￢す បនៅ

てがみ (手紙) てがみ￣ អំបុរត

どうやって ど￢うやって ស្បបណា ឬ ហ្ វ្ ីស្បបណា

とちゅう とちゅう￣ ហ្ៅត្តមផ្ល វូ

となり となり￣ ហ្ៅជាប់ ឬ ហ្ៅស្ក្បរ

ニュース ニュ￢ース េ័ត៌ាន

ノート ノ￢ート ហ្អៀវហ្ៅក្ត់រត្ត

はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す ចាប់ហ្ផ្ៅើម

はずかしがります 【はずかしがる
1】

はずかしがりま￢す ខាម អហ្អៀន

はずかしがりや はずかしがりや￣ មនុអសស្ លេូស្ក្ខាម អហ្អៀន

はなし 話 はなし￢ និយាយ ឬ ជស្ជក្

はなしことば 話しことば はなしこ￢とば ភាស្ថនិយាយ

はなしずき（な） 話し好き(な) はなしずき￣ ចូលចិតៅនិយាយ ហ្រចើន

はやい（はやく） はや￢い ហ្លឿន ឬ រ ័អ

ひかく（します）（【する3】） ひかく￣ ហ្របៀបហ្្ៀប

ひさしぶり ひさしぶり￣ ខានជួបគ្នា យូហ្ ើយ

ふしぎ ふしぎ￣ គួរឱយអងស័យ,  ចស្មែក្, អាង៌កំ្ ំង

ふふふ ―――  ឹក្ៗៗ(ហ្របើហ្េលហ្អើច) ス

フラメンコ フラメ￢ンコ រ ំ វ ឹរា៉ា មិងកូ្

フランス フランス￣ របហ្ទអ រាងំ

フランスご フランス語 フランスご￣ ភាស្ថ រាងំ

ぶんぽう 文法 ぶんぽう￣ ហ្វយាក្រណ៍

べんきょうになります 勉強になります べんきょうになりま￢す  នហ្ចោះ ឹង ឬ  នហ្រៀន

ほうほう 方法 ほうほう￣ វ ិ្ សី្ថស្រអៅ

ぼご 母語 ぼ￢ご ភាស្ថ កំ្ហ្ណើត

ほら ――― ហ្មើលហ្ន្ទោះ(ជាពាក្យឧទាន) ス
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ボランティア ボラ￢ンティア អាក្អម ័រគចិតៅ

ほんや 本屋 ほ￢んや គងលក់្ហ្អៀវហ្ៅ

ほんやく（します） （【する3】） 翻訳(します) ほんやく￣ បក្ស្រប (បក្ហ្ដាយោរអហ្អរ)

まだまだ ま￢だまだ ហ្ៅហ្ឡើយហ្ទ

まちがいます 【まちがう1】 まちがいま￢す ខុអ មិនរតឹមរតវូ

まなびます 【まなぶ1】 学びます まなびま￢す ហ្រៀន ឬ អិក្ា

まね（します） （【する3】） まね￣ ហ្ វ្ ីរត្តប់ត្តម ス

マンガカフェ マンガカ￢フェ Manga Cafe គងោហ្ វ

みかけます 【みかける2】 見かけます みかけま￢す ហ្មើលេីហ្រត

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ បី (ហ្របើអរាប់រាប់របអ់)

みならいます 【みならう1】 見習います みならいま￢す យក្វាជាឧទា រណ៍ ហ្ ើយហ្ វ្ ីត្តម

むずかしい 難しい
むずかしい￣、
むずかし￢い

េិ ក្

メキシコ メキシコ￣ របហ្ទអមិុក្អិុកូ្ ス

もくてき 目的 もくてき￣ ហ្គ្នលបំណង

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す អរាក្

ゆめ ゆめ￢ អុបិនៅ ス

らくだい（します） （【する3】） らくだい￣ ធាែ ក់្ (របលងធាែ ក់្) ឬ បរាជ័យ

あー ――― អា (ពាក្យឧទាន) ス

あいて 相手 あいて￢ ថ្ គូ

あいます／～あいます（しりあいま
す） 【あう1】

～合います(知り合
います)

～あいま￢す(しりあいま
￢す)

រតវូគ្នា  ឬ រតវូគ្នា ហ្ៅវញិហ្ៅមក្

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す ហ្អាយ

あなた あな￢た អាក្

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

ក្រមងអំណួរអហ្ងែត

いたい いた￢い ឈឺ្ ឬ ឈឺ្ចាប់ ス

いっしょう 一生 いっしょう￣ ឆ្ក្ជីវតិ

いのります 【いのる1】 いのりま￢す អ្ិដាា ន ឬ បួងអួង

いもうと 妹 いもうと￢ បអ នូរអី(បអ នូរអីហ្យើង) ス

いろ 色 いろ￢ េណ៌ ス

いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す អស្មៅងហ្អចក្ៅ ីហ្រតក្អរ ឬ អបអរស្ថទរ

インタビュー イ￢ンタビュー អំភាអន៍

うそ う￢そ កុ្ ក្

うふふ ――― អំហ្ណើចរបអ់ស្រអៅ ី ス

うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す ហ្ក្ើត

うわさ うわさ￣ ពាក្យចចាមអារា៉ា ម

えへへ ――― ហ្អ ហ្ ス

おいわい（いわい） お祝い おいわい￣ អំហ្ណាយ  ឬ  ោរជូនេរ

おおきな 大きな お￢おきな ្ំ

おかねもち（かねもち） お金持ち
おかねもち￣、
おかね￢もち

អាក្ាន

おしあわせ（しあわせ） お幸せ おしあわせ￣ រកី្រាយ ឬ អុភមងោល

おしごと お仕事 おし￢ごと ោរងារ ス

おちます 【おちる2】 おちま￢す ធាែ ក់្(របលងធាែ ក់្) ス

おてら（てら） お寺 おてら￣ វតៅ

おとこ 男 おとこ￢ មនុអសរបអុ

おととし おと￢とし េីរឆ្ា ំមុន

おどろきます 【おどろく1】 おどろきま￢す ភាា ក់្ហ្ផ្ែើល

おばあさん／おばあちゃん
おば￢あさん／
おば￢あちゃん

ជី ូន ឬ យាយ

おふたり（ふたり） お二人 おふたり￢ េីរន្ទក់្

おみまい（みまい） お見舞い おみまい￣ ហ្ៅអួរអុខទុក្ខអាក្ជំងឺ

おめでとう おめでとう￣ អបអរស្ថទរ

カード カ￢ード ោត

かいだん かいだん￣ ជហ្ណៅ ើរ ス

かじ 家事 か￢じ កិ្ចចោរផ្ាោះ ឬ ោរងារផ្ាោះ

かち 価値 か￢ち តថ្មែ

かちかん 価値観 かち￢かん តថ្មែ
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がつ ～月 ――― ស្ខ

カップ カ￢ップ ស្េង

かれ 彼 か￢れ គ្នត់(ហ្របើអរាប់មនុអសរបអុ)

かわいい かわい￢い ស្ថែ ត , គួរហ្អាយរអោញ់

かわいがります 【かわいがる1】 かわいがりま￢す គួរហ្អាយរអោញ់

かわいそう（な） かわいそ￢う រកី្រក្ / គួរឱយអាណិត ス

かんがえ 考え かんが￢え គំនិត

きじ き￢じ អតាបទ

きっかけ きっかけ￣ មូលហ្ តុស្ លជរមញុ

きっと きっと￣ ចាអ់ ណាអ់

きます 【きる2】 着ます きま￢す ពាក់្ ス

きまります 【きまる1】 決まります きまりま￢す អហ្រមចចិតៅ

きもち 気持ち きもち￣ អារមមណ៍

きょうだい (兄弟) きょ￢うだい បងបអ នូ

きょく きょく￣ តស្រនៅ ី ឬ ចហ្រមៀង

ぎんこう 銀行 ぎんこう￣ ្ន្ទគ្នរ

くらします 【くらす1】 くらしま￢す រអ់ហ្ៅ

くろ 黒 く￢ろ ហ្មម ス

ケーキ ケ￢ーキ នំហ្ខក្

けが（します） （【する3】） けが￢ ទទួលរងរបួអ ス

けっか けっか￣ លទធផ្ល

けっこん（します） （【する3】） 結婚(します) けっこん￣ ហ្រៀបោរ

けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき េិ្ីហ្រៀបោរ

こいびと 恋人 こいびと￣ អងារ(របអុ ឬរអី)

ごけっこん（けっこん） ご結婚 ごけっこん￣ ហ្រៀបោរ

ごちそうさま ごちそうさま￣ អូមអរគុណចំហ្ពាោះអាគរ ス

こんやく 婚約 こんやく￣ ភាជ ប់ពាក្យ

さいきん 最近 さいきん￣ ងមីៗហ្នោះ  បចច ុបបនា

さいこう 最高 さいこう￣ អស្ថច រយ

しあわせ 幸せ しあわせ￣ អុភមងោល

しき ～式 ～￢しき េិ្ី

した 下 した￣(～のした￢） ហ្រោម ឬ ខាងហ្រោម

したしい (親しい) したし￢い ជិតអា ិទធ

しま 島 しま￢ ហ្ោោះ

じゅうぶん（な） (十分(な)) じゅうぶ￢ん រគប់រគ្នន់

しゅっせき（します） （【する3】） 出席(します) しゅっせき￣ វតៅាន

じゅんび（します） （【する3】） 準備(します) じゅ￢んび ហ្រៀបចំ

しょうたいじょう 招待状 しょうたいじょう￣ លិខិតអហ្ ជ្ ើញ

しょくば 職場 しょくば￣ ក្ស្នែងហ្ វ្ ីោរ

じょせい 女性 じょせい￣ ហ្ភទរអី

しりあいます 【しりあう3】 知り合います しりあいま￢す ហ្ វ្ ីោរស្ថោ ល់គ្នា

じんじゃ 神社 じ￢んじゃ វគិរស្ថអន្ទអីុនតូ

すえながい (末長い) すえなが￢い ស្វងអន្ទែ យ ឬ យូអស្ងវង

すがた す￢がた អភាេ ឬ របូរាង

すてき（な） すてき￣ ស្ថែ ត  គួហ្អាយរអោញ់

スピーチ スピ￢ーチ អុនា រក្ថា

せいかく せいかく￣ បុគោលិក្លក្ខណៈ

そーお ――― េិតស្មនឬ (ជាពាក្យឧទាន) ス

だい／～だい ～代 ～￢だい ជំន្ទន់

たいくつ（な） たいくつ￣ គួរហ្អាយ្ុញរទាន់

だいじ（な） (大事(な)) だいじ￣ អំខាន់

たくさん（のひと） たくさ￢ん ហ្រចើន (មនុអសហ្រចើន)

たすけます 【たすける2】 助けます たすけま￢す ជួយ

たとえば (例えば) たと￢えば ឧទា រណ៍ ス

たぶん た￢ぶん របស្ ល

だれ だ￢れ អាក្ណា

だんじょ 男女 だ￢んじょ របអុរអី
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ダンス ダ￢ンス រាំ

だんせい 男性 だんせい￣ ហ្ភទរបអុ

ちかごろ 近ごろ ちか￢ごろ ឆ្ប់ៗហ្នោះ

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ កំ្ឡុងហ្េល

つきあい つき合い つきあ￢い ោររាប់អាន

つきあいます 【つきあう1】 つき合います つきあいま￢す រាប់អានគ្នា

であい 出会い であ￢い、であい￣ ជួប ោរជួប

できごと (出来事) でき￢ごと រេឹតៅ ិោរណ៍

ながい（ながく） 長い(長く) なが￢い ស្វង ス

なかがいい な￢かがい￢い ជិតអា ិត ス

なぐさめます 【なぐさめる2】 なぐさめま￢す ោរលួងហ្ោមចិតៅ

なくなります（ひとが） 【なくなる1】 なくなりま￢す  ត់បង់( ត់បង់ជីវតិ)

にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり េិ្ីបុណយជប៉ោនុ

にます（にています） 【にる2】 にま￢す  ូច ឬ  ូចហ្ៅនិងអវ ីមួយ

にゅういん（します） （【する3】） 入院(します) にゅういん￣ ចូលមនា ីហ្េទយ

ねがい 願い ねが￢い បន់រអន់

ネクタイ ネ￢クタイ រក្វា៉ា ត់ក្

ばあい (場合) ばあい￣ ក្រណី

パーティー パ￢ーティー ជប់់ហ្លៀង

はげまします 【はげます1】 はげましま￢す ហ្អាយកំ្ោងំចិតៅ

はな 花 はな￢ ផ្កែ

ピアノ ピアノ￣ េាណូ

ひきます（ピアノを） 【ひく1】 ひきま￢す ហ្លង (ហ្លងេាណូ)

ビデオ ビ￢デオ វហី្ អូ

ブラジル ブラジル￣ របហ្ទអហ្របអីុល

プロポーズ（します） （【する3】） プロポ￢ーズ អំហ្ណើ រអំុ ោរ ហ្រៀបោរ

ペア ペ￢ア ថ្ គូរ

ほう 方 ほ￢う ជាង ឬ ស្ផ្ាក្ខាង

ぼくたち ぼ￢くたち េួក្ខំុ្

ほんとう／ほんと ほんとう￣／ほんと￣ េិត េិតរ ក្ 

まご まご￢ ហ្ៅ

まさか ま￢さか ហ្តើវាអាចហ្ៅរចួហ្ដាយរហ្បៀបណា ス

マドリード マドリ￢ード ទីរក្ងុា៉ោ រឌី ス

みつけます 【みつける2】 見つけます みつけま￢す រក្ហ្មើល

めずらしい めずらし￢い ក្រម ス

もうします 【もうす1】 もうしま￢す និយាយ (ជាពាក្យគួរអមរបអ់ពាក្យいいます）

もちろん もち￢ろん េិតណាអ់

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 ោន់យក្ហ្ៅ

もり／もりさん 森／森さん もり￣／もりさん￣ ហ្ោក្រអី ម៉ោូ រ ី

れんしゅう（します） （【する3】） 練習(します) れんしゅう￣ អនុវតៅន៍

わーお ――― វា៉ា វ !!!!(ជាពាក្យឧទាន) ス

わかれます 【わかれる2】 (別れます) わかれま￢す ស្បក្គ្នា

あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん អាគរហ្េលរេឹក្

アドバイス ア￢ドバイス  ំបូន្ទម ន

あやまります 【あやまる1】 あやまりま￢す អូមហ្ទាអ

いがい（な） (意外(な)) いがい￣ ហ្រតេី

いっしょうけんめい（な） いっしょうけ￢んめい ឱយអអ់េីអមតាភាេ

いや（な） いや￢ មិនហ្េញចិតៅ ス

いります 【いる1】 いりま￢す រតវូោរ

いれます（コーヒーを） 【いれる2】 入れます いれま￢す អុង (អុងោហ្ វ )

うーん ――― អឺ........(ជាពាក្យឧទាន)

うしろ (後ろ) うしろ￣ ខាងហ្រោយ ឬ ខាងខាង

おおやま／おおやまさん 大山／大山さん
おおやま￣／
おおやまさん￣

ហ្ោក្ អូយា៉ោ ា៉ោ

おさけ（さけ） お酒 おさけ￣ រស្ថអ

おたがい おたがい￣ ហ្ៅវញិហ្ៅមក្

おや 親 おや￢ ាៅ យឪេុក្

かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん បុគោលិក្រក្មុ  ុន
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かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す អង

かえます 【かえる2】 変えます かえま￢す ផ្កែ អ់ប្រូ

かかります（でんわが） 【かかる1】 かかりま￢す ោរហ្ៅទូរអ័េា ឬ ហ្អែ ើយ (ទូរអ័េា)

かけます（こえを） 【かける2】 かけま￢す ហ្ៅ ឬ ស្រអក្ហ្ៅ

かなしい かなしい￣、かなし￢い ហ្ក្ើតទុក្ខ  ឬ មិនអបាយចិតៅ

かれし／カレシ カレシ￣ មិត្របអុ  ឬ អងាររបអុ

きぶん 気分 き￢ぶん អារមមណ៍

くび くび￣ ក្

けんか（します） （【する3】） けんか￣ ហ្ ែ្ ោះគ្នា

こえ こ￢え អហ្មែង

コーヒー コーヒ￢ー ោហ្ វ

こころ 心 こころ￢ ហ្បោះ ូង

こんご 今後 こんご￣ បន្ទា ប់េីហ្នោះហ្ៅ

こんや 今夜 こ￢んや យប់ហ្នោះ

しかたがない (仕方がない) しかたがな￢い គ្នម នជំហ្រអី ス

しかります 【しかる1】 しかりま￢す អៅ ីបហ្ន្ទា អ ス

じっと じっと￣ ភែ ឹក្ ឬ អមែ ឹងមិនដាក់្ស្ភាក្

しばらく しば￢らく មួយស្ភែត

しゃかい 社会 しゃ￢かい អងោម

しゃかいじん 社会人 しゃか￢いじん អាជិក្ហ្ វ្ ីោរថ្នអងោម

しゃべります 【しゃべる1】 しゃべりま￢す ជស្ជក្ និយាយ

しんじん 新人 しんじん￣ អាក្ចំណូលងមី

しんぱい（な） 心配(な) しんぱい￣ រេួយ រមមណ៍

しんぶん (新聞) しんぶん￣ ោរស្អត

しんゆう 親友 しんゆう￣ មិតៅលែ

すずき／すずきさん 鈴木／鈴木さん
すずき￣／
すずきさん￣

ហ្ោក្រអី អឹ សឹគី

すすめます 【すすめる2】 すすめま￢す ស្ណនំ្ទ

すっきりします 【すっきりする3】 すっきりしま￢す ានអារមមណ៍រអអ់ថាែ

せっかく せっかく￣
ហ្ដាយោរខំរបឹងស្របង (លទធផ្លហ្ចញមក្មិន
ហ្េញចិតៅ)

そうだん（します） （【する3】） 相談(します) そうだん￣ េិភាក្ា

そしたら そした￢ら បន្ទា ប់់មក្

そば そ￢ば ចំហ្ ៀង ឬ រជងុចំហ្ ៀង

それより それよ￢り ជាងហ្នោះហ្ៅហ្ទៀត

だから だ￢から ហ្បើអ ច្ ឹង

たて た￢て ជួរ ឬ ជាជួរ

タバコ タバコ￣  រ ី

ちちおや 父親 ちちおや￣ ឪេុក្ ス

つづけます 【つづける2】 (続けます) つづけま￢す បនៅ

つらい つらい￣ េិ ក្ ス

とうこう（します） （【する3】） とうこう￣ ោរអរហ្អរអតាបទបហ្ងាា ោះហ្ៅហ្លើអីុនហ្ ើ្ស្ណត

ドクター ド￢クター ហ្វជជបណឌ តិ

ながでんわ 長電話 ながで￢んわ និយាយទូរអេាយូរ

なくなります（げんきが） 【なくなる
1】

なくなりま￢す រាងោយចុោះហ្ខាយ  ឬ អុខភាេចុោះហ្ខាយ

なまいき（な） (生意気(な)) なまいき￣ ស្ លមិនហ្ចោះគួរអម ឬ រេហ្ ើន

なやみ なやみ￢ ោររេួយ រមមណ៍

なやみます 【なやむ1】 なやみま￢す រេួយ រមមណ៍

なんだか な￢んだか អែ ីហ្គ ា ឹង

にんげん 人間 にんげん￣ មនុអស

にんげんかんけい 人間関係 にんげんか￢んけい ទំន្ទក់្ទំនងមនុអស

にんずう 人数 に￢んずう ចំនួនមនុអស

ねえ ――― ស្ន (ជាពាក្យឧទាន) ス

ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す ហ្ ក្ ឬ ហ្គង

ねむります 【ねむる1】 ねむりま￢す ងុយហ្ ក្

のみかい 飲み会 のみかい￣ ជប់ហ្លៀងផឹ្ក្អីុ

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す ផឹ្ក្
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のります（そうだんに） 【のる1】 のりま￢す ជួបេិភាក្ា ス

はあ ――― គ (ជាពាក្យឧទាន) ス

はっきり はっき￢り ចាអ់

ハッピー（な） ハ￢ッピー អបាយ

はらいます 【はらう1】 はらいま￢す បង់លុយ

ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ ទី

ひどい ひど￢い គួរឱយខាែ ច ឬ អារក្ក់្

ふあん 不安 ふあん￣ ោរខវល់ក្ន ុងចិតៅ

ふう ――― អហ្មែង ក្ ហ្ងា ើម្ំ ス

ふうん／ふーん ―――  ឺ.......(ពាក្យឧទាន)

ふります 【ふる1】 ふりま￢す បក់្ ឬ អរងួន

へんじ (返事) へんじ￢ ហ្អែ ើយតប

ホーム ホ￢ーム ផ្ាោះ ឬ ក្ស្នែងរង់ចំា ហ្ៅស្ថា នីយ

まもります 【まもる1】 まもりま￢す ោរពារ ឬ រក្ា

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す វហ្ងវង

むせきにん（な） むせ￢きにん មិនានភាេទទួលខុអរតវូ ス

め 目 め￢ ស្ភាក្

やすみ 休み やすみ￢ ស្ងៃអរាក្

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん ហ្ោក្រអី យឺកុ្

よこ よこ￣ ចំហ្ ៀង

ランキング ランキング￣ ចំណាត់ថាា ក់្

リサ／リサさん リ￢サ／リ￢サさん ហ្ោក្រអី រសី្ថ

れんあい 恋愛 れんあい￣ ហ្អាគ

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す ហ្អើច ឬ ញញឹម

わりかん わりかん￣ ោរស្ចក្ចាយហ្អម ើៗគ្នា

あいます（ひどいめに） 【あう1】 あいま￢す ជួប(ជួបហ្រឿងស្ លមិនលែ )

あきます 【あく1】 (開きます) あきま￢す ហ្បើក្ (ទាវ រចំ រ)

あけます 【あける2】 (開けます) あけま￢す ហ្បើក្(ហ្បើក្ទាវ រ)

アナウンス
アナ￢ウンス、
アナウ￢ンス

ហ្អចក្ៅ ីរបោអ

あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す ោង

いき／～いき ～行き ～いき￣ ហ្ វ្ ី ំហ្ណើរ ហ្ៅោន់....

いましばらく 今しばらく いましば￢らく មួយស្ភែត

うけつけ 受付 うけつけ￣ ក្ស្នែងផ្ៅល់េ័ត៌ាន

エアコン エアコン￣ ា៉ោ អីុនរតជាក់្

えいが 映画 えいが￣、え￢いが ហ្រឿងកុ្ន  ស្ខសភាេយនៅ

えー ――― គឺថា  (ជាពាក្យកំ្េុងរក្នឹក្អវ ីមួយ) ス

ええと／ええっと ――― គឺថា  (ជាពាក្យកំ្េុងរក្នឹក្អវ ីមួយ)

エーン ――― អហ្មែងយំ

エレベーター エレベ￢ーター ជហ្ណៅ ើរយនៅ

エンジン エ￢ンジン ា៉ោ អីុន

おいそぎ お急ぎ おいそぎ￣ របញប់

おこります 【おこる1】 (起こります) おこりま￢す ហ្ក្ើតហ្ឡើង(ហ្ តុោរណ៍អវ ីមួយហ្ក្ើតហ្ឡើង)

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 នឹក្ហ្ឃើញ ឬ រក្នឹក្

おゆ（ゆ） お湯 おゆ￣ ទឹក្ហ្តៅ

おります 【おりる2】 おりま￢す ចុោះ

おわすれもの（わすれもの） お忘れ物 おわすれもの￣ វតថ ុស្ លហ្ភែច

おわすれものセンター お忘れ物センター おわすれものセ￢ンター ក្ស្នែងរបគល់វតថ ុស្ ល ត់ ឬ ហ្ភែច

かいし（します） （【する3】） 開始(します) かいし￣ ចាប់ហ្ផ្ៅើម

ガイドブック ガイドブ￢ック ហ្អៀវហ្ៅស្ណនំ្ទ

カウンター カウンター￣ ប ជ្ រ ឬ ក្ស្នែងផ្ៅល់េ័ត៌ាន ス

かけます（めいわくを） 【かける2】 かけま￢す បហ្ងែ ើតបញ្ហា

かた 方(このあたりの) かた￢ មនុអស (ហ្ៅជំុវញិហ្នោះ)

かばん かばん￣ ោបូប

きえます（でんきが） 【きえる2】 きえま￢す រលត់ (ហ្ភែ ើងរលត់)

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

ぎじゅつしゃ 技術者 ぎじゅつ￢しゃ វអិវ ក្រ ス

ゲート ゲ￢ート រចក្ទាវ រ
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ゲーム ゲ￢ーム ហ្ ោម

けします （でんきを）【けす1】 けしま￢す បិទ (បិទហ្ភែ ើង)

ご／～ご ～後 ～ご￢ ហ្រោយេី

こうくう ～航空 ～こ￢うくう អាោអចរណ៍

ごうしつ ～号室 ～ご￢うしつ បនាប់ហ្លខ

こくさい～ 国際～ こくさい￣～ អនៅរជាតិ

ごご 午後 ご￢ご ហ្េលរហ្អៀល ហ្េលថ្ងៃ

こしょう（します） （【する3】） 故障(します) こしょう￣ ខូច ឬ ខាតបង់

ごとうじょう（とうじょう） ご搭乗 ごとうじょう￣ ោរហ្ឡើងយនៅហ្គោះ

ごめいわく（めいわく） ごめ￢いわく បញ្ហា  ឬ ោររំខាន

コメント コメント￣ មតិហ្យាបល់

ごりよう（りよう） ご利用 ごりよう￣ ហ្របើរ អ់

サイン サ￢イン  តាហ្លខា

じ ～時 ～￢じ ហ្ា៉ោ ង

じどうし 自動詞 じど￢うし អក្មមកិ្រយិា (កិ្រយិាស្ លមិនរតវូោរអំហ្េើរ)

しまります 【しまる1】 しまりま￢す បិទ

しめます 【しめる2】 しめま￢す បិទ (បិទទាវ )

しゅっぱつ（します） （【する3】） 出発(します) しゅっぱつ￣ ហ្ចញ ំហ្ណើរ

しゅっぱつゲート 出発ゲート しゅっぱつゲ￢ート រចក្ហ្ចញចូល

しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す ជូន ំណឹង

スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ កុ្ងត្តក់្ ス

スーツケース スーツケ￢ース វា៉ា លីអរាប់ហ្ វ្ ី ំហ្ណើរ

すごします 【すごす1】 すごしま￢す ចំណាយហ្េល

スタッフ スタ￢ッフ បុគោលិក្ 

せつめい（します） （【する3】） 説明(します) せつめい￣ េនយល់

センター セ￢ンター មជឈមណឌ ល

そうじ そうじ￣ អំអាត ス

それから それから￣ បន្ទា ប់់មក្

たいへん (大変) たいへん￣ លំ ក្ ឬ យា៉ោ ប់យឹន ス

たずねます 【たずねる2】 たずねま￢す អួរ (អួរអំនួរ) ス

たてます（けいかくを） 【たてる2】 立てます(計画を) たてま￢す បហ្ងែ ើត (បហ្ងែ ើតគហ្រាង)

たどうし 他動詞 たど￢うし អក្មមកិ្រយិា

たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す េឹងពាក់្

チェック（します） （【する3】） チェ￢ック េិនិតយ

チェックイン（します） （【する3】） チェックイ￢ン ចុោះហ្ ម្ ោះ

チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター ក្ស្នែងចុោះហ្ ម្ ោះ

つきます（でんきが） 【つく1】 つきま￢す ហ្បើក្ (ហ្ភែ ើងហ្បើក្)

つけます（でんきを） 【つける2】 つけま￢す បិទ (បិតហ្ភែ ើងឬ បិទកុ្ងត្តក់្)

て 手 て￢ ថ្ 

ていねいたい (丁寧体) ていねいたい￣ ទរមង់គួរអម

てつづき 手続き てつ￢づき នីតិវ ិ្ ី

でてきます 【でてくる3】 出てきます でてきま￢す ហ្ចញមក្

でんき 電気 で￢んき អគោ ិអនី

ドア ド￢ア ទាវ រ

トイレ ト￢イレ បងោន់

とうじょう 搭乗 とうじょう￣ ោរហ្ឡើងយនៅហ្គោះ

とうちゃく（します） （【する3】） 到着(します) とうちゃく￣ មក្ ល់

どこか ど￢こか ក្ស្នែងណាមួយ

とにかく と￢にかく ហ្ទាោះជាយា៉ោ ៉៉ោងណា

とびます 【とぶ1】 (飛びます) とびま￢す ហ្គោះ ហ្ ើរ ឬ ហ្ោត

とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す ឈ្ប់

とめます 【とめる2】 止めます とめま￢す ចត

トラブル トラ￢ブル បញ្ហា

どろぼう どろぼう￣ ហ្ចារ

ないよう ないよう￣ អតាន័យ

なか 中 な￢か ខាងក្ន ុង

ながれます 【ながれる2】 ながれま￢す បងហ រូ
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なきます 【なく1】 なきま￢す យំ

なぜ な￢ぜ ហ្ តុអវ ី

にげます 【にげる2】 にげま￢す រត់ហ្គច

にっき にっき￣ កំ្ណត់ហ្ តុរបចំាថ្ងៃ

にもつ 荷物 に￢もつ ឥវា៉ា ន់

はじまります 【はじまる1】 始まります はじまりま￢す ចាប់ហ្ផ្ៅើម

パスポート パスポ￢ート លិខិតអែងស្ ន

パリ パ￢リ ទីរក្ងុ ៉ោ រអី

はん／～はん ～半 ～は￢ん ក្នែោះ ス

ばん／～ばん ～番 ――― ហ្លខ 

ひこうき 飛行機 ひこ￢うき យនៅហ្គោះ

びん／～びん ～便 ～びん￣ ហ្ជើងហ្គោះហ្ ើរ

ふつうたい ふつうたい￣ ទរមង់្មមត្ត

フライト フライト￣ ោរហ្គោះហ្ ើរ

へた（な） (下手(な)) へた￢ ហ្ខាយ

ベッド ベ￢ッド ស្រគ

へんこう 変更 へんこう￣ ផ្កែ អ់ប្រូ

ホッ ――― អហ្មែង ( ក្ ហ្ងា ើម្ំ)

ホテル ホ￢テル អណាា គ្នរ

マッサージ マッサ￢ージ ា៉ោ ស្ថ

まど ま￢ど បងអ ចួ

みおくり 見送り みおくり￣ ោរជូន ំហ្ណើរ

みず 水 みず￣ ទឹក្

みなみ 南 みなみ￣ ទិអខាងតបូ ង

もうすぐ もうす￢ぐ ភាែ មៗហ្នោះ

よてい 予定 よてい￣ គហ្រាង

りよう 利用 りよう￣ ហ្របើរ អ់

れいな／れいなさん
れ￢いな／
れ￢いなさん

ហ្ោក្រអី ហ្រ៉ាណា

れきし 歴史 れきし￣ របវតៅ ិស្ថស្រអៅ

ロンドン ロ￢ンドン ទីរក្ងុឡុង ុង ス

わすれもの 忘れ物 わすれもの￣ របអ់់ហ្ភែច

わびます 【わびる2】 わびま￢す អំុហ្ទាអ

アジア ア￢ジア អាអីុ

あそこ あそこ￣ ទីហ្ន្ទោះ

あらわします 【あらわす1】 あらわしま￢す បងាា ញ

ある あ￢る ាន

いえいえ ――― ហ្ទ ហ្ទ

いままで 今まで いまま￢で រ ូតមក្ ល់ឥឡូវហ្នោះ

いらっしゃいます 【いらっしゃる1】 いらっしゃいま￢す អហ្ ច្ ើញមក្

いらっしゃいませ いらっしゃいま￢せ អូមស្ថវ គមន៍ (ពាក្យស្ថវ គមន៍អតិងិជនហ្ៅគង)

うります 【うる1】 売ります うりま￢す លក់្

えいぎょう 営業 えいぎょう￣ ោរលក់្

えいぎょうぶ 営業部 えいぎょ￢うぶ ស្ផ្ាក្ លក់្ ス

えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す ហ្រជើអហ្រអី

おなまえ（なまえ） お名前 おなまえ￣ ហ្ ម្ ោះ ス

おもに お￢もに ភាគហ្រចើន

おやくそく（やくそく） おやくそく￣ ោរណាត់ជួប

おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す ចប់

か／～か ～課 ～か￣ ហ្មហ្រៀន

かいがいじぎょう 海外事業 かいがいじ￢ぎょう អាជីវក្មមហ្រតរបហ្ទអ

かいがいじぎょうか 海外事業課 かいがいじぎょうか￣ ស្ផ្ាក្អាជីវក្មមហ្រតរបហ្ទអ ス

かいぎ 会議 か￢いぎ របជំុ

がいしゃ／～がいしゃ ～会社 ～が￢いしゃ រក្មុ  ុន

かお かお￣ មុខ ス

かぜ かぜ￣ ផ្កៅ ស្ថយ

かつどう 活動 かつどう￣ អក្មមភាេ

かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく ហ្ភាៀវហ្ទអចរណ៍
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きかい 機械 きか￢い ា៉ោ អីុន

きかく 企画 きかく￣ គហ្រាង

きかくか 企画課 きかくか￣ ស្ផ្ាក្ស្ផ្នោរ ス

きちんと きち￢んと យា៉ោ ងរតឹមរតវូ

キャプテン キャ￢プテン អាក្ ឹក្នំ្ទ

きょうりょく（します） （【する3】） 協力(します) きょうりょく￣ អ របតិបតៅ ិោរ

きんゆう 金融 きんゆう￣  ិរ ញ្ វតថ ុ

くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す ហ្របៀបហ្្ៀប

けいり 経理 け￢いり គណហ្នយយ

けんせつ 建設 けんせつ￣ ោរស្ថា បន្ទ ឬ ោរស្ថងអង់

こうじょう (工場) こうじょ￢う ហ្រាងចរក្ ス

こうどう (行動) こうどう￣ អាក្បបកិ្រយិា ឬ អក្មមភាេ

こうほう 広報 こ￢うほう ទំន្ទក់្ទំនងស្ថធារណៈ

さま (～様) ――― ហ្ោក្ ហ្ោក្រអី (ហ្របើជាពាក្យគួអម) ス

ししゃ 支社 し￢しゃ ស្ថខា

システム シ￢ステム របេ័នធ ス

しつもん（します） （【する3】） 質問(します) しつもん￣ អំនួរ ឬ អួរអំនួរ

しゃいん 社員 しゃ￢いん បុគោលិក្ រក្មុ  ុន

しゅうかつ 就活 しゅうかつ￣ ោរស្អវងរក្ោរងារ

しゅうしょく 就職 しゅうしょく￣  នោរងារហ្ វ្  ីឬ ោរចូលហ្ វ្ ីោរ

じょうし 上司 じょ￢うし ថាា ក់់្ហ្លើ

しょうしょう 少々 しょ￢うしょう បនៅ ិចបន្ចួ

しょくひん 食品 しょくひん￣ អាគរ 

しりょう し￢りょう ឯក្ស្ថរ

しんらい（します） （【する3】） 信頼 しんらい￣ ហ្ជឿទុក្ចិតៅ

せかい 世界 せ￢かい េិភេហ្ោក្

そうむ 総務 そ￢うむ កិ្ចចោរ ទូហ្ៅ

そうむか 総務課 そうむか￣ ស្ផ្ាក្កិ្ចចោរទូហ្ៅ

ソフトウェア ソフトウェ￢ア software អូស្ វ ス

たいりょく 体力 た￢いりょく ោយអមបទា

たしか（な） た￢しか េិតស្មន ឬ រ ក្ ស្មន

たすけあいます 【たすけあう1】 助け合います たすけあいま￢す ជួយគ្នា ហ្ៅវញិហ្ៅមក្

ただいま (ただ今) ただ￢いま ឥឡូវហ្នោះ

たんとう（します） （【する3】） 担当(します) たんとう￣ ទទួលបនទ ុក្ ឬ ទទួលខុអរតវូ

つごう つごう￣ ស្ថា នភាេ

ていねい（な） て￢いねい គួរអម

どうも ど￢うも អរគុណ

どうりょう 同僚 どうりょう￣ មិតៅរមួោរងារ

とおして (通して) と￢おして ត្តមរយៈ

とくい（な） とく￢い ជំន្ទញ ឬ េូស្ក្រ

どの ど￢の មួយណា

とりつぎます 【とりつぐ1】 とりつぎま￢す
អញ្ហញ ក្ណាៅ ល( ូចជាអាក្ចំាហ្លើក្ទូរអេាឬ អាក្
ចំាជួយស្ណនំ្ទអវ ីមួយ)

パートタイム パートタ￢イム ោរងារហ្រតហ្ា៉ោ ង

はじめに はじめに￣ ជា ំបូង

はなしあいます 【はなしあう1】 話し合います はなしあいま￢す និយាយគ្នា  ឬ េិភាក្ាគ្នា

ひきます（かぜを） 【ひく1】 ひきま￢す ផ្កៅ ស្ថយ

ひしょ ひ￢しょ ហ្លខា

ぶ／～ぶ ～部 ～￢ぶ ស្ផ្ាក្

ふくそう 服そう ふくそう￣ ឯក្អណាា ន ឬ អហ្មែៀក្បំពាក់្

ぶつりゅう 物流 ぶつりゅう￣  ឹក្ជ ជ្ នូ

フリーランス フリ￢ーランス ឯក្រាជយ

ふんいき ふんい￢き បរយិាោអ

ほう ―――  ូរ!!!!(ជាពាក្យឧទាន) ス

ほうこく（します） （【する3】） 報告(します) ほうこく￣ រាយោរណ៍

ぼしゅう（します） （【する3】） 募集 ぼしゅう￣ ោរហ្រជើអហ្រអីបុគោលិក្

まいります 【まいる1】 まいりま￢す មក្េី (ជាពាក្យគួរអមរបអ់ពាក្យ きます）
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むらた／むらたさん 村田／村田さん
むらた￣／
むらたさん￣

ហ្ោក្ មឺរា៉ាត្ត

もとめます 【もとめる2】 もとめま￢す អំុ ឬ ទាមទា

ゆしゅつ（します） （【する3】） 輸出(します) ゆしゅつ￣ ោរនំ្ទហ្ចញ

ゆにゅう（します） （【する3】） 輸入(します) ゆにゅう￣ ោរនំ្ទចូល

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ អឺរ៉ាុប

よろしく よろしく￣
ជាពាក្យហ្របើហ្ៅហ្េលស្ លហ្យើងេឹងពាក់្ហ្ៅហ្លើ
អាក្ណាាា ក់្

ラグビーぶ ラグビー部 ラグビ￢ーぶ ក្ែ ឹបកី្ឡា ល់ឱប

れんらく（します） （【する3】） 連絡(します) れんらく￣ ទាក់្ទង
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