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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　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／あっ ――― อะ๊! (คําอทุาน)

アイスホッケー アイスホ￢ッケー กฬีาฮอกกนํีาแข็ง
あきらめます 【あきらめる2】 あきらめま￢す เลกิลม้ ถอดใจ
あさって あさ￢って วันมะรนื
あした 明日 あした￢ พรุง่นี
あつい 熱い あつ￢い รอ้น
あと 後 あ￢と ภายหลัง
あの／あのう ――― เออ่.. (คําพดูทใีชเ้มอืตอ้งการเกรนิเรอืง)
あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ อะเบะ  คณุอะเบะ
あまり あまり￣ ไมค่อ่ยจะ
ありがとう あり￢がとう ขอบคณุ (สํานวน)

あります 【ある1】 ありま￢す มี
あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す เดนิ
アルバイト アルバ￢イト งานพเิศษ
いい（よさ） い￢い(よ￢さ) ด ี(ความด ีขอ้ด)ี

いいます 【いう1】 言います いいま￢す พดู  บอกกลา่ว
いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ไป
いそがしい 忙しい いそがし￢い งานยุง่
いちど 一度 いちど￢ สักครังหนงึ
いつ い￢つ เมอืไหร่
いっしょ いっしょ￣ ดว้ยกัน
いっしょに いっしょに￣ ดว้ยกัน
いってきます 【いってくる3】 行ってきます いってきま￢す ไป (และจะกลับมายังทเีดมิ) ス

いっぱい いっぱい￣ เต็ม (ไปดว้ย)

いなか いなか￣ บา้นนอก ตา่งจังหวัด ชนบท ス

います 【いる2】 いま￢す ม ีมอียู่
イラスト イラスト￣ ภาพประกอบ
うけとります 【うけとる1】 受けとります うけとりま￢す ไดรั้บ
うち (家) うち￣ บา้น
うれしい うれし￢い ดใีจ
え／えっ ――― เอะ๊? (คําอทุาน)

えき 駅 え￢き สถานี
えんりょ（します） （【する3】） えんりょ￣ เกรงใจ
おうえん（します） （【する3】） 応援(します) おうえん￣ การเอาใจชว่ย  การเชยีร์
おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび พอใจเป็นอยา่งมาก  ดใีจมาก
おこります 【おこる1】 おこりま￢す โกรธ
おそい おそい￣、おそ￢い ชา้ ス

おとうと 弟 おとうと￢ นอ้งชาย (ของตนเอง)
おねがいします お願いします おねがいしま￢す ขอความกรณุา (สํานวน)

おはよう おはよう￣ อรณุสวัสดิ
おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す คดิ
おもしろい（おもしろさ） おもしろ￢い น่าสนใจ
おわび（わび） おわび￣ การขออภัย
かい／～かい ～回 ――― ...ครัง  (จํานวน)

がいしゅつ 外出 がいしゅつ￣ การออกไปขา้งนอก
かいます 【かう1】 買います かいま￢す ซอื
かきます 【かく1】 書きます かきま￢す เขยีน
がくせい 学生 がくせい￣ นักเรยีน
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か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

かた／～から（いきかた） ～方(行き方) ――― วธิ.ี..(เชน่ วธิไีป)

かたち 形 かたち￣ รปูรา่ง
かちます 【かつ1】 勝ちます かちま￢す ชนะ
かならず (必ず) かならず￣ แน่นอน  ไมม่ขีอ้ยกเวน้ ス

かんじます 【かんじる2】 感じます かんじま￢す รูส้กึ
かんたん（な）（かんたんさ） かんたん￣ ง่าย (ความง่าย)

かんどう（します） （【する3】） 感動(します) かんどう￣ ประทับใจ ซาบซงึ
がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す พยายาม
き 気 き￣ ความรูส้กึ  อารมณ์
きにします 気にします きにしま￢す ใสใ่จ  กังวล
きのう きの￢う、きのう￣ เมอืวาน
きます 【くる3】 来ます きま￢す มา
キャンセル（します） （【する3】） キャ￢ンセル การยกเลกิ
きゅう（な） 急(な) きゅう￣ เรง่ดว่น
きょう 今日 きょ￢う วันนี
きょうみ きょ￢うみ ความสนใจ

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

ไมส่นใจ

くうこう 空港 くうこう￣ สนามบนิ
くやしい くやし￢い เจ็บใจ ผดิหวัง

クリケット
クリケ￢ット、
クリ￢ケット

กฬีาครกิเก็ต

グループ グル￢ープ กลุม่
けんめい 件名 けんめい￣ หัวเรอืง (อเีมล)

こたえます 【こたえる2】 答えます こたえま￢す ตอบคําถาม
ことば ことば￢ ภาษา คํา คําพดู คํากลา่ว
ことわります 【ことわる1】 ことわりま￢す ปฏเิสธ

ごめんなさい／ごめん
ごめんなさ￢い／
ごめん￣

ขอโทษ  ขออภัย (สํานวน)

こんど (今度) こ￢んど ครังถัดไป  ตอ่ไป
こんにちは こんにちは￢ สวัสด ี(สํานวนใชต้อนกลางวัน)

さいご (最後) さ￢いご สดุทา้ย
さいしょ (最初) さいしょ￣ แรกเรมิ  ตอนแรก
サイト サイト￣ เว็บไซต์
さそい さそい￣ คําเชญิ
さそいます 【さそう1】 さそいま￢す เชญิ ชกัชวน
サッカー サ￢ッカー ฟตุบอล
サッカーじょう サッカー場 サッカーじょう￣ สนามฟตุบอล
さん ～さん ――― คณุ...

ざんねん（な） ざんね￢ん น่าเสยีดาย
しあい 試合 しあい￣ การแขง่ขัน
しごと（します） （【する3】） 仕事(します) しごと￣ ทํางาน
しっかりします 【しっかりする3】 しっか￢りします หนักแน่น ขยันขันแข็ง
じつは じつ￢は ทจีรงิแลว้
しつれい（します） （【する3】） しつ￢れい เสยีมารยาท  ขอเสยีมารยาท  ขอโทษทรีบกวน
します 【する3】 しま￢す ทํา
しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ สดุสัปดาห์
しゅっちょう（します） （【する3】） 出張(します) しゅっちょう￣ การไปทํางานนอกสถานที
しょうかい（します） （【する3】） 紹介(します) しょうかい￣ การแนะนํา
しょるい しょるい￣ เอกสาร
しらべます 【しらべる2】 (調べます) しらべま￢す ตรวจสอบ  คน้หา
しりあい (知り合い) しりあい￣ คนรูจั้ก
すき（な） 好き(な) すき￢ ชอบ
すぐ す￢ぐ ทันท ีทันททีันใด
ずっと ずっと￣ โดยตลอด มาอยา่งชา้นาน
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すばらしい（すばらしさ） すばらし￢い ยอดเยยีม
スポーツ スポ￢ーツ กฬีา
すみません すみませ￢ん ขอโทษ (สํานวน)

ぜひ ぜ￢ひ (ทํา) ใหไ้ด ้
せんじつ 先日 せんじつ￣ วันกอ่น
せんしゅ 選手 せ￢んしゅ นักกฬีา
そう そ￢う เชน่นัน  แบบนัน
その その￣ (นาม) นัน
それじゃあ それじゃ￢あ เอาละ่  งันก็..

それなら それな￢ら ถา้อยา่งนัน  ถา้เป็นเชน่นัน
たい／～たい～（２たい１） ～対～(２対１) ～た￢い～ ...ตอ่... ( 2 ตอ่ 1 )

たいしかん 大使館 たいし￢かん สถานทตู
だいじょ（う）ぶ（な） だいじょ￢(う)ぶ ไมเ่ป็นไร
たかい（たかさ） 高い(高さ) たか￢い สงู (ความสงู)
だします 【だす1】 出します だしま￢す สง่ (รายงาน)

たち／～たち（わたしたち） ――― พวก... (พวกเรา)
だめ（な） だめ￢ แย ่ไมด่ ีไมไ่ด ้
チーム チ￢ーム ทมี
チームワーク チームワ￢ーク ทมีเวริค์ การทํางานเป็นทมี
チケット チ￢ケット ตัว
ちち 父 ち￢ち、ちち￢ พอ่ (ของตนเอง)
ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく ประเทศจนี
つかれ つかれ￢ ความเหนอืย
つかれます 【つかれある2】 つかれま￢す เหนอืย
つぎ つぎ￢ ตอ่ไป
つよい（つよさ） 強い(強さ) つよ￢い แข็งแรง แข็งแกรง่ (ความแข็งแรง ความแข็งแกรง่)
ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ เสอืยดื

てき／～てき ～的 ～てき￣
แบบ...(คําเตมิหลังคํานาม ทําใหคํ้านันเป็น
คําคณุศัพท ์な)

できれば でき￢れば ถา้ทําได ้ ス

テニス テ￢ニス กฬีาเทนนสิ
では で￢は ถา้เชน่นัน...

でます（しあいに） 【でる2】 出ます でま￢す (ผูเ้ขา้แขง่ขัน) เขา้รว่มการแขง่ขัน
でも で￢も แต่
テレビ テ￢レビ โทรทัศน์
てんき 天気 て￢んき สภาพอากาศ
どう ど￢う อยา่งไร
とおり 通り とおり￢ ถนน ตรอก
とき (時) とき￢ ตอนที
とどきます 【とどく1】 とどきま￢す ถงึ มาถงึ ス

ともだち 友だち ともだち￣ เพอืน
どようび 土曜日 どよ￢うび วันเสาร์
とります（チケットを） 【とる1】 とりま￢す จอง ซอื (ตัว)

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

นะกะโตะโมะ ยโูตะ (นักฟตุบอล)

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￣

นะกะมรุะ  คณุนะกะมรุะ

なります  【なる1】 なりま￢す กลายเป็น (กริยิาแสดงความเปลยีนแปลง)
にちようび／にち 日曜日／日 にちよ￢うび วันอาทติย์
にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん ประเทศญปีุ่ น
にんき 人気 にんき￣ ความนยิม
ねん 年 ね￢ん ปี
のだ／のださん 野田／野田さん のだ￣／のださん￣ โนดะ คณุโนดะ
はい は￢い ใช ่(สํานวนตอบรับ)
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バイト バイト￣ งานพเิศษ ス

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す วงิ
はらはらします 【はらはらする3】 は￢らはらします รูส้กึเป็นกังวล
ひ 日 ひ￢、ひ￣ วัน
ひきわけ ひきわけ￣ เสมอกัน
ひきわけます 【ひきわける2】 ひきわけま￢す การตอ่สูห้รอืแขง่ขันจบลงโดยไมม่ผีูช้นะ เสมอกัน
ひっし（な） ひっし￣ อยา่งเต็มกําลัง อยา่งเต็มที
ひとつ 1つ／一つ ひと￢つ หนงึอัน หนงึชนิ
ひみつ ひみつ￣ ความลับ
ファン ファ￢ン แฟนคลับ
プレー プレ￢ー การเลน่
プレゼント プレ￢ゼント ของขวัญ
ぶん 文 ぶ￢ん ประโยค
ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ...นาที
ぶんか 文化 ぶ￢んか วัฒนธรรม
ぶんかてき（な） 文化的(な) ぶんかてき￣ ทางวัฒนธรรม
べんきょう（します） （【する3】） 勉強(します) べんきょう￣ เรยีน
ほか ほか￣ อนืๆ  นอกเหนอืจาก
ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう ฮอกไกโด ス

ホッケー ホ￢ッケー กฬีาฮอกกี
ほほほ ――― (เสยีงหัวเราะ สว่นใหญผู่ห้ญงิจะใช)้ ス

ほんとうに／ほんとに
ほんとうに ／
ほんとに￣

จรงิๆ
まえ 前 ま￢え กอ่น  กอ่นหนา้
まけます 【まける2】 負けます まけま￢す แพ ้
また また￢ อกีครัง  อกีแลว้
まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す ทําผดิพลาด จําผดิ
マナー マ￢ナー มารยาท
みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す ใหด้ ูเอาใหดู้
みます 【みえる2】 見ます みま￢す ด ูมอง
むかえます 【むかえる2】 迎えます むかえま￢す ตอ้นรับ รับ (คนทเีดนิทางมา)
むだ（な） むだ￣ เปลา่ประโยชน ์ สญูเปลา่
めいれいけい (命令形) めいれいけい￣ รปูคําสัง (ไวยากรณ์)
メール メール￣ อเีมล
メッセージ メ￢ッセージ ขอ้ความ
もう も￢う ...แลว้
もう もう￣ ...อกี
もしもし も￢しもし ฮัลโหล (ใชท้ักทายในการคยุโทรศัพท)์

もっと も￢っと อกี
もらいます 【もらう1】 もらいま￢す ไดรั้บ
もりあがります 【もりあがる】 もりあがりま￢す คกึคักขนึ ตนืเตน้เรา้ใจ
やきゅう やきゅう￣ กฬีาเบสบอล
やくそく（します） （【する3】） やくそく￣ สญัญา นัดหมาย
やっぱり／やはり やっぱ￢り／やは￢り อยา่งทคีดิ

やまだ／やまださん 山田／山田さん
やまだ￣／
やまださん￣

ยะมะดะ คณุยะมะดะ

やります 【やる1】 やりま￢す ทํา
ゆうしょう（します） （【する3】） 優勝(します) ゆうしょう￣ ชนะเลศิ
ゆうめい（な） 有名(な) ゆうめい￣ มชีอืเสยีง โดง่ดัง
ゆたか（な）（ゆたかさ） 豊か(な)(豊かさ) ゆ￢たか มังคัง
ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします ทําตัวสบายๆ เรอืยๆ ไมเ่รง่รบี ス

よかったら よ￢かったら
ถา้คณุสะดวก... (สํานวนใชถ้ามความสะดวกของ
อกีฝ่าย)

よく よ￢く บอ่ย
よく よ￢く ดี
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よし ――― เอาละ่ (คําเกรนิ) ス

よしだ／よしださん 吉田／吉田さん よしだ￣／よしださん￣ โยะชดิะ คณุโยะชดิะ
よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す อา่น
よわい 弱い よわ￢い ออ่นแอ (กําลัง ความสามารถ) สูไ้มไ่ด ้
らいげつ 来月 ら￢いげつ เดอืนหนา้
らいしゅう 来週 らいしゅう￣ อาทติยห์นา้
ラグビー ラ￢グビー กฬีารักบี
りゆう 理由 りゆう￣ เหตผุล
ルール ル￢ール กฎเกณฑ์
レポート レポート￣、レポ￢ート รายงาน
わかい 若い わか￢い ออ่นเยาว์
わかります 【わかる1】 わかりま￢す เขา้ใจ
わくわくします 【わくわくする3】 わくわくしま￢す ตนืเตน้
わたし 私 わたし￣ ฉัน ผม ดฉัิน
わたしたち 私たち わたし￢たち พวกเรา
ああ ――― ออ๋ (คําอทุาน)

アイティー／ＩＴ アイティ￢ー ไอท ีเทคโนโลยสีารสนเทศ
あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い สวา่ง
あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す เลน่  เทยีวเลน่
あたらしい 新しい あたらし￢い ใหม่
あたり あ￢たり รอบๆ  บรเิวณ
あに 兄 あ￢に พชีาย  พชีาย (ของตนเอง)
アニメ ア￢ニメ、アニメ￣ อะนเิมชนั การต์นู
アパート アパ￢ート อะพารต์เมนต์

あぶない 危ない
あぶない￣、
あぶな￢い

อันตราย

あんぜん（な） 安全(な) あんぜん￣ ปลอดภัย
いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ ไม่
いえ 家 いえ￢ บา้น
いか／～いか ～以下 い￢か ตํากวา่... ไมเ่กนิ....

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￣

อชิกิะวะ คณุอชิกิะวะ

いじょう／～いじょう ～以上 い￢じょう มากกวา่...ขนึไป
いっこだて 一戸建て いっこだて￣ บา้นเดยีว
いぬ いぬ￢ สนัุข ス

イベント イベント￣ กจิกรรมในเทศการตา่งๆ
いま 今 いま￢ ตอนนี
いろいろ（な） (色々(な)） いろいろ￣ ตา่งๆ มากมาย
インターネット インターネ￢ット อนิเทอรเ์น็ต
うえ 上 うえ￣、うえ￢ ขา้งบน ดา้นบน
うるさい うるさ￢い เสยีงดัง
ええ ――― อมื (คําทใีชต้อบรับ)

えん／～えん ～円 ――― ...เยน (สกลุเงนิของญปีุ่ น)

おおい 多い お￢おい มาก เยอะ
おかね（かね） お金 おかね￣ เงนิ
おきます 【おく1】 おきま￢す วาง
おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ ลกูคา้  แขก
おきゅうりょう（きゅうりょう） お給料 おきゅ￢うりょう เงนิเดอืน ス

おしゃれ（な） おしゃ￢れ สวยงาม
おちつきます 【おちつく1】 おちつきま￢す ผอ่นคลายลง
おふろ（ふろ） おふ￢ろ อา่งอาบนํา
おんせん 温泉 おんせん￣ นําพรุอ้น (ออนเซ็น)

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ บรษัิท
かいます　（ペットを） 【かう1】 かいます かいま￢す เลยีง (สัตวเ์ลยีง)

2
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かいもの 買い物 かいもの￣ การซอืของ
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 กลับมา
かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す กลับ (บา้น)

かかります（じかんが） 【かかる1】 かかりま￢す ใช ้(เวลา)
かぞく 家族 か￢ぞく ครอบครัว
がっこう 学校 がっこう￣ โรงเรยีน
がまん（します） （【する3】） が￢まん อดทน
かります 【かりる2】 借ります かりま￢す ขอยมื

かわの／かわのさん 川野／川野さん
か￢わの／
か￢わのさん

คะวะโนะ คณุคะวะโนะ

かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す คดิ
かんきょう 環境 かんきょう￣ สภาพแวดลอ้ม
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ถาม
きにいります 気に入ります きにいりま￢す ชอบ ถกูใจ
きむら／きむらさん 木村／木村さん きむら￣／きむらさん￣ คมิรุะ คณุคมิรุะ
きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す ตัดสนิใจ
きゃく 客 きゃく￣ ลกูคา้ แขก

きやま／きやまさん 木山／木山さん
き￢やま／
き￢やまさん

คยิะมะ คณุคยิะมะ

きゅうりょう 給料 きゅ￢うりょう เงนิเดอืน
きょねん 去年 きょ￢ねん ปีทแีลว้
きれい（な） き￢れい สวย สะอาด
くの／くのさん くの￣／くのさん￣ คโุนะ คณุคโุนะ
くるま 車 くるま￣ รถยนต์
げんき（な） 元気(な) げ￢んき แข็งแรง กระฉับกระเฉง
こうえん 公園 こうえん￣ สวนสาธารณะ
こうがい 郊外 こ￢うがい ชานเมอืง
こうつう 交通 こうつう￣ การจราจร
ここ ここ￣ ทนีี

コスプレ コスプレ￣
คอสเพลย ์(การแตง่กายเลยีนแบบตัวละครใน
การต์นูหรอืภาพยนตร)์

こと (事) こと￢ เรอืง
こども 子ども こども￣ เด็ก ลกู
この この￣ (นาม) นี
こまります 【こまる1】 こまりま￢す เดอืดรอ้น
これから これから￣ จากนี
こんな こんな￣ (นาม) แบบนี
コンピューター コンピュ￢ーター คอมพวิเตอร์
さいたま (埼玉) さ￢いたま จังหวัดไซตามะ

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

ไซโต คณุไซโต

さがします 【さがす1】 さがしま￢す คน้หา มองหา
さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん ซะโต คณุซะโต
ざんぎょう ざんぎょう￣ การทํางานลว่งเวลา
じかん 時間 じかん￣ เวลา
じかん ～時間 ～じ￢かん ...ชวัโมง (จํานวน)

しずか（な） 静か(な) し￢ずか เงยีบ เรยีบรอ้ย
しぜん 自然 しぜん￣ ธรรมชาติ
しない 市内 し￢ない ในตัวเมอืง
じぶん 自分 じぶん￣ ตัวเอง
じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ งัน.. (คําเกรนิ)

シャワー シャ￢ワー ฝักบัว
じゅん じゅん￣ ลําดับ ควิ
しょうがくせい 小学生 しょうがく￢せい นักเรยีนประถม ス

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう โรงเรยีนประถม

6/25 ©2020 The Japan Foundation



2021/10/1

か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

じょうけん じょうけ￢ん เงอืนไข
じょうけんけい (条件形) じょうけんけい￣ รปูประโยคเงอืนไข
しょうたい（します） （【する3】） 招待(します) しょ￢うたい การเชญิ
しります 【しる1】 知ります しりま￢す รู ้รูจั้ก
スーパー ス￢ーパー ซเูปอรม์ารเ์ก็ต
すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す ...เกนิไป
すくない 少ない すくな￢い นอ้ย
すこし 少し すこ￢し เล็กนอ้ย นดิหน่อย
ストレス スト￢レス ความเครยีด
すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す อยูอ่าศัย
せいかつ（します） （【する3】） 生活(します) せいかつ￣ การใชช้วีติ การดําเนนิชวีติ
せまい せま￢い แคบ
ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ ทังหมด ス

そこ ――― ทนัีน ตรงนัน
それ それ￣ อันนัน
それで それで￣ ดังนัน เพราะฉะนัน
だいすき（な） 大好き(な) だ￢いすき ชอบมาก
たいへん（な） (大変(な)) たいへん￣ ลําบาก แย่
たかい 高い たか￢い แพง
たくさん（あります） たくさん￣ จํานวนมาก  มาก

たなか／たなかさん 田中／田中さん
たなか￣／
たなかさん￣

ทะนะกะ คณุทะนะกะ

たのしみ 楽しみ たのし￢み ความสนุกสนาน
たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す สนุกสนาน เพลดิเพลนิ
たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す กนิ
ため ため￢ เพอื...

だれか だ￢れか ใครสักคน
だんだん だんだん￣ คอ่ยๆ  เรอืยๆ
ちいさい 小さい ちいさ￢い เล็ก
ちかい（ちかさ） 近い(近さ) ちか￢い ใกล ้(ความใกล)้

ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く ใกลเ้คยีง ใกล ้ๆ
ちゅうしゃじょう 駐車場 ちゅうしゃじょう￣ ทจีอดรถ
ちょっと ちょ￢っと นดิหน่อย เล็กนอ้ย
つうきん（します） （【する3】） 通勤(します) つうきん￣ การเดนิทางไปทํางาน
つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す ใช ้
つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す สรา้ง ทํา ผลติ
つとめます 【つとめる2】 勤めます つとめま￢す ทํางาน  รับหนา้ที
ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー ดวีดีี
でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す ออกไปขา้งนอก
できます 【できる2】 できま￢す สามารถ ทําได ้
てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ชว่ยเหลอื
てんきん（します） （【する3】） (転勤(します)） てんきん￣ การยา้ยไปทํางานสาขาอนื
でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ รถไฟ
とうきょう 東京 とうきょう￣ กรงุโตเกยีว
どうして ど￢うして ทําไม
どうぶつ 動物 どうぶつ￣ สัตว์ ス

とおい 遠い とおい￣、とお￢い ไกล
ときどき (時々) ときどき￢ บางครัง บางเวลา
どこ ど￢こ ทไีหน
ところ (所) ところ￢ สถานที
としん 都心 としん￣ ใจกลางเมอืง
どちら ど￢ちら อันไหน (ระหวา่งสองสงิ)
とても／とっても とても￣／とっても￣ มาก
とも／～とも（ふたりとも） ～とも￣ ทัง... (สองคน) ス
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どれ ど￢れ อันไหน (ตังแตส่ามอยา่งขนึไป)

どんどん ど￢んどん คอ่ยๆ เรอืยๆ
どんな ど￢んな แบบไหน
ながの 長野 な￢がの จังหวัดนะงะโนะ
なにも 何も なにも￣ ไมม่อีะไรเลย
ならべます 【ならべる2】 ならべま￢す เรยีง
なるほど なるほど￣ ออ๋! เป็นเชน่นนีเีอง (สํานวน) ス

にわ 庭 にわ￣ สวน
ねこ ね￢こ แมว ス

ねん／～ねん ～年 ――― ปี...

のりか／のりかさん
の￢りか／
の￢りかさん

โนะรกิะ คณุโนะรกิะ

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す ขนึ
のんびりします 【のんびりする3】 のんび￢りします สบายๆ ไมร่บีรอ้น
バーベキュー バーベ￢キュー บารบ์คีวิ
ばしょ 場所 ばしょ￣ สถานที
バス バ￢ス รถประจําทาง
はなれます 【はなれる2】 はなれま￢す แยกจาก ออกหา่งจาก
はは 母 は￢は แม(่ของตนเอง)
はやい（はやく） 早い(早く) はや￢い เร็ว ไว
はんたい はんたい￣ การคัดคา้น
ひき／～ひき ――― ...ตัว (จํานวนนับของสัตว)์
びじゅつかん 美術館 びじゅつ￢かん พพิธิภัณฑศ์ลิปะ หอศลิป์ ス

ひっこし（します） （【する3】） ひっこし￣ การยา้ยบา้น
ひっこします 【ひっこす1】 ひっこしま￢す ยา้ยบา้น
ひとり 1人／一人 ひと￢り หนงึคน
びょういん 病院 びょういん￣ โรงพยาบาล
びょうき 病気 びょうき￣ ป่วย ไมส่บาย
ひる 昼 ひる￢ เทยีง
ひろい（ひろさ） 広い(広さ) ひろ￢い กวา้ง (ความกวา้ง)
ふえます 【ふえる2】 ふえま￢す เพมิขนึ
ふく 服 ふく￢ เสอืผา้
ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ สองอัน สองชนิ
ふべん（な） 不便(な) ふ￢べん ไมส่ะดวก
ふるい 古い ふる￢い เกา่
ふるさと ふる￢さと บา้นเกดิ
へいじつ 平日 へいじつ￣ วันธรรมดา
ペット ペ￢ット สัตวเ์ลยีง
へや 部屋 へや￢ หอ้ง
へります 【へる1】 へりま￢す ลดลง
べんり（な）（べんりさ） 便利(な)(便利さ) べ￢んり สะดวกสบาย
ほしい ほし￢い อยากได ้ตอ้งการ ス

ほん 本 ほ￢ん หนังสอื
まいにち 毎日 ま￢いにち ทกุวัน
まず ま￢ず กอ่นอนื อันดับแรก ス

まだ ま￢だ ยัง
まわり まわり￣ รอบๆ
まん／～まん ～万 ま￢ん หมนื
マンガ マンガ￣ หนังสอืการต์นู การต์นู
マンション マ￢ンション แมนชนั อะพารต์เมนท์
みせ 店 みせ￢ รา้น
みつかります 【みつかる1】 見つかります みつかりま￢す หาเจอ หาจนพบ
みんな みんな￢ ทกุคน
むり（な） む￢り เป็นไปไมไ่ด ้ไมไ่หว หักโหม
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メモ メ￢モ โนต้
もし も￢し ถา้หาก  หากวา่
もんだい 問題 もんだい￣ ปัญหา
やぎ／やぎさん 八木／八木さん やぎ￣／やぎさん￣ ยะง ิคณุยะงิ
やさい 野菜 やさい￣ ผัก
やすい（やすく） 安い(安く) やす￢い ราคาถกู
やちん 家賃 や￢ちん คา่เชา่บา้น
やっと やっと￣ ในทสีดุ
やめます 【やめる2】 やめま￢す หยดุ เลกิ
よる 夜 よ￢る กลางคนื
よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す ดใีจ ยนิดี
りょうしん 両親 りょ￢うしん พอ่แม ่(ของตนเอง)
りょうり 料理 りょ￢うり อาหาร
レストラン レ￢ストラン รา้นอาหาร
あいます 【あう1】 合います あいま￢す เขา้กัน  เหมาะกัน
あきます 【あきる2】 あきま￢す เบอื
あじ 味 あじ￣ รสชาติ
あじわいます 【あじわう1】 味わいます あじわいま￢す ชมิ  ลมิรส
あまい あまい￣、あま￢い หวาน
い 胃 い ทอ้ง กระเพาะอาหาร
いかが いか￢が เป็นอยา่งไรบา้ง (คําพดูแบบสภุาพของ どう)

イギリス イギリス￣ ประเทศอังกฤษ

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

いちにち １日 いちにち￢、いちにち￣ หนงึวัน ทังวัน
いちばん 一番 いちばん￣ มากทสีดุ ทสีดุ
いつも い￢つも ตลอด เสมอ
いのち い￢のち ชวีติ
いみ 意味 い￢み ความหมาย ス

いやあ ――― ก็นะ... (คําเกรนิ) ス

インド イ￢ンド ประเทศอนิเดยี
インドじん インド人 インド￢じん คนอนิเดยี
インドネシア インドネ￢シア ประเทศอนิโดนเีซยี
うすい うすい￣ (รส) จดื เบา ออ่น
うどん うどん￣ อดุง้
おいしい おいしい￣、おいし￢い อรอ่ย
おおきい 大きい おおき￢い ใหญ่
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 คนออสเตรเลยี
おかし（かし） お菓子 おか￢し ของหวาน ขนม
おくち（くち） お口 おくち￢ ปาก ス

おこめ（こめ） お米 おこめ￣ ขา้ว
おすし（すし） おす￢し ซชูิ
おちゃ お茶 おちゃ￣ ชา
おはな（はな） お花 おはな￣ ดอกไม ้ ス

おやこどん 親子どん おやこどん￣ ขา้วราดหนา้ไกแ่ละไข่
かいがい 海外 か￢いがい ตา่งประเทศ
がいこく 外国 がいこく￣ ตา่งประเทศ
がいしょく 外食 がいしょく￣ การทานขา้วนอกบา้น
かき かき￣ ลกูพลับ
カップラーメン カップラ￢ーメン บะหมถีว้ย
かてい 家庭 かてい￣ ครอบครัว ครัวเรอืน
ガドガド ガドガド￣ กาโด-กาโด (อาหารอนิโดนเีซยีชนดิหนงึ)
からだ 体 からだ￣ รา่งกาย

3
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カリー カリー￣ แกงกระหรขีองอนิเดยี
かるい 軽い かるい￣、かる￢い เบา ス

かわい／かわいさん 川井／川井さん
かわい￣／
かわいさん￣

คะวะอ ิคณุคะวะอิ

かんこく 韓国 か￢んこく ประเทศเกาหลใีต ้ ス

き 木 き￢ ตน้ไม ้ ス

ききます（スパイスが） 【きく1】 ききます ききま￢す (เครอืงเทศ) ออกรส
きらい（な） きらい￣ เกลยีด ไมช่อบ
きをつけます 気をつけます きをつけま￢す ระวัง ระมัดระวัง
きんじょ 近所 き￢んじょ แถวบา้น
キンパ キ￢ンパ คมิบับ (อาหารเกาหลชีนดิหนงึ)
くすり くすり￣ ยา ス

くだもの くだ￢もの ผลไม ้
くち 口 くち￣ ปาก
くちにあいます (口に合います) くちにあいま￢す (รสชาต)ิ ถกูปาก
くに 国 くに￣、～くに￢ ประเทศ
けんこう 健康 けんこう￣ สขุภาพ
こうべ 神戸 こ￢うべ เมอืงโกเบ
こくさいしょく 国際色 こくさ￢いしょく มคีวามหลากหลายทางเชอืชาต ิสากลนยิม
こたえ 答え こた￢え คําตอบ
ごちそう ごちそう￣ การเลยีงอาหาร
ごはん ご飯 ご￢はん ขา้วสวย
こめ 米 こめ￢ ขา้วสาร

さあ ―――
งันก็.. (คําเกรนิ)
ก็ไมรู่ส้ ิ(คําบอกความรูส้กึ)

ざいりょう 材料 ざいりょ￢う วัตถดุบิ
さかな 魚 さかな￣ ปลา
じしん 自信 じしん￣ ความมันใจในตัวเอง
ジャム ジャ￢ム แยม
しゅう 週 しゅ￢う สัปดาห์
しょく 食 しょく￣ อาหาร มอือาหาร
しょく／～しょく ～食 ～しょく￣ (คําทใีชบ้อกจํานวนมอือาหาร เชน่ 3มอื)

しょくじ 食事 しょくじ￣ การรับประทานอาหาร
しょくせいかつ 食生活 しょくせ￢いかつ พฤตกิรรมการกนิ
しょっぱい しょっぱ￢い เค็ม
しろい 白い しろ￢い สขีาว
じん／～じん ～人 ～￢じん คน... (สญัชาต)ิ

すききらい 好ききらい すき￢きらい สงิทชีอบและไมช่อบ
スターフルーツ スターフル￢ーツ มะเฟือง
スパイス スパ￢イス เครอืงเทศ
ぜいたく（な） ぜいた￢く หรหูรา ฟุ่ มเฟือย
ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ ไมเ่ลย
ソフトドリンク ソフトドリ￢ンク นําอัดลม
タイ タ￢イ ประเทศไทย
たべもの 食べ物 たべ￢もの ของกนิ  อาหาร
ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す ตา่งกัน
ちば 千葉 ち￢ば จังหวัดชบิะ
ちゅうしょく 昼食 ちゅうしょく￣ อาหารเทยีง
ちょうし 調子 ちょうし￣ อาการ สภาพ
ちょうしょく 朝食 ちょうしょく￣ อาหารเชา้
つま 妻 つ￢ま ภรรยา(ตัวเอง)
ていしょく 定食 ていしょく￣ อาหารชดุ อาหารทจัีดเป็นเซ็ต
できるだけ できるだけ￣ ทําเทา่ททํีาได ้
デパート デパ￢ート หา้งสรรพสนิคา้
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てんぷら てんぷら￣ เทมปรุะ
どうしても どうして￢も ไมว่า่อยา่งไร
どうぞ ど￢うぞ เชญิ
とうふ とうふ￢、とうふ￣ เตา้หู ้
トースト ト￢ースト ขนมปังปิง
ドリンク ドリ￢ンク เครอืงดมื
トルコ ト￢ルコ ประเทศตรุกี
ドルマ ド￢ルマ ดอลมา่ อาหารประเภทยัดไส ้
とんかつ とんかつ￣ หมชูบุเกล็ดขนมปังทอด
なつかしい なつかし￢い หวนคดิถงึ คดิถงึสงิในอดตี
なっとう なっと￢う นัตโตะ ถัวหมักของญปีุ่ น
なに／なん 何 な￢に／な￢ん อะไร
なにか 何か な￢にか บางอยา่ง
なれます 【なれる2】 なれま￢す คุน้เคย ชนิ
におい にお￢い กลนิ
にがて（な） 苦手(な) にがて￣ ไมเ่กง่ ไมถ่นัด ไมช่อบ
にくじゃが 肉じゃが にくじゃが￣ นคิจุะกะ(อาหารประเภทเนอืตุน๋และมันฝรัง)
にち／～にち ～日 ――― ...วัน
にほんじん 日本人 にほんじ￢ん คนญปีุ่ น
にもの にもの￣ อาหารประเภทตม้
ねだん ねだん￣ ราคา
のこします 【のこす1】 のこしま￢す เหลอื
のみもの 飲み物 のみ￢もの เครอืงดมื ス

のり のり￢ สาหรา่ย

バウムクーヘン バウムク￢ーヘン
ขนมบามคเูฮน  เคก้ขอนไม ้(ขนมของประเทศ
เยอรมันน)ี

はじめ 始め はじめ￣ แรกเรมิ ตอนแรก
バンコク バ￢ンコク กรงุเทพฯ
はんとし 半年 はんとし￢ ครงึปี
はんぶん 半分 はんぶ￢ん ครงึหนงึ
ひきます（せんを） 【ひく1】 ひきま￢す วาด ขดี(เสน้)

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ คน
ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん ขา้วเทยีง

フィッシュ アンド チップス
フィッシュ アンド チ￢ップ
ス

ฟิชแอนดช์ปิส ์(ปลาชบุแป้งทอดและมันฝรังทอด)

ふつう ふつう￣ ธรรมดา
ぶどう ぶどう￣ องุ่น
ベジマイト ベジマ￢イト เวจจไิมต ์(แยมรสเค็มของออสเตรเลยี)

ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す สบายใจ โลง่ใจ
ほとんど ほと￢んど แทบจะ
まち 町 まち￢ เมอืง
みそしる みそし￢る ซปุเตา้เจยีว  ซปุมโิสะ
みため 見た目 みため￣ รปูรา่งหนา้ตา รปูลักษณ์ภายนอก
みなさん みな￢さん ทกุคน ス

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す ถอื  มี
もってきます 【もってくる3】 持ってきます もってきま￢す นํามา ถอืมา
もの もの￢ สงิของ
もも もも￣ ลกูทอ้
やきざかな やき魚 やきざ￢かな ปลายา่ง
やせます 【やせる2】 やせま￢す ผอมลง ซบู ス

ゆうしょく 夕食 ゆうしょく￣ อาหารเย็น
ラーメン ラ￢ーメン ราเมง
りょう 量 りょ￢う ปรมิาณ
わあ ――― วา้ว (คําอทุาน) ス
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わしょく 和食 わしょく￣ อาหารญปีุ่ น
わだ／わださん 和田／和田さん わだ￣／わださん￣ วะดะ คณุวะดะ
わるい 悪い わる￢い แย ่ไมด่ี
あがります 【あがる1】 (上がります) あがりま￢す ขนึ เขา้ (เขา้บา้นญปีุ่ น)

あし 足 あし￢ ขา
あたたかい（あたたかく） あたたか￢い อบอุน่
あつまります 【あつまる1】 集まります あつまりま￢す รวมตัว ス

あね 姉 あね￣ พสีาว พสีาว (ของตนเอง)
アメリカ アメリカ￣ สหรัฐอเมรกิา
あら ――― อา้ว (คําอทุานมักใชโ้ดยผูห้ญงิ) ス

あれ あれ￣ อันโนน้ (หา่งจากผูพ้ดูและผูฟั้ง)
いけばな 生け花 いけ￢ばな การจัดดอกไมแ้บบญปีุ่ น
いちば 市場 い￢ちば ตลาด
いつごろ いつごろ￣ ราวๆ เมอืไหร่
いらっしゃい いらっしゃい￣ ยนิดตีอ้นรับ (สํานวน)

いらっしゃいます 【いらっしゃる1】 いらっしゃいま￢す มา (คํายกยอ่ง)
インドネシアご インドネシア語 インドネシアご￣ ภาษาอนิโดนเีซยี
うた 歌 うた￢ เพลง
うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す รอ้งเพลง ス

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

えいご 英語 えいご￣ ภาษาอังกฤษ
エンジニア エンジ￢ニア วศิวกร
おい ――― เฮย้ (คําอทุาน)

おかあさん お母さん おか￢あさん แม ่(ของผูอ้นื)

おかげ おかげ￣ ความกรณุา ความชว่ยเหลอื

おきゃくさま お客様
おきゃくさ￢ま、
おきゃくさま￣

ลกูคา้ แขก (รปูยกยอ่งของお客さん)

おくさん お￢くさん ภรรยา (ของผูอ้นื)

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す สง่
おこさん お子さん おこさん￣ ลกู (ของผูอ้นื)

おじいさん おじ￢いさん คณุปู่  คณุตา (ของผูอ้นื)

おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す สอน บอก
おします 【おす1】 おしま￢す กด
おせわ（せわ） (お世話) おせ￢わ ชว่ยเหลอื การดแูล
おっと 夫 おっと￣ สาม ี(ของตนเอง)
おとうさん お父さん おと￢うさん คณุพอ่ (ของผูอ้นื)

おどり おどり￣ เตน้รํา
おにいさん お兄さん おに￢いさん พชีาย (ของผูอ้นื)

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

พสีาว (ของผูอ้นื)

おねがい（ねがい） お願い おねがい￣ ขอรอ้ง ス

おはな お花 おはな￣ การจัดดอกไม ้
おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す จํา จดจํา
おみやげ（みやげ） おみやげ￣ ของฝาก
おもいで 思い出 おもいで￣ ความทรงจํา
おんがく 音楽 お￢んがく ดนตรี
かざります 【かざる1】 かざりま￢す ประดับ ตกแตง่
かします 【かす1】 貸します かしま￢す ใหย้มื

かずお／かずおさん
かずお￣／
かずおさん￣

คะซโุอะ คณุคะซโุอะ

かない か￢ない ภรรยาของตนเอง ス

カメラ カ￢メラ กลอ้งถา่ยรปู
かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す มกีารเปลยีนแปลง
かん／～かん ～観 ～￢かん มมุมองทมีตีอ่...

きかい 機会 きか￢い โอกาส

4
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きょうつう きょうつう￣ รว่มกัน
ぐうぜん ぐうぜん￣ บังเอญิ
くつ くつ￢ รองเทา้
グランドキャニオン グランドキャ￢ニオン แกรนดแ์คนยอน
くれます 【くれる2】 くれま￢す ให ้(ใหแ้กฉั่น)

くわしい くわし￢い ละเอยีด รูล้กึ
けいけん（します） （【する3】） 経験(します) けいけん￣ ประสบการณ์
けしき け￢しき ววิ ทวิทัศน์
げんかん げ￢んかん บรเิวณหนา้ประตบูา้น
こ 子 こ￣ เด็ก
ご／～ご ～語 ～ご￣ ภาษา...
ごかぞく（かぞく） ご家族 ごか￢ぞく ครอบครัว (ของผูอ้นื)

こちら こちら￣ ทางน ี(คําพดูอยา่งเป็นทางการของここ)

こっち こっち￢ ทางน ี(คําพดูอยา่งเป็นกันเองของここ)

このあいだ (この間) このあいだ￣ เมอืวันกอ่น เมอืไมน่านมานี
ごめんください ごめんくださ￢い สวัสด ีมใีครอยูไ่หม (สํานวน)

ごりょうしん（りょうしん） ご両親 ごりょ￢うしん พอ่แม ่(ของผูอ้นื)

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￣

ซะกะโมะโตะ คณุซะกะโมะโตะ

さびしい さびし￢い เหงา
シーディー ＣＤ シーディ￢ー ซดีี
しびれます 【しびれる2】 しびれま￢す เหน็บชา
ジャカルタ ジャカルタ￣ กรงุจาการต์า
しゃしん 写真 しゃしん￣ รปูถา่ย
じゃま（します） （【する3】） じゃま￣ การรบกวน (สํานวน ขอโทษทมีารบกวน)

じゅうしょ 住所 じゅ￢うしょ ทอียู่
じゅけん (受験) じゅけん￣ การสอบเขา้ ス

しゅじん しゅ￢じん สาม ี(ของตนเอง)
しゅみ しゅ￢み งานอดเิรก
しょう／しょうくん しょう/しょうくん しょ￢う／しょ￢うくん โช โชคงุ
じょうず（な） 上手(な) じょうず￢ เกง่
じんせい 人生 じ￢んせい ชวีติ  ชว่งชวีติ
じんせいかん 人生観 じんせ￢いかん มมุมองทมีตีอ่การใชช้วีติ
しんせつ（な） 親切(な) し￢んせつ ใจดี
すごい すご￢い สดุยอด ยอดเยยีม
すばる 昴 す￢ばる ดาวลกูไก(่ชอืเพลง) ス

スリッパ ス￢リッパ、スリ￢ッパ รองเทา้แตะใสใ่นบา้น
すわります 【すわる1】 座ります すわりま￢す นัง
せいざ 正座 せいざ￣ การนังทับสน้เทา้และยดืหลังตรง
そして そして￣ และ
そのころ そのこ￢ろ ชว่งนัน
そふ そ￢ふ ปู่  ตา (ของตนเอง)
そぼ そ￢ぼ ยา่ ยาย (ของตนเอง)
それでは それで￢は ถา้เชน่นัน...

だいたい だいたい￣ สว่นมาก ス

たすかります 【たすかる1】 (助かります) たすかりま￢す ไดรั้บการชว่ยเหลอื
たちます 【たつ1】 立ちます たちま￢す ยนื
タマ タ￢マ ทะมะ (ชอืแมว)
たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび วันเกดิ
ちがい ちがい￣ ความแตกตา่ง
ちず (地図) ち￢ず แผนที ス

つうやく 通訳 つ￢うやく การแปล (ลา่ม)

つながり つながり￣ ความสัมพันธ ์ความเชอืมโยง
つながります 【つながる1】 つながりま￢す เกยีวขอ้งกัน เชอืมโยง

13/25 ©2020 The Japan Foundation



2021/10/1

か ことば かんじ アクセント タイご スクリプト

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 พาไป
てづくり 手作り てづ￢くり ทําดว้ยมอื
でんわ（します） （【する3】） 電話(します) でんわ￣ โทรศัพท์
でんわばんごう 電話(番号) でんわば￢んごう หมายเลขโทรศัพท์
どうも ど￢うも สวัสด ี(คําทักทายแบบเป็นกันเอง)
とくに (特に) と￢くに โดยเฉพาะ
とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す ถา่ย (รปู)

なまえ 名前 なまえ￣ ชอื
ならいます 【ならう1】 習います ならいま￢す เรยีน
にほんご 日本語 にほんご￣ ภาษาญปีุ่ น
ニャ～ ――― เหมยีว (เสยีงแมวรอ้ง) ス

ニューヨーク ニューヨ￢ーク รัฐนวิยอรก์
にん ～人 ――― ...คน (จํานวน)

ぬぎます 【ぬぐ1】 ぬぎま￢す ถอด (ใชก้ับรองเทา้และเสอืผา้)
ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん ...ปี (จํานวนปี)

ねんせい／～ねんせい ～年生 ～ね￢んせい ชนัปี... ス

はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す เขา้
はきます 【はく1】 はきま￢す สวม (รองเทา้ ถงุเทา้)
はじめて 初めて はじ￢めて ครังแรก
はじめまして はじめま￢す ยนิดทีรีูจั้ก (สํานวน)

はたらきます 【はたらく1】 働きます 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 พดูคยุ
はは／ははは ――― ฮา่ๆๆ (เสยีงหัวเราะ) ス

ひかる／ひかるさん
ひかる￣／
ひかるさん￣

ฮคิะร ุคณุฮคิะรุ

びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします ตกใจ
ひろしま 広島 ひろしま￣ ฮโิรชมิา่
ふたり ２人／二人 ふたり￢ สองคน
ふれます 【ふれる2】 ふれま￢す สัมผัส แตะตอ้ง
ブログ ブログ￣ บล็อก
へえ ――― เอ.๋..  วา้ว (คําอทุาน)

ベル ベ￢ル กระดงิ ระฆงั
ほうもん（します） （【する3】） 訪問(します) ほうもん￣ การไปเยยีมเยอืน
ぼく ぼ￢く ผม ฉัน (คําแทนตัวใชโ้ดยผูช้าย)

まあ ま￢あ อมื.. (คําเกรนิ) ス

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す รอ
ママ マ￢マ แม่
むかし むかし￣ สมัยกอ่น
むすこ むすこ￣ ลกูชาย (ของตนเอง)
むすめ むすめ￢ ลกูสาว (ของตนเอง)
むすめさん むすめさん￣ ลกูสาว (ของผูอ้นื)

めぐみ／めぐみさん
めぐみ￣／
めぐみさん￣

เมะกมุ ิคณุเมะกมุิ

やく 約～ や￢く～ ประมาณ...

やさしい やさしい￣、やさし￢い ใจด ีออ่นโยน  มเีมตตา

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

ゆっくり ゆっく￢り คอ่ยๆ
ようこ／ようこさん よ￢うこ／よ￢うこさん โยโกะ คณุโยโกะ
ようこそ よ￢うこそ ยนิดตีอ้นรับ (สํานวน) ス

よしえ／よしえさん よしえ￣／よしえさん￣ โยะชเิอะ คณุโยะชเิอะ
よびます 【よぶ1】 よびま￢す เรยีก
よびます 【よぶ1】 よびま￢す เชญิ ชวน
らいねん 来年 らいねん￣ ปีหนา้ ス

らく（な） (楽(な)) らく￢ ง่ายๆ สบาย
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らくにします (楽にします) らく￢にします ทําตัวตามสบาย
りゅうがく（します） （【する3】） 留学(します) りゅうがく￣ ศกึษาตอ่ตา่งประเทศ
りょこう（します） （【する3】） 旅行(します) りょこう￣ ทอ่งเทยีว
りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ บรษัิททัวร์ ス

れい 例 れ￢い ตัวอยา่ง
レシピ レ￢シピ สตูรอาหาร
わすれます 【わすれる2】 忘れます わすれま￢す ลมื
あいます 【あう1】 会います あいま￢す พบกัน
あつまり 集まり あつま￢り ชมุนุม รวมกลุม่
あつめます 【あつめる2】 集めます あつめま￢す รวบรวม
アラビア アラビア￣ ประเทศตะวันออกกลาง ス

アラビアご アラビア語 アラビアご￣ ภาษาอาหรับ ス

あれ／あれ？ ――― เอ?๋ (คําอทุาน) ス

いけん 意見 い￢けん ความคดิเห็น
いこうけい (意向形) いこうけい￣ รปูตังใจ (ไวยากรณ์)
いちばん 一番 いち￢ばん อันดับหนงึ
いつつ ５つ／五つ いつ￢つ หา้อัน (ลักษณนาม)

いままでに 今までに いまま￢でに จนถงึตอนนี ス

うけます（しけんを） 【うける2】 受けます(試験を) うけま￢す เขา้ (สอบ)

うらやましい うらやまし￢い อจิฉา
うん ――― อมื ใช ่(ภาษาไมเ่ป็นทางการของ はい )

えんげき えんげき￣ การแสดง (ละคร)
おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す สาย ลา่ชา้
おなじ 同じ おなじ￣ เหมอืนกัน
がいこくご 外国語 がいこくご￣ ภาษาตา่งประเทศ
がいこくじん 外国人 がいこく￢じん คนตา่งชาติ
かいわ 会話 かいわ￣ การสนทนา
カフェ カ￢フェ คาเฟ่
かよいます 【かよう1】 通います かよいま￢す การเดนิทางไปกลับ (เชน่ไป เรยีนหรอืทํางาน)

かんけい 関係 かんけい￣ ความสัมพันธ์
かんじ 漢字 かんじ￣ อกัษรคันจิ
ききとり 聞きとり ききとり￣ การฟังจับใจความ ス

ききとります 【ききとる1】 聞きとります ききとりま￢す ฟังจับใจความ
ききます　 【きく1】 聞きます ききま￢す ฟัง

キャラクター
キャラクター￣、
キャ￢ラクター

ตัวละคร ス

きゅう／～きゅう ～級 ～きゅう￣ ระดับ
きょうかしょ 教科書 きょうか￢しょ หนังสอืเรยีน
クラス ク￢ラス คลาสเรยีน ชนัเรยีน

くん／～くん ―――
คงุ (ใชเ้ตมิหลังชอืกับเพอืนผูช้าย เพอืนรว่มงาน 
ผูช้ายทอีายนุอ้ยกวา่ แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมติร)

けいかく 計画 けいかく￣ แผนการ
げいじゅつか 芸術家 げいじゅつか￣ ศลิปิน
こうはい こうはい￣ รุน่นอ้ง
コース コ￢ース คอรส์เรยีน
ごがく 語学 ごがく￣、ご￢がく การเรยีนภาษา
これ これ￣ อันนี
さんか（します） （【する3】） 参加(します) さんか￣ เขา้รว่ม มสีว่นรว่ม
しけん 試験 しけ￢ん การสอบ ขอ้สอบ
しぜん（な） 自然(な) しぜん￣ เป็นธรรมชาติ
しめきり しめきり￣ วันหมดเขต สนิสดุ (การรับสมัคร)
じゅう ～中 ～じゅう￣ ตลอดทัง...
じゅこうりょう 受講料 じゅこ￢うりょう คา่เลา่เรยีน
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じょうきゅう 上級 じょうきゅう￣ ระดับสงู
しょうせつ (小説) しょうせつ￣ นยิาย นวนยิาย
じょうほう 情報 じょうほう￣ ขอ้มลู
しょうらい しょ￢うらい อนาคต
しょきゅう 初級 しょきゅう￣ ระดับตน้
じょし 女子 じょ￢し เด็กผูห้ญงิ
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

せいせき 成績 せいせき￣ ผลการเรยีน  เกรด
せっきょくてき（な） せっきょく的(な) せっきょくてき￣ กระตอืรอืรน้
ぜったい ぜったい￣ แน่นอน
せんせい 先生 せんせ￢い คร ูอาจารย์
せんぱい せんぱい￣ รุน่พี
そつぎょう（します） （【する3】） 卒業(します) そつぎょう￣ จบการศกึษา
そんな そんな￣ อยา่งนัน แบบนัน
そんなに そんなに￣ ขนาดนัน ス

だいがく 大学 だいがく￣ มหาวทิยาลัย
タイご タイ語 タイご￣ ภาษาไทย
たいしょく（します） （【する3】） 退職(します) たいしょく￣ การลาออกจากงาน
たいせつ（な） (大切(な)) たいせつ￣ สําคัญ
ただしい（ただしく） 正しい(正しく) ただし￢い ถกูตอ้ง อยา่งถกูตอ้ง
たのしい（たのしく） 楽しい(楽しく) たのし￢い สนุกสนาน เพลดิเพลนิ
ためます 【ためる2】 ためま￢す สะสม เก็บ(เงนิ)

たんご たんご￣ คําศัพท์
チャット チャット￣ แชท การพดูคยุออนไลนผ์า่นอนิเทอรเ์น็ต
ちゃんと ちゃんと￣ เรยีบรอ้ย เป็นอยา่งดี ス

ちゅうきゅう 中級 ちゅうきゅう￣ ระดับกลาง
つうじます 【つうじる2】 通じます つうじま￢す สอืสารถงึกันได ้สอืกันเขา้ใจ
つきます（じしんが） 【つく1】 つきま￢す ไดรั้บ (ความมันใจ)
つづきます 【つづく1】 (続きます) つづきま￢す ดําเนนิตอ่
てがみ (手紙) てがみ￣ จดหมาย
どうやって ど￢うやって อยา่งไร  ทําอยา่งไร
とちゅう とちゅう￣ ระหวา่งทาง ระหวา่งนัน
となり となり￣ ขา้งๆ
ニュース ニュ￢ース ขา่ว
ノート ノ￢ート สมดุ สมดุจด
はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す เรมิ...

はずかしがります 【はずかしがる
1】

はずかしがりま￢す เขนิ อาย

はずかしがりや はずかしがりや￣ คนขอีาย
はなし 話 はなし￢ การพดูคยุ
はなしことば 話しことば はなしこ￢とば ภาษาพดู
はなしずき（な） 話し好き(な) はなしずき￣ ชา่งพดู
はやい（はやく） はや￢い รวดเร็ว
ひかく（します）（【する3】） ひかく￣ เปรยีบเทยีบ
ひさしぶり ひさしぶり￣ ไมพ่บกันนาน (สํานวน)

ふしぎ ふしぎ￣ น่าสงสัย น่าพศิวง แปลก ลลัีบ
ふふふ ―――  (เสยีงหัวเราะของผูห้ญงิ) ス

フラメンコ フラメ￢ンコ ระบําฟลาเมงโก
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
ぶんぽう 文法 ぶんぽう￣ ไวยากรณ์
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 ไดเ้รยีนรู ้
ほうほう 方法 ほうほう￣ วธิกีาร
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ぼご 母語 ぼ￢ご ภาษาแม่
ほら ――― ดสู!ิ (คําอทุาน) ス

ボランティア ボラ￢ンティア อาสาสมัคร
ほんや 本屋 ほ￢んや รา้นขายหนังสอื
ほんやく（します） （【する3】） 翻訳(します) ほんやく￣ การแปล
まだまだ ま￢だまだ ยังไมเ่กง่พอ(สํานวน)

まちがいます 【まちがう1】 まちがいま￢す ผดิ ไมถ่กูตอ้ง จําผดิ
まなびます 【まなぶ1】 学びます まなびま￢す เรยีน ศกึษา
まね（します） （【する3】） まね￣ เลยีนแบบ ス

マンガカフェ マンガカ￢フェ คาเฟ่การต์นู มังงะคาเฟ่
みかけます 【みかける2】 見かけます みかけま￢す พบเขา้ เห็นโดยบังเอญิ
みっつ ３つ／三つ みっつ￢ สามชนิ สามอัน
みならいます 【みならう1】 見習います みならいま￢す เอาเป็นแบบอยา่ง ดแูลว้ทําตาม

むずかしい 難しい
むずかしい￣、
むずかし￢い

ยาก

メキシコ メキシコ￣ ประเทศเม็กซโิก ス

もくてき 目的 もくてき￣ เป้าหมาย
やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す พัก
ゆめ ゆめ￢ ความฝัน ス

らくだい（します） （【する3】） らくだい￣ สอบตก  ซาํชนั
あー ――― อา๊! (คําอทุาน) ス

あいて 相手 あいて￢ อกีฝ่าย
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)

การกระทําททีงัสองฝ่ายทํารว่มกัน เชน่ รูจั้กกัน 
พดูคยุกัน

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す ให ้
あなた あな￢た คณุ

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

แบบสอบถาม

いたい いた￢い เจ็บปวด ス

いっしょう 一生 いっしょう￣ ชวัชวีติ
いのります 【いのる1】 いのりま￢す อธษิฐาน
いもうと 妹 いもうと￢ นอ้งสาว นอ้งสาว (ของตนเอง) ス

いろ 色 いろ￢ สี ス

いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す ฉลอง แสดงความยนิด ีอวยพร
インタビュー イ￢ンタビュー การสัมภาษณ์
うそ う￢そ คําโกหก
うふふ ――― เสยีงหัวเราะของผูห้ญงิ ス

うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す เกดิ
うわさ うわさ￣ ขา่วลอื
えへへ ――― (เสยีงหัวเราะ) ス

おいわい（いわい） お祝い おいわい￣ การแสดงความยนิดี
おおきな 大きな お￢おきな ใหญ่

おかねもち（かねもち） お金持ち
おかねもち￣、
おかね￢もち

คนรวย เศรษฐี

おしあわせ（しあわせ） お幸せ おしあわせ￣ ความสขุ
おしごと お仕事 おし￢ごと งาน ス

おちます 【おちる2】 おちま￢す (สอบ) ตก  (ของ) หลน่ ス

おてら（てら） お寺 おてら￣ วัด
おとこ 男 おとこ￢ ผูช้าย
おととし おと￢とし สองปีทแีลว้
おどろきます 【おどろく1】 おどろきま￢す ตกใจ ประหลาดใจ

おばあさん／おばあちゃん
おば￢あさん／
おば￢あちゃん

คณุยา่ คณุยาย (ของผูอ้นื)

おふたり（ふたり） お二人 おふたり￢ สองคน
おみまい（みまい） お見舞い おみまい￣ การเยยีมไข ้
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おめでとう おめでとう￣ ยนิดดีว้ย (สํานวน)

カード カ￢ード การด์
かいだん かいだん￣ บันได ス

かじ 家事 か￢じ งานบา้น
かち 価値 か￢ち คณุคา่ ราคา
かちかん 価値観 かち￢かん คา่นยิม
がつ ～月 ――― เดอืน...

カップ カ￢ップ ถว้ย
かれ 彼 か￢れ เขา
かわいい かわい￢い น่ารัก
かわいがります 【かわいがる1】 かわいがりま￢す เอ็นดู
かわいそう（な） かわいそ￢う น่าสงสาร ス

かんがえ 考え かんが￢え ความคดิ
きじ き￢じ บทความ
きっかけ きっかけ￣ เหตจุูงใจ สาเหตุ
きっと きっと￣ แน่นอน แน่ๆ
きます 【きる2】 着ます きま￢す สวมใส่ ス

きまります 【きまる1】 決まります きまりま￢す ถกูกําหนด เป็นทตีกลงกัน
きもち 気持ち きもち￣ ความรูส้กึ
きょうだい (兄弟) きょ￢うだい พนีอ้ง
きょく きょく￣ เพลง
ぎんこう 銀行 ぎんこう￣ ธนาคาร
くらします 【くらす1】 くらしま￢す ใชช้วีติ ดําเนนิชวีติ
くろ 黒 く￢ろ สดํีา ス

ケーキ ケ￢ーキ ขนมเคก้
けが（します） （【する3】） けが￢ บาดเจ็บ ス

けっか けっか￣ ผลลัพธ์
けっこん（します） （【する3】） 結婚(します) けっこん￣ การแตง่งาน
けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき พธิแีตง่งาน
こいびと 恋人 こいびと￣ คนรัก แฟน
ごけっこん（けっこん） ご結婚 ごけっこん￣ การแตง่งาน
ごちそうさま ごちそうさま￣ ขอบคณุสําหรับอาหาร  (สํานวน) ス

こんやく 婚約 こんやく￣ การหมันหมาย
さいきん 最近 さいきん￣ หมูน่ ีชว่งนี
さいこう 最高 さいこう￣ ดทีสีดุ
しあわせ 幸せ しあわせ￣ มคีวามสขุ
しき ～式 ～￢しき งานพธิี
した 下 した￣(～のした￢） ขา้งลา่ง ขา้งใต ้
したしい (親しい) したし￢い สนทิสนม
しま 島 しま￢ เกาะ
じゅうぶん（な） (十分(な)) じゅうぶ￢ん เพยีงพอ เหลอืเฟือ
しゅっせき（します） （【する3】） 出席(します) しゅっせき￣ การเขา้รว่ม
じゅんび（します） （【する3】） 準備(します) じゅ￢んび การเตรยีมตัว เตรยีมพรอ้ม
しょうたいじょう 招待状 しょうたいじょう￣ บัตรเชญิ
しょくば 職場 しょくば￣ ททํีางาน
じょせい 女性 じょせい￣ ผูห้ญงิ เพศหญงิ
しりあいます 【しりあう3】 知り合います しりあいま￢す ทําความรูจั้ก
じんじゃ 神社 じ￢んじゃ ศาลเจา้
すえながい (末長い) すえなが￢い นานมาก  ยาวนาน
すがた す￢がた รปูรา่ง
すてき（な） すてき￣ เยยีม วเิศษ
スピーチ スピ￢ーチ สนุทรพจน์
せいかく せいかく￣ นสิัย บคุลกิ
そーお ――― จรงิเหรอ? (คําอทุาน) ス
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だい／～だい ～代 ～￢だい รุน่ท.ี..

たいくつ（な） たいくつ￣ น่าเบอื
だいじ（な） (大事(な)) だいじ￣ สําคัญ
たくさん（のひと） たくさ￢ん จํานวนมาก  มาก
たすけます 【たすける2】 助けます たすけま￢す ชว่ยเหลอื (ใหพ้น้ภัยหรอืความเดอืดรอ้น)

たとえば (例えば) たと￢えば การยกตัวอยา่ง อยา่งเชน่ ス

たぶん た￢ぶん คงจะ อาจจะ
だれ だ￢れ ใคร
だんじょ 男女 だ￢んじょ ผูช้ายและผูห้ญงิ
ダンス ダ￢ンス เตน้รํา
だんせい 男性 だんせい￣ ผูช้าย
ちかごろ 近ごろ ちか￢ごろ หมูน่ ีเร็วๆ นี
ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ ชว่ง... ภายใน...

つきあい つき合い つきあ￢い การคบหา
つきあいます 【つきあう1】 つき合います つきあいま￢す คบหา (ไป) เป็นเพอืน
であい 出会い であ￢い、であい￣ การพบเจอ
できごと (出来事) でき￢ごと เหตกุารณ์ สงิทเีกดิขนึ
ながい（ながく） 長い(長く) なが￢い ยาว ス

なかがいい な￢かがい￢い สนทิสนม ス

なぐさめます 【なぐさめる2】 なぐさめま￢す ปลอบใจ
なくなります（ひとが） 【なくなる1】 なくなりま￢す (คน) เสยีชวีติ
にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり งานเทศกาลญปีุ่ น
にます（にています） 【にる2】 にま￢す ตม้
にゅういん（します） （【する3】） 入院(します) にゅういん￣ เขา้พักรักษาตัวทโีรงพยาบาล
ねがい 願い ねが￢い คําขอรอ้ง
ネクタイ ネ￢クタイ เนคไท
ばあい (場合) ばあい￣ ในกรณี
パーティー パ￢ーティー ปารต์ ีงานเลยีง
はげまします 【はげます1】 はげましま￢す ใหกํ้าลังใจ
はな 花 はな￢ ดอกไม ้
ピアノ ピアノ￣ เปียโน
ひきます（ピアノを） 【ひく1】 ひきま￢す เลน่ ดดี (เปียโน)

ビデオ ビ￢デオ วดีโีอ
ブラジル ブラジル￣ ประเทศบราซลิ
プロポーズ（します） （【する3】） プロポ￢ーズ การขอแตง่งาน
ペア ペ￢ア คู ่การจับคู่
ほう 方 ほ￢う กวา่(คําทใีชใ้นการเปรยีบเทยีบ)

ぼくたち ぼ￢くたち พวกผม
ほんとう／ほんと ほんとう￣／ほんと￣ ความจรงิ
まご まご￢ หลาน
まさか ま￢さか เป็นไปไดยั้งไงกัน (สํานวน) ス

マドリード マドリ￢ード เมอืงมาดรดิ ス

みつけます 【みつける2】 見つけます みつけま￢す หาใหพ้บ หาจนพบ
めずらしい めずらし￢い แปลก หายาก ス

もうします 【もうす1】 もうしま￢す พดู (รปูสภุาพของ いいます）

もちろん もち￢ろん แน่นอน
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 นําไป ถอืไป
もり／もりさん 森／森さん もり￣／もりさん￣ โมะร ิคณุโมะริ
れんしゅう（します） （【する3】） 練習(します) れんしゅう￣ การฝึกฝน
わーお ――― วา้ว (คําอทุาน) ス

わかれます 【わかれる2】 (別れます) わかれま￢す แยกกัน จากกัน (คูรั่ก) เลกิกัน
あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん อาหารเชา้  ขา้วเชา้
アドバイス ア￢ドバイス คําแนะนํา
あやまります 【あやまる1】 あやまりま￢す ขอโทษ
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いがい（な） (意外(な)) いがい￣ เกนิคาด
いっしょうけんめい（な） いっしょうけ￢んめい อยา่งสดุความสามารถ
いや（な） いや￢ ไมช่อบ ス

いります 【いる1】 いりま￢す ตอ้งการ
いれます（コーヒーを） 【いれる2】 入れます いれま￢す ชง (กาแฟ)

うーん ――― อมื (คําเกรนิ)

うしろ (後ろ) うしろ￣ ขา้งหลัง

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￣

โอะยะมะ คณุโอยะมะ

おさけ（さけ） お酒 おさけ￣ เครอืงดมืแอลกอฮอล ์เหลา้
おたがい おたがい￣ ทังสองฝ่าย
おや 親 おや￢ พอ่แม่
かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん พนักงานบรษัิท
かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す คนื คนืให ้
かえます 【かえる2】 変えます かえま￢す เปลยีน
かかります（でんわが） 【かかる1】 かかりま￢す รับสาย รับ (โทรศัพท)์

かけます（こえを） 【かける2】 かけま￢す เรยีก  ทัก
かなしい かなしい￣、かなし￢い เศรา้
かれし／カレシ カレシ￣ แฟนหนุ่ม
きぶん 気分 き￢ぶん อารมณ์ ความรูส้กึ
くび くび￣ คอ ลําคอ
けんか（します） （【する3】） けんか￣ ทะเลาะ
こえ こ￢え เสยีง (สงิมชีวีติ)

コーヒー コーヒ￢ー กาแฟ
こころ 心 こころ￢ หัวใจ จติใจ
こんご 今後 こんご￣ หลังจากนี
こんや 今夜 こ￢んや คนืนี
しかたがない (仕方がない) しかたがな￢い ชว่ยไมไ่ด ้ ス

しかります 【しかる1】 しかりま￢す ดดุา่ วา่กลา่ว ス

じっと じっと￣ (จอ้ง) เขม็ง อยู ่(นงิๆ)
しばらく しば￢らく สักพัก
しゃかい 社会 しゃ￢かい สังคม
しゃかいじん 社会人 しゃか￢いじん คนททํีางานแลว้ คนในสังคม
しゃべります 【しゃべる1】 しゃべりま￢す พดู
しんじん 新人 しんじん￣ พนักงานใหม่
しんぱい（な） 心配(な) しんぱい￣ กังวล เป็นหว่ง
しんぶん (新聞) しんぶん￣ หนังสอืพมิพ์
しんゆう 親友 しんゆう￣ เพอืนสนทิ

すずき／すずきさん 鈴木／鈴木さん
すずき￣／
すずきさん￣

ซซุกุ ิคณุซซุกุ ิ

すすめます 【すすめる2】 すすめま￢す แนะนํา
すっきりします 【すっきりする3】 すっきりしま￢す รูส้กึสดชนื
せっかく せっかく￣ อตุสา่ห์
そうだん（します） （【する3】） 相談(します) そうだん￣ ปรกึษา
そしたら そした￢ら แลว้... (คําเชอืม)

そば そ￢ば โซบะ
それより それよ￢り นอกเหนอืจากนัน  ทสํีาคัญกวา่นัน
だから だ￢から เพราะฉะนัน
たて た￢て แนวตัง
タバコ タバコ￣ บหุรี
ちちおや 父親 ちちおや￣ พอ่ ス

つづけます 【つづける2】 (続けます) つづけま￢す ทําตอ่
つらい つらい￣ ทกุขท์รมาณ ス

とうこう（します） （【する3】） とうこう￣ การเขยีนขอ้ความหรอืบทความลงในอนิเตอรเ์น็ท
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ドクター ド￢クター ดอกเตอร ์แพทย์
ながでんわ 長電話 ながで￢んわ คยุโทรศัพทเ์ป็นเวลานาน
なくなります（げんきが） 【なくなる
1】

なくなりま￢す (รา่งกาย) ออ่นแอลง

なまいき（な） (生意気(な)) なまいき￣ แกแ่ดด อวดดี
なやみ なやみ￢ ความทกุข ์ความกังวลใจ
なやみます 【なやむ1】 なやみま￢す กังวล เป็นทกุข์
なんだか な￢んだか ไมรู่ว้า่เป็นเพราะอะไร ยังไงไมท่ราบ
にんげん 人間 にんげん￣ มนุษย์
にんげんかんけい 人間関係 にんげんか￢んけい มนุษยสัมพันธ์
にんずう 人数 に￢んずう จํานวนคน
ねえ ――― นีๆ  (คําเรยีก) ス

ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す นอน นอนหลับ
ねむります 【ねむる1】 ねむりま￢す หลับ
のみかい 飲み会 のみかい￣ งานเลยีง งานดมืสังสรรค์
のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す ดมื
のります（そうだんに） 【のる1】 のりま￢す ให ้(คําปรกึษา) ス

はあ ――― อมื... (คําแสดงความรูส้กึ) ス

はっきり はっき￢り แน่ชดั ชดัเจน
ハッピー（な） ハ￢ッピー มคีวามสขุ
はらいます 【はらう1】 はらいま￢す จ่าย (เงนิ)

ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ ลําดับท.ี...

ひどい ひど￢い รา้ยกาจ รนุแรง
ふあん 不安 ふあん￣ กังวลใจ ไมส่บายใจ
ふう ――― เฮอ้ (เสยีงถอนหายใจ) ス

ふうん／ふーん ――― เฮอ้ (เสยีงถอนหายใจ)
ふります 【ふる1】 ふりま￢す เขยา่
へんじ (返事) へんじ￢ การตอบรับ ตอบกลับ
ホーム ホ￢ーム ชานชาลาสถานรีถไฟ
まもります 【まもる1】 まもりま￢す ปกป้อง รักษา
まよいます 【まよう1】 まよいま￢す หลงทาง ตัดสนิใจไมถ่กู
むせきにん（な） むせ￢きにん ไมม่คีวามรับผดิชอบ ス

め 目 め￢ ดวงตา
やすみ 休み やすみ￢ หยดุพัก
ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん ยโูกะ คณุยโูกะ
よこ よこ￣ ขา้งๆ
ランキング ランキング￣ อันดับ การจัดอันดับ
リサ／リサさん リ￢サ／リ￢サさん รสิะ คณุรสิะ
れんあい 恋愛 れんあい￣ ความรัก
わらいます 【わらう1】 わらいま￢す ยมิ  หัวเราะ
わりかん わりかん￣ การจ่ายแบบหารเทา่ๆกัน
あいます（ひどいめに） 【あう1】 あいま￢す พบกับ (เรอืงแย่ๆ )
あきます 【あく1】 (開きます) あきま￢す (ประต)ู เปิด
あけます 【あける2】 (開けます) あけま￢す เปิด (ประต)ู

アナウンス
アナ￢ウンス、
アナウ￢ンス

การประกาศ

あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す ลา้ง
いき／～いき ～行き ～いき￣ เดนิทางสู.่...
いましばらく 今しばらく いましば￢らく สักครูห่นงึ
うけつけ 受付 うけつけ￣ แผนกตอ้นรับ
エアコン エアコン￣ เครอืงปรับอากาศ
えいが 映画 えいが￣、え￢いが ภาพยนตร์
えー ――― เออ่... (คําเกรนิ) ス

ええと／ええっと ――― เออ่... (คําเกรนิ)
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エーン ――― แงๆ (เสยีงรอ้งไห)้

エレベーター エレベ￢ーター ลฟิท์
エンジン エ￢ンジン เครอืงยนต์
おいそぎ お急ぎ おいそぎ￣ รบี เรง่ดว่น
おこります 【おこる1】 (起こります) おこりま￢す (เหตกุารณ์) เกดิขนึ
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
おゆ（ゆ） お湯 おゆ￣ นํารอ้น นําอุน่
おります 【おりる2】 おりま￢す ลง (จากพาหนะ)
おわすれもの（わすれもの） お忘れ物 おわすれもの￣ ของทลีมืไว ้

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 จุดรับฝากและสง่คนืของหาย

かいし（します） （【する3】） 開始(します) かいし￣ เรมิ
ガイドブック ガイドブ￢ック หนังสอืนําเทยีว
カウンター カウンター￣ เคานเ์ตอร ์ ス

かけます（めいわくを） 【かける2】 かけま￢す สรา้งปัญหา สรา้งความเดอืดรอ้น
かた 方(このあたりの) かた￢ ผูค้น (แถว ๆ น)ี

かばん かばん￣ กระเป๋า
きえます（でんきが） 【きえる2】 きえま￢す (ไฟฟ้า) ดับ
きこく（します） （【する3】） 帰国(します) きこく￣ การกลับประเทศ
ぎじゅつしゃ 技術者 ぎじゅつ￢しゃ ชา่งเทคนคิ ชา่งฝีมอื ス

ゲート ゲ￢ート ประตู
ゲーム ゲ￢ーム เกม
けします （でんきを）【けす1】 けしま￢す ปิด (ไฟ)

ご／～ご ～後 ～ご￢ หลังจาก…

こうくう ～航空 ～こ￢うくう สายการบนิ...

ごうしつ ～号室 ～ご￢うしつ หอ้ง... (หมายเลข)

こくさい～ 国際～ こくさい￣～ ...ระหวา่งประเทศ
ごご 午後 ご￢ご p.m.  ชว่งเวลาหลังเทยีง
こしょう（します） （【する3】） 故障(します) こしょう￣ เสยี  ชํารดุ
ごとうじょう（とうじょう） ご搭乗 ごとうじょう￣ การขนึเครอืงบนิ
ごめいわく（めいわく） ごめ￢いわく ความเดอืดรอ้น การรบกวนใหเ้ดอืดรอ้น
コメント コメント￣ ความคดิเห็น
ごりよう（りよう） ご利用 ごりよう￣ การใชง้าน
サイン サ￢イン ลายเซ็น
じ ～時 ～￢じ ...โมง
じどうし 自動詞 じど￢うし อกรรมกรยิา (กรยิาทไีมม่กีรรม)

しまります 【しまる1】 しまりま￢す ปิด
しめます 【しめる2】 しめま￢す ปิด (ประต ูหนา้ตา่ง)
しゅっぱつ（します） （【する3】） 出発(します) しゅっぱつ￣ การออกเดนิทาง
しゅっぱつゲート 出発ゲート しゅっぱつゲ￢ート ประตขูาออก
しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す แจง้ใหท้ราบ
スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ สวติซ์ ス

スーツケース スーツケ￢ース กระเป๋าเดนิทาง
すごします 【すごす1】 すごしま￢す ใชเ้วลา
スタッフ スタ￢ッフ เจา้หนา้ที
せつめい（します） （【する3】） 説明(します) せつめい￣ อธบิาย
センター セ￢ンター ศนูยก์ลาง ใจกลาง
そうじ そうじ￣ การทําความสะอาด ス

それから それから￣ แลว้ก็... ตอ่จากนัน หลังจากนัน
たいへん (大変) たいへん￣ อยา่งมาก ス

たずねます 【たずねる2】 たずねま￢す สอบถาม 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 วางแผน
たどうし 他動詞 たど￢うし สกรรมกรยิา (กริยิาทมีกีรรม)

たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す ขอรอ้ง
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チェック（します） （【する3】） チェ￢ック ตรวจสอบ
チェックイン（します） （【する3】） チェックイ￢ン การเช็คอนิ
チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ
つきます（でんきが） 【つく1】 つきま￢す (ไฟ) เปิด
つけます（でんきを） 【つける2】 つけま￢す เปิด (ไฟ)

て 手 て￢ มอื
ていねいたい (丁寧体) ていねいたい￣ รปูสภุาพ (ไวยากรณ์)
てつづき 手続き てつ￢づき ขันตอน การดําเนนิการ
でてきます 【でてくる3】 出てきます でてきま￢す ออกมา
でんき 電気 で￢んき ไฟฟ้า
ドア ド￢ア ประตู
トイレ ト￢イレ หอ้งนํา
とうじょう 搭乗 とうじょう￣ การโดยสาร การขนึ (เครอืงบนิ)

とうちゃく（します） （【する3】） 到着(します) とうちゃく￣ ถงึทหีมาย
どこか ど￢こか ทไีหนสักแหง่
とにかく と￢にかく อยา่งไรก็ตาม ยังไงก็
とびます 【とぶ1】 (飛びます) とびま￢す บนิ
とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す หยดุ ดับ จอด
とめます 【とめる2】 止めます とめま￢す หยดุ จอด ทําใหอ้ยูก่ับที
トラブル トラ￢ブル ความยุง่ยาก ปัญหา
どろぼう どろぼう￣ ขโมย
ないよう ないよう￣ เนอืหา
なか 中 な￢か ขา้งใน
ながれます 【ながれる2】 ながれま￢す (นํา) ไหล กด (ชกัโครกในหอ้งนํา)
なきます 【なく1】 なきま￢す รอ้งไห ้
なぜ な￢ぜ ทําไม
にげます 【にげる2】 にげま￢す หนี
にっき にっき￣ สมดุบันทกึ
にもつ 荷物 に￢もつ สัมภาระ
はじまります 【はじまる1】 始まります はじまりま￢す เรมิตน้
パスポート パスポ￢ート หนังสอืเดนิทาง พาสปอรต์
パリ パ￢リ กรงุปารสี
はん／～はん ～半 ～は￢ん ...ครงึ ス

ばん／～ばん ～番 ――― เบอร.์..
ひこうき 飛行機 ひこ￢うき เครอืงบนิ
びん／～びん ～便 ～びん￣ เทยีวบนิท.ี..

ふつうたい ふつうたい￣ รปูธรรมดา (ไวยากรณ์)
フライト フライト￣ เทยีวบนิ
へた（な） (下手(な)) へた￢ ไมเ่กง่ ไมชํ่านาญ
ベッド ベ￢ッド เตยีงนอน
へんこう 変更 へんこう￣ เปลยีนแปลง
ホッ ――― เฮอ้ (เสยีงถอนหายใจดว้ยความโลง่อก)

ホテル ホ￢テル โรงแรม
マッサージ マッサ￢ージ นวด
まど ま￢ど หนา้ตา่ง
みおくり 見送り みおくり￣ การมาสง่ มอง (คนจากไป)

みず 水 みず￣ นํา
みなみ 南 みなみ￣ ทศิใต ้
もうすぐ もうす￢ぐ ในไมช่า้ เร็วๆ นี
よてい 予定 よてい￣ กําหนดการ
りよう 利用 りよう￣ ใชง้าน

れいな／れいなさん
れ￢いな／
れ￢いなさん

เรนะ คณุเรนะ

れきし 歴史 れきし￣ ประวัตศิาสตร์
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ロンドン ロ￢ンドン กรงุลอนดอน ス

わすれもの 忘れ物 わすれもの￣ ของทลีมืไว ้
わびます 【わびる2】 わびま￢す ขอโทษ ขออภัย
アジア ア￢ジア ทวปีเอเชยี
あそこ あそこ￣ ทโีน่น ตรงโนน้
あらわします 【あらわす1】 あらわしま￢す แสดง  แสดงออก
ある あ￢る ม ี(นาม) หนงึ
いえいえ ――― ไม่ๆ
いままで 今まで いまま￢で ถงึตอนนี
いらっしゃいます 【いらっしゃる1】 いらっしゃいま￢す อยู ่(คํายกยอ่ง)
いらっしゃいませ いらっしゃいま￢せ ยนิดตีอ้นรับ(คําทักทายลกูคา้ทรีา้น)

うります 【うる1】 売ります うりま￢す ขาย
えいぎょう 営業 えいぎょう￣ การคา้ขาย
えいぎょうぶ 営業部 えいぎょ￢うぶ ฝ่ายขาย ス

えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す เลอืก
おなまえ（なまえ） お名前 おなまえ￣ ชอื ス

おもに お￢もに สว่นมาก
おやくそく（やくそく） おやくそく￣ การนัดหมาย
おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す จบ สนิสดุ
か／～か ～課 ～か￣ แผนก...

かいがいじぎょう 海外事業 かいがいじ￢ぎょう ธุรกจิตา่งประเทศ
かいがいじぎょうか 海外事業課 かいがいじぎょうか￣ แผนกธุรกจิตา่งประเทศ ス

かいぎ 会議 か￢いぎ ประชมุ การประชมุ
がいしゃ／～がいしゃ ～会社 ～が￢いしゃ บรษัิท...

かお かお￣ ใบหนา้ ス

かぜ かぜ￣ ลม
かつどう 活動 かつどう￣ กจิกรรม
かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく นักทอ่งเทยีว
きかい 機械 きか￢い เครอืงจักร
きかく 企画 きかく￣ การวางแผน
きかくか 企画課 きかくか￣ ฝ่ายวางแผน ス

きちんと きち￢んと อยา่งด ีอยา่งเรยีบรอ้ย
キャプテン キャ￢プテン กัปตัน
きょうりょく（します） （【する3】） 協力(します) きょうりょく￣ ความรว่มมอื
きんゆう 金融 きんゆう￣ การเงนิ
くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す เปรยีบเทยีบ
けいり 経理 け￢いり การทําบัญชี
けんせつ 建設 けんせつ￣ การกอ่สรา้ง
こうじょう (工場) こうじょ￢う โรงงาน ス

こうどう (行動) こうどう￣ การกระทํา พฤตกิรรม
こうほう 広報 こ￢うほう การประชาสัมพันธ์
さま (～様) ――― คณุ... (สภุาพกวา่ さん) ス

ししゃ 支社 し￢しゃ (สํานักงาน) สาขา
システム シ￢ステム ระบบ ス

しつもん（します） （【する3】） 質問(します) しつもん￣ คําถาม ถาม
しゃいん 社員 しゃ￢いん พนักงานบรษัิท
しゅうかつ 就活 しゅうかつ￣ การหางานทํา
しゅうしょく 就職 しゅうしょく￣ การไดง้านทํา การเขา้ทํางาน
じょうし 上司 じょ￢うし หัวหนา้
しょうしょう 少々 しょ￢うしょう นดิหน่อย  เล็กนอ้ย สักครู่
しょくひん 食品 しょくひん￣ อาหาร สนิคา้บรโิภค
しりょう し￢りょう เอกสาร
しんらい（します） （【する3】） 信頼 しんらい￣ เชอืใจ พงึพาได ้
せかい 世界 せ￢かい โลก

9
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そうむ 総務 そ￢うむ ธุรการ
そうむか 総務課 そうむか￣ แผนกธุรการ
ソフトウェア ソフトウェ￢ア ซอฟตแ์วร์ ス

たいりょく 体力 た￢いりょく พละกําลัง
たしか（な） た￢しか แน่นอนวา่.. ถา้จําไมผ่ดิ
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 ชว่ยเหลอืซงึกันและกัน
ただいま (ただ今) ただ￢いま ขณะนี
たんとう（します） （【する3】） 担当(します) たんとう￣ การรับผดิชอบหนา้ททีไีดรั้บมอบหมาย
つごう つごう￣ สถานการณ์ ความสะดวก
ていねい（な） て￢いねい สภุาพ
どうも ど￢うも เป็นอยา่งมาก
どうりょう 同僚 どうりょう￣ เพอืนรว่มงาน
とおして (通して) と￢おして ตลอด ผา่น
とくい（な） とく￢い ถนัด เกง่
どの ど￢の (นาม) ไหน? (ตังแตส่ามอยา่งขนึไป)

とりつぎます 【とりつぐ1】 とりつぎま￢す เป็นคนกลาง รับเรอืง
パートタイム パートタ￢イム งานพเิศษ งานพารท์ไทม์
はじめに はじめに￣ อันดับแรก
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 สนทนา หารอื
ひきます（かぜを） 【ひく1】 ひきま￢す เป็นหวัด
ひしょ ひ￢しょ เลขานุการ
ぶ／～ぶ ～部 ～￢ぶ แผนก...

ふくそう 服そう ふくそう￣ เครอืงแตง่กาย เสอืผา้
ぶつりゅう 物流 ぶつりゅう￣ การขนสง่สนิคา้
フリーランス フリ￢ーランス งานฟรแีลนซ์
ふんいき ふんい￢き บรรยากาศ
ほう ――― หมื.. (คําอทุาน) ス

ほうこく（します） （【する3】） 報告(します) ほうこく￣ รายงาน
ぼしゅう（します） （【する3】） 募集 ぼしゅう￣ การรับสมัคร
まいります 【まいる1】 まいりま￢す มา (คําสภุาพของ きます)

むらた／むらたさん 村田／村田さん
むらた￣／
むらたさん￣

มรุะตะ คณุมรุะตะ

もとめます 【もとめる2】 もとめま￢す เรยีกรอ้ง ขอ แสวงหา ตอ้งการ
ゆしゅつ（します） （【する3】） 輸出(します) ゆしゅつ￣ การสง่ออกสนิคา้
ゆにゅう（します） （【する3】） 輸入(します) ゆにゅう￣ การนําเขา้สนิคา้
ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ ยโุรป

よろしく よろしく￣
คําพดูทใีชเ้พอืฝากเนอืฝากตัวหรอืขอใหช้ว่ย 
(สํานวน)

ラグビーぶ ラグビー部 ラグビ￢ーぶ ชมรมรักบี
れんらく（します） （【する3】） 連絡(します) れんらく￣ การตดิตอ่
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