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『まるごと　日本のことばと文化』入門（A1）＜りかい＞

ごいインデックス　ေဝါဟာရအ န်း （五十音順　ဂျပန်အကရာစ  ）

漢字 ： （　　）＝この本ではかな書き    KANJI ： （　　）=Written in KANA in this book ス ： スクリプトだけ　Only in the audio scripts

ことば アクセント ローマ字 ミャンマーご か

あ ――― a အ 8

ああ ――― aa အား 16

アイスクリーム アイスクリ￢ーム aisukuriimu ေရခမဲန ့် 18

あいます／会います あいま￢す aimasu  ေတသွည် 13

あお あ￢お ao အြပာ 16

あか あ￢か aka အနီ 16

あかるい
あかるい￣、
あかる￢い

akarui လငး်ေသာ 7

アクション ア￢クション akushon လပ် ားမ 11

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

akusesarii ဖနစ်အီသးံအေဆာင၊် လကဝ်တရ်တနာ 15

あげます あげま￢す agemasu  ေပးသည် 15

あさ あ￢さ asa နနံက၊်မနက် 1

あさくさ あさくさ￣ Asakusa အာဆကဆ 18

あさごはん あさご￢はん asa-gohan နနံကစ်ာ၊မနကစ်ာ 5

あした あした￢ ashita  မနကြ်ဖန် 10

あそこ あそこ￣ asoko ဟးိမာ 16

あそびます あそびま￢す asobimasu ကစားသည် 17

あたらしい／新しい あたらし￢い atarashii သစေ်သာ 7

あに あ￢に ani အစက်ိ 4

アニメ アニメ￣、ア￢ニメ anime ပ် ငက်ာတနွး်၊အာနေီမး ငး် 11

あね あね￣ ane အစမ် 4

あの あの￣ ano ဟ～ိ 16

あの／あのう ――― ano/anoo အ…ဲအငး် 3

アパート アパ￢ート apaato တကိခ်နး် 7

あびます あびま￢す abimasu ေရချိ းသည် 9

あまり あまり￣ amari သပ်ိ ပီးေတာ့ 5

アメリカ アメリカ￣ Amerika အေမရိက 2

アラビアご アラビアご￣ Arabiago အာရပ်ဘာသာစကား 3

あります ありま￢す arimasu ိသည။် 6

あれ あれ￣ are ဟဟိာ 16

いい い￢い ii ဟးိကဟာ၊ဟးိကအရာ 8

いいえ いいえ￢ iie ဟင့အ်ငး် 1

いいます／言います いいま￢す iimasu  ေြပာသည် 11

イーメール／Eメール イーメ￢ール ii-meeru အးီေမးလ် 11

いえ いえ￢ ie အမိ် 1

いきます／行きます いきま￢す ikimasu သာွးသည် 6

Marugoto : ဂျပန်ေဝါဟာရ င့ယ် ေကျးမ အေြခခအံဆင့ ်
(A1) ေနစ့ သးံဂျပန်စကားေြပာ င့ ်ဝါကျတညေ်ဆာကပံ်
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ことば アクセント ローマ字 ミャンマーご か

イギリス イギリス￣ Igirisu အဂလပ်ိ 2

いくつ い￢くつ ikutsu ဘယ် စခ်(အရာဝတ ) 7

いくら い￢くら ikura ဘယေ်လာကက်ျလဲ 13

いす いす￣ isu ထငိခ်ံ 1

いそがしい いそがし￢い isogashii အလပ် ပ်ေသာ 9

イタリア イタリア￣ Itaria အတီလီ 2

いち／一 いち￢ ichi တစ် 7

いちにち（一日）
いちにち￢、
いちにち￣

ichinichi တစရ်ကတ်ာ 9

いちばん いちばん￣ ichiban အေကာငး်ဆးံ၊--ဆးံ၊နပံတတ်စ် 17

いつ い￢つ itsu ဘယအ်ချိန၊်ဘယေ်တာ့ 9

いつか(五日） いつか￣ itsuka ၅ ရကေ်န ့ 12

いっこだて いっこだて￣ ikkodate လးံချငး်အမိ် 7

いっしょに いっしょに￣ issho ni အတတ 12

いつも い￢つも itsumo အမ၊ဲအ မတဲမး် 5

いぬ いぬ￢ inu ေခးွ 1

イベント イベント￣ ibento ပွဲ၊လပ် ားမ 12

いま い￢ま ima ယခ၊အခ၊ခ 9

います いま￢す imasu ိသည် 4

いもうと いもうと￢ imooto ညမီ၊ညမီေလး 4

いもうとさん いもうとさん￣ imootosan ညမီ၊ညမီေလး(အြခားသအတကွ)် 4

いろ いろ￢ iro အေရာင် 16

いろいろ（な） いろいろ￣ iroiro(na) အမျိ းမျိ းေသာ 12

インターネット インターネ￢ット intaanetto အငတ်ာနက် 10

インド イ￢ンド Indo အိ ယိ 2

インドネシア インドネ￢シア Indoneshia အငဒ်နိးီ ား 2

うーん ――― uun အငး်.... 17ス

うえ うえ￣、うえ￢ ue အေပ 8

うしろ うしろ￣ ushiro  ေနာက် 14

うち うち￣ uchi အမိ် 9

うどん うどん￣ udon အဒနွး်ေခါကဆ်ွဲ 6

うみ う￢み umi ပငလ်ယ် 1

うれしい うれし￢い ureshii  ဝမး်သာေသာ၊ဝမး်သာစရာေကာငး်ေသာ 17

うんてんしゅ うんて￢んしゅ untenshu ယ ေမာငး်၊ဒ ိငဘ်ာ 13

うんどう うんどう￣ undoo အားကစား 9

え ――― e ဟင.်....ဘာလဲ 15

え え￢ e ပ်ပံ၊ပနး်ချီကား 11

エアコン エアコン￣ eakon  ေလေအးေပးစက် 2

えいが えいが￣、え￢いが eega ပ် င် 11

えいご えいご￣ eego အဂလပ်ိစာ၊အဂလပ်ိဘာသာ 3

ええ ――― ee အငး်၊ဟတက်ဲ၊့ဟတတ်ယ် 9
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ことば アクセント ローマ字 ミャンマーご か

ええと／ええっと ――― eeto/eetto အ.ဲ...၊အဒဲါက..။ 8

えき え￢き eki ဘတာ 11

エジプト エジプト￣ Ejiputo အဂီျစ် 2

エスエフ／SF エスエフ￣ esuefu သပံိ ပ် င် 11

えはがき えは￢がき ehagaki ပိစ့ကဒ၊်ပံပါပိစ့ကဒ် 15

えん／～えん／～円 ――― ～en ယနး်ေငွ 13

エンジニア エンジ￢ニア enjinia အငဂ်ျငန်ယီာ 3

おいしい おいしい￣、おいし￢い oishii အရသာ ိေသာ 6

おおきい／大きい おおき￢い ookii ကးီေသာ 7

おおさか おおさか￣ Oosaka အဆိာကာ 4

オーストラリア オーストラ￢リア Oosutoraria ဩစေတးလျ 2

おかあさん おか￢あさん okaasan အေမ(အြခားသ၏) 4

おかね（かね）／お金（金） おかね￣ okane(kane)  ေင၊ွပိကဆ်ံ 6

おきなわ おきなわ￣ Okinawa အခိနီာဝ 4

おきます おきま￢す okimasu အပ်ိယာထသည် 9

おくさん お￢くさん okusan ဇနးီ၊မယား၊မနိး်မ(အြခားသ၏) 4

おくに（くに） おくに￣ okuni(kuni) တငိး်ြပည(်မာ) 3

おこさん おこさん￣ okosan ကေလး(အြခားသ၏) 4

おしごと（しごと） おし￢ごと oshigoto(shigoto) အလပ် 3

おしゃれ（な） おしゃ￢れ oshare(na) ဝတေ်ကာငး်စားလ 15

おすし（すし） おす￢し osushi ထမငး်ဆပ်၊စ ီ 6

おそい おそい￣、おそ￢い osoi ေနာကက်ျေသာ 6

おそば（そば） おそ￢ば osoba(soba) ေခါကဆ်ွဲ 6

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ ocha(cha) လကဖ်ကရ်ည်ကမး်၊ေရေ းွကမး် 1

おっと おっと￣ otto ခငပ်နွး်၊လငေ်ယာကျ်ား(မမိ၏ိ) 4

おてら（てら） おてら￣ otera(tera) ဘရားေကျာငး် 11

おとうさん おと￢うさん otoosan အေဖ 4

おとうと おとうと￢ otooto ည၊ီေမာင၊်ညေီလး၊ေမာငေ်လး(မမိ၏ိ) 4

おとうとさん おとうとさん￣ otootosan ည၊ီေမာင၊်ညေီလး၊ေမာငေ်လး(အြခားသ၏) 4

おとこ おとこ￢ otoko ေယာကျ်ား၊အမျိ းသား 7ス

おとこのこ おとこ￢のこ otoko-no-ko  ေယာကျ်ားေလး 4

おとこのひと おとこのひと￢ otoko-no-hito အမျိ းသား 4

おにいさん おに￢いさん oniisan အစက်၊ိအစက်(ိအြခားသ၏) 4

おねえさん おね￢えさん oneesan အစမ်၊အစမ်(အြခားသ၏) 4

おふろ（ふろ） おふ￢ろ ofuro(furo)  ေရချိ းခနး် 8

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ omiyage(miyage) လကေ်ဆာင် 15

おもしろい おもしろ￢い omoshiroi စတိဝ်ငစ်ားစရာေကာငး်ေသာ 17

おります おりま￢す orimasu ဆငး်သည် 13

オレンジ オレ￢ンジ orenji လေိမာ် 16

おんがく お￢んがく ongaku  ေတးဂတီ 9

お
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ことば アクセント ローマ字 ミャンマーご か

おんな おんな￢ onna မနိး်မ၊အမျိ းသမးီ 7ス

おんなのこ おんな￢のこ onna-no-ko မနိး်ကေလး 4

おんなのひと おんなのひと￢ onna-no-hito အမျိ းသမးီ 4

がいこくご がいこくご￣ gaikokugo ငိင်ြံခားဘာသာစကား 11

かいしゃ かいしゃ￣ kaisha ကမဏီ 9

かいしゃいん かいしゃ￢いん kaishain ကမဏဝီနထ်မး် 3

かいます／買います かいま￢す kaimasu ဝယသ်ည် 12

かいもの／買いもの かいもの￣ kaimono  ေဈးဝယြ်ခငး် 10

かえります かえりま￢す kaerimasu ြပနသ်ည် 9

かきます／書きます かきま￢す kakimasu  ေရးသည် 9

かきます かきま￢す kakimasu  ေရးဆွသဲည် 11

がくせい がくせい￣ gakusee ေကျာငး်သား 3

かさ か￢さ kasa ထးီ 15

かじ か￢じ kaji အမိအ်လပ်၊အမိမ်ကစိ 9

かぞく か￢ぞく kazoku မသိားစ 1

カタカナ カタカ￢ナ katakana ခါတခဏ(ခါတခဏစာလးံ) 2

がつ／～月 ――― ～gatsu ～လ 10

かっこいい かっこい￢い kakkoii ကည့ေ်ကာငး်သည၊်ေချာသည် 15

がっこう がっこう￣ gakkoo ေကျာငး် 9

カップ カ￢ップ kappu ခကွ် 8

カナダ カ￢ナダ Kanada ကေနဒါ ငိင်ံ 2

かぶき かぶき￣ kabuki ခါဘကိ 18

カメラ カ￢メラ kamera ကငမ်ရာ 2

かようび／火よう日 かよ￢うび kayoobi အဂါေန ့ 10

カラオケ カラオケ￣ karaoke ကာရာအေိက 2

カレー カレー￣ karee မဆလာဟငး် 6

カレンダー カレ￢ンダー karendaa ြပကဒနိ် 12

かわいい かわい￢い kawaii ချစစ်ရာေကာငး်ေသာ 4

かんこく か￢んこく Kankoku  ေတာငက်ရိီးယား 3

かんこくご かんこくご￣ Kankokugo ကရိီးယားဘာသာ(စာ၊စကား) 3

きいろ きいろ￣ kiiro အဝါေရာင် 16

ききます／聞きます ききま￢す kikimasu နားေထာငသ်ည် 9

きた／北 きた￣ kita  ေြမာကဘ်က၊်ေြမာကအ်ရပ် 13

ギター ギ￢ター、ギター￣ gitaa ဂစတ်ာ 11

きたぐち／北口 きたぐち￣ kita-guchi  ေြမာကဘ်ကထ်ကွေ်ပါက် 13

きっさてん
きっさてん￣、
きっさ￢てん

kissaten လကဖ်ကရ်ညဆ်ငိ် 14

きのう きの￢う、きのう￣ kinoo မေနက့ 10

きます／来ます きま￢す kimasu လာသည် 10

きます きま￢す kimasu ဝတဆ်ငသ်ည် 16

きもち きもち￣ kimochi စတိ၊်ခစံားချက် 10ス

き

か
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ことば アクセント ローマ字 ミャンマーご か

きもの きもの￣ kimono ကမီိ ိ 18

きゃく きゃく￣ kyaku ဧည့သ်ည် 13

きゅう／九 きゅ￢う kyuu  ၉၊ ကးိ 12

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ gyuunyuu ာွး ိ ့ 5

きょう きょ￢う kyoo ဒေီန ့၊ယေန ့ 6

きょうし きょ￢うし kyooshi  ေကျာငး်ဆရာ 3

きょうと きょ￢うと Kyooto ကျိ တိ 7

きょねん きょ￢ねん kyonen မ စက် 12

きらい（な） きらい￣ kirai(na) မကိကေ်သာ၊မနး်ေသာ 6

きれい（な） き￢れい kiree(na) လပေသာ၊သန ့် ငး်ေသာ 8

ぎんこう ぎんこう￣ ginkoo ဘဏ် 14

きんようび／金よう日 きんよ￢うび kin'yoobi  ေသာကာေန ့ 10

く／九 く￢ ku ၉ ၊ ကးိ 9

クアラルンプール クアラルンプ￢ール Kuararunpuuru ကာွလာလမပ် 2

くうこう くうこう￣ kuukoo  ေလဆပ်ိ 13

くだもの くだ￢もの kudamono သစသ်းီ 5

ぐち／～ぐち／～口 ――― ～guchi ဝင/်ထကွေ်ပါက် 13

くつ くつ￢ kutsu ဖိနပ်( းဖိနပ်) 15

くつした くつ￢した kutsushita  ေြခအပ်ိ 16

くに くに￣、～くに￢ kuni တငိး်ြပည် 2

くらい くらい￣、くら￢い kurai ေမာငေ်သာ 7

ぐらい／～ぐらい ――― ～gurai ～ေလာက် 10

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

kurashikku ဂ ဝငဂ်တီ 11

くるま くるま￣ kuruma ကား 13

グレー グレ￢ー guree မးီခးိေရာင(်မငိး်ေသာအရာင)် 16

くろ く￢ろ kuro အနက် 16

げつようび／月よう日 げつよ￢うび getsuyoobi တနလာေန ့ 10

げんかん げ￢んかん genkan ဖိနပ်ခတေ်နရာ 8

げんばくドーム げんばくド￢ーム Genbaku-Doomu အ ြမ ဗံးကျရာေအာကေ်မဖ့ွယေ်နရာ 18

こ／～こ ～￢こ ～ko ～လးံ၊～တးံ၊～ခ 15

ご／五 ご￢ go ၅၊ငါး 4

ご／～ご ～ご￣ ～go ～ဘာ,သား၊～စကား၊～စာ 1

こうえん こうえん￣ kooen ပနး်ြခံ 7

こうちゃ こうちゃ￣ koocha လကဖ်ကရ်ည် 5

こうむいん こうむ￢いん koomuin အစးိရဝနထ်မး် 3

コース コ￢ース koosu သငခ်နး်စာ၊သနတ်နး် 10ス

コート コ￢ート kooto ကတအ်ကျ 16

コーヒー コーヒ￢ー koohii  ေကာ်ဖီ 2

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ koohii-shoppu  ေကာ်ဖီဆငိ် 6

ゴールデンウィーク ゴールデンウィ￢ーク Gooruden-Wiiku (မဂလာ ိေသာ)ပိတရ်က် ည် 12

く
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こくさい こくさい￣ kokusai ငိင်တံကာ 12

ここ ここ￣ koko ဒေီနရာ၊သညေ်နရာ 13

ごご ご￢ご gogo ေနလ့ညပိ်ငး် 9

ごしゅじん ごしゅ￢じん goshujin ခငပ်နွး်၊လငေ်ယာကျ်ား(အြခားသ၏) 4

ごぜん ご￢ぜん gozen နနံကပိ်ငး် 9

こちら こちら￣ kochira သညဘ်က၊်ဒဘီက် 8

ことし ことし￣ kotoshi သည် စ၊်ဒီ စ၊်ယခ စ် 12

ことば ことば￢ kotoba စကားလးံ 3

こども こども￣ kodomo ကေလး၊ခေလး 4

この この￣ kono သည～်(ဒ)ီ 4

ごはん ご￢はん gohan ထမငး် 5

コメディ コ￢メディ komedhi ဟာသ၊ရယစ်ရာ၊ဇာတြ်မ း 11

これ これ￣ kore သညအ်ရာ၊ဒဟီာ 8

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ ～goro ～ဝနး်ကျင၊်～ေလာက် 9

こんげつ こんげつ￣ kongetsu သညလ်၊ဒလီ၊ယခလ 12

コンサート コ￢ンサート konsaato ကပွဲ၊ေဖျာ်ေြဖပွဲ 10

こんしゅう こんしゅう￣ konshuu သညတ်စပ်ါတ၊်ဒအီပါတ် 10

コンテスト コ￢ンテスト kontesuto ပိ ငပ်ွဲ 12

コンピューターゲーム コンピューターゲ￢ーム
konpyuutaa 
geemu

ကနွပ်ျ တာဂမိး် 11ス

さあ ――― saa က၊ဲကငိး် 13ス

さい／～さい ～￢さい ～sai ～ စ၊်အသက် 4

さいたま さ￢いたま Saitama စငိး်တမ 14

さいふ さいふ￣ saifu ပိကဆ်အံတိ် 15

さかな／魚 さかな￣ sakana ငါး 1

さつ／～さつ ――― ～satsu ～အပ် (စာအပ်ကေိရတကွသ်ည)် 15

サッカー サ￢ッカー sakkaa  ေဘာလးံ 11

ざっし ざっし￣ zasshi မဂဇငး် 1

さん／三 さん￣ san ၃၊သးံ 4

さん／～さん ――― ～san  ေမာင၊်က၊ိဉးီ၊မ၊ေဒ 3

ざんぎょう ざんぎょう￣ zangyoo အချိနပိ်အလပ် 10

ざんぎょうします ざんぎょうしま￢す zangyooshimasu အချိနပိ်လပ်သည၊်အချိနပိ်ဆငး်သည် 10

サンドイッチ サンドイ￢ッチ sandoitchi အသားညပ်ေပါငမ်န ့် 6

さんぽ さんぽ￣ sanpo လမး်ေလာကြ်ခငး် 9

し／四 し￢ shi ၄၊ေလး 12

じ／～時 ～￢じ ～ji ～နာရီ 9

しあい しあい￣ shiai ပိ ငပ်ွဲ 12

ジーンズ ジ￢ーンズ jiinzu ဂျငး်ပိတစ်၊(အကျ၊ေဘာငး်ဘစီသည)် 16

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ jei-poppu ဂျပနေ်ပါပ့်ေတဂ့တီ 12

じかん じかん￣ jikan အချိန၊်～နာရီ 6

じかん／～じかん ～じ￢かん ～jikan ～နာရီ(ကာချိန)် 10

さ

し
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じこしょうかい じこしょ￢うかい jiko-shookai မမိကိယိက်မိတိဆ်ကြ်ခငး် 3

しごと しごと￣ shigoto အလပ် 9

しずか（な） し￢ずか shizuka(na) တတိဆ်တိေ်သာ 14

した した￣（～のした￢） shita  ေအာက၊်ေအာကဖ်က် 8

しち／七 しち￢ shichi ၇၊ခနွ် စ် 9

しつもん しつもん￣ shitsumon  ေမးခနွး် 18

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

jitensha စကဘ်းီ 13

しぶや しぶや￣ Shibuya ီဘယ 18

します しま￢す shimasu ြပလပ်သည် 9

じゃあ じゃ￢あ jaa က.ဲ...၊ဒါဆငိရ်င.်...... 6

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

jaketto ဂျာကင် 16

しゃしん しゃしん￣ shashin ဓါတပံ် 8

ジャズ ジャ￢ズ jazu ဂျကဇ််ဂတီ 11

シャツ シャ￢ツ shatsu ပ်အကျ 2

シャワー シャ￢ワー shawaa  ေရပနး်ြဖင့ေ်ရချိ းြခငး် 2

じゅう／十 じゅ￢う juu ၁၀၊ တစဆ်ယ် 9

ジュース ジュ￢ース juusu  ေဖျာ်ရည် 2

じゅうどう じゅ￢うどう juudoo ဂျ ဒိ 11

しゅふ しゅ￢ふ shufu အမိ် ငမ် 3

しゅみ しゅ￢み shumi ဝါသနာ 11

しょうせつ しょうせつ￣ shoosetsu ဝတ 11

しょくじ しょくじ￣ shokuji စားေသာကြ်ခငး် 10

ショッピングセンター ショッピングセ￢ンター
shoppingu-
sentaa

 ေဈးဝယစ်ငတ်ာ၊ကနတ်ကိ် 17

しろ し￢ろ shiro အြဖ 16

じん／～じん ～￢じん ～jin ～လမျိ း 3

しんかんせん しんか￢んせん shinkansen ကျညဆ်နရ်ထား 18

じんじゃ じ￢んじゃ jinja ဘရားေကျာငး်၊နတက်နွး် 14

しんぶん(新聞） しんぶん￣ shinbun သတငး်စာ 9

すいようび／水よう日 すいよ￢うび suiyoobi ဗဒဟးေန ့ 10

スーツ ス￢ーツ suutsu ဝတစ်ံ 16

スカート スカ￢ート sukaato စကတ် 16

スカーフ スカ￢ーフ sukaafu လညစ်ညး်ပဝါ၊ေခါငး်စညး်ပဝါ 16

すき（な） すき￢ suki(na) စသ်ကေ်သာ၊ကိကေ်သာ 5

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

sukejuuru အစအီစ 12

すごい すご￢い sugoi  ေတာ်ေသာ၊ချီးမမွး်ဖွယရ်ာြဖစေ်သာ 3

すこし すこ￢し sukoshi အနညး်ငယ် 3

すし す￢し、すし￢ sushi ထမငး်ဆပ်၊စ ီ 6

すてき（な） すてき￣ suteki(na) စသ်ကေ်သာ၊ကိကေ်သာ 16ス

す
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スペイン スペ￢イン Supein စပိန် 2

スペインご スペインご￣ Supeingo စပိနဘ်ာသာစကား 11

スポーツ スポ￢ーツ supootsu အားကစား 11

スポーツジム スポーツジ￢ム supootsu-jimu အားကစား ံ 9ス

すもう すもう￣ sumoo နပနး်၊ဆမိ 11

せいかつ せいかつ￣ seekatsu ဘဝ 9

せまい せま￢い semai ကျ းေသာ 7

ゼロ ゼ￢ロ zero သည 7

せん／ぜん／千 せ￢ん／ぜ￢ん sen/zen ～ေထာင် 13

せんげつ せ￢んげつ sengetsu ပီးခဲတ့ဲလ့၊အရငလ် 12

せんしゅう せんしゅう￣ senshuu ပီးခဲတ့ဲအ့ပါတ၊်အရငအ်ပါတ် 10

せんせい せんせ￢い sensee ဆရာ၊ဆရာမ 3

ぜんぜん ぜんぜん￣ zenzen လးံဝ 11

そうじ そうじ￣ sooji သန ့် ငး်ေရး၊တြံမကစ်ညး်လညး်ြခငး် 17

そこ そこ￣ soko ဟးိကေနရာ 16

そして そして￣ soshite ～ ပီးေတာ့ 13

その その￣ sono ထ～ိ 16

そば そ￢ば soba ေခါကဆ်ွဲ 6

ソファ ソ￢ファ sofa ဆဖိာ 2

そら そ￢ら sora ေကာငး်ကင် 1

それ それ￣ sore ထအိရာ၊ဟဟိာ 16

それから それから￣ sorekara ပီးေနာက် 18

タイ タ￢イ Tai ထငိး် ငိင်ံ 2

たいこ たいこ￣ taiko ဗံ 12

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ daijoobu(na) အဆငေ်ြပေသာ 10

だいすき（な） だ￢いすき daisuki(na) အလနွ်ကိကေ်သာ 11

だいどころ だいどころ￣ daidokoro မးီဖိေချာင် 8

たいへん（な） たいへん￣ taihen(na) ခယဲ းေသာ၊ပငပ်နး်ေသာ၊ ဒကေရာကေ်သာ 17

たかい たか￢い takai  ေဈးကးီေသာ 6

たかい たか￢い takai ြမင့ေ်သာ 14

たくさん たくさん￣ takusan များစာွ၊များများ 15

タクシー タ￢クシー takushii တကစ၊ီအငားယာ 2

たな たな￣ tana စင် 8

たのしい たのし￢い tanoshii  ေပျာ်စရာေကာငး်ေသာ 17

たぶん た￢ぶん tabun ～ြဖစေ်ကာငး်ြဖစလ်မိ့မ်ယ၊်～ ငိသ်ည် 12

たべます／食べます たべま￢す tabemasu စားသည် 5

たべもの／（食べもの） たべ￢もの tabemono စားစရာ 5

卵 たま￢ご tamago ဉ၊ကကဉ် 1

だめ（な） だめ￢ dame(na) မေကာငး်ေသာ၊ခငွ့မ်ြပေသာ၊မြဖစ် ငိေ်သာ 10

だれ だ￢れ dare ဘယသ်လဲ 4

せ

そ

た
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たんじょうび／(たんじょう日) たんじょ￢うび tanjoobi ေမးွေန ့ 15

ダンス ダ￢ンス dansu အက 11

ちいさい／小さい ちいさ￢い chiisai  ေသးငယေ်သာ 7

ちかい ちか￢い chikai နးီေသာ 13

ちかく ち￢かく、ちか￢く chikaku အနးီအနား 7

ちかてつ ちかてつ￣ chikatetsu ေြမေအာကရ်ထား 13

チケット チ￢ケット、チケ￢ット chiketto လကမ်တ် 12

ちち ち￢ち、ちち￢ chichi အေဖ(မမိ၏ိ) 4

ちゃいろ ちゃいろ￣ chairo အညိ ေရာင် 16

ちゅうごく ちゅ￢うごく Chuugoku တ တြ်ပည် 3

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ Chuugokugo တ တဘ်ာသာ၊စာ၊စကား 3

ちゅうごくじん ちゅうごく￢じん Chuugokujin တ တလ်မျိ း 3

チョコレート チョコレ￢ート chokoreeto  ေချာကလက် 15ス

ちょっと ちょ￢っと chotto ခဏ၊နနဲဲ 12

ついたち(一日） ついたち￢ tsuitachi ၁ ရကေ်န ့ 12

つかれます つかれま￢す tsukaremasu ပငပ်နး်သည် 13

つぎ つぎ￢ tｓugi  ေနာက၊်လာမည့် 18

つくえ つくえ￣ tsukue စားပွဲ 1

つま つ￢ま tsuma ဇနးီ၊မယား၊မနိး်မ(မမိ၏ိ) 4

ティーカップ ティーカ￢ップ thiikappu လကဖ်ကရ်ညပ်နး်ကနလ်းံ 15

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ thii-shatsu တီ ပ် 15

ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー dhiibuidhii ဒဗီီဒီ 12

テーブル テーブル￣ teeburu စားပွဲ 2

できます できま￢す dekimasu လပ် ငိသ်ည၊်တတသ်ည် 3

テニス テ￢ニス tenisu တငး်နစ် 10

デパート デパ￢ート depaato ကနတ်ကိ် 7

でも で￢も demo  ေသာလ်ညး်ဘ၊ဲသိေ့သာ် 7

テレビ テ￢レビ terebi တဗီီ၊ ပ်ြမငသ်ံကား 2

てんいん てんいん￣ ten'in ဆငိဝ်နထ်မး် 16

でんしじしょ でんしじ￢しょ denshi-jisho အလီကထ်ေရာနစအ်ဘဓိါန် 15

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ densha ရထား 13

てんぷら てんぷら￣ tenpura အေကာ် 1

ドイツ ド￢イツ Doitsu ဂျာမန၊်ဂျာမဏီ 2

ドイツご ドイツご￣ Doitsugo ဂျာမနဘ်ာသာ၊စာ၊စကား 3

トイレ ト￢イレ toire အမိသ်ာ 2

どう ど￢う doo ဘယလ်၊ိဘယလ်လိဲ 10

とうきょう／東京 とうきょう￣ Tookyoo တကိျိ မိ 1

とうきょうタワー／東京タワー とうきょうタ￢ワー Tookyoo-Tawaa တကိျိ ေမ ာ်စင် 18

どうぞ ど￢うぞ doozo ကိဆပိါတယ၊်.....လပ်ပါ 8

て

と

つ

ち
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どうも ど￢うも doomo လနွစ်ာွ၊အလနွ် 8

どうやって ど￢うやって doo yatte ဘယလ်၊ိဘယလ်လိပ် 13

とおい とおい￣、とお￢い tooi  ေဝးေသာ 13

とおか(十日） とおか￣ tooka ၁၀ ရကေ်န ့ 12

とおり とおり￢ toori လမး် 14

ときどき ときどき￢ tokidoki ရံဖနရ်ံခါ၊တစခ်ါတစေ်လ 10

どくしょ(読書） ど￢くしょ dokusho စာဖတြ်ခငး် 11

とけい とけい￣ tokee နာရီ 1

どこ ど￢こ doko ဘယေ်နရာ 4

どこにも どこにも￣ doko ni　mo ဘယေ်နရာမာမ 17

とても とても￢ totemo လနွစ်ာွ၊အလနွ် 17

となり となり￣ tonari အနးီအနား 14

ともだち ともだち￣ tomodachi သငယခ်ျငး် 7

どようび／土よう日 どよ￢うび doyoobi စေနေန ့ 10

とります とりま￢す torimasu ဓါတပံ် ိကသ်ည် 11

どれ ど￢れ dore ဘယဟ်ာ၊ဘယအ်ရာ 16

どんな ど￢んな donna ဘယလ်ိ 11

なか な￢か naka အတငွး် 8

ながさき なが￢さき Nagasaki နာဂဆကီ 18

なな／七 な￢な nana ၇ ၊ ခနွ် စ် 12

なに／なん な￢に/な￢ん nani ဘာလ၊ဲဘာ 3

なにご なにご￣ nanigo ဘာဘာသာ၊ဘာစကား၊ဘာစာ 3

なにも なにも￣ nani mo ဘာမ 17

なのか(七日） なのか￣ nanoka ၇ ရကေ်န ့ 12

なまえ なまえ￣ namae နာမည၊်အမည် 2

なります なりま￢す narimasu ြဖစလ်ာသည် 11

なんさい な￢んさい nan-sai ဘယ် စ၊်အသကဘ်ယေ်လာက် 4

なんじ な￢んじ nan-ji ဘယ် နာရီ 9

なんじかん なんじ￢かん nan-jikan ဘယ် နာရီ(ကာ) 10

なんにん な￢んにん nan-nin ဘယ် စေ်ယာက် 4

に／二 に￢ ni ၂ ၊( စ)် 7

にあいます にあいま￢す niaimasu ကကိသ်ည၊်ကကိည်သီည် 16

にぎやか（な） にぎ￢やか nigiyaka(na) အလပ် ပ်ေသာ၊စညက်ားေသာ 14

にく／肉 にく￢ niku အသား 5

にし／西 にし￣ nishi အေနာက၊်အေနာကဘ်က် 13

にしぐち／西口 にしぐち￣ nishi-guchi အေနာကဘ်ကထ်ကွေ်ပါက် 13

にち／～日 ――― ～nichi  ～ေန ့၊ရက် 12

にちようび／日よう日 にちよ￢うび nichiyoobi တနဂေ ေွန ့ 10

にっき にっき￣ nikki  ေနစ့ မတတ်မး်၊ဒငိယ်ာရီ 9

にほん／にっぽん／日本 にほ￢ん／にっ￢ぽん Nihon/Nippon ဂျပန၊်ဂျပန် ငိင် ံ 2

な

に
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にほんご にほんご￣ Nihongo ဂျပနဘ်ာသာစကား 1

にほんじん にほんじ￢ん Nihonjin ဂျပနလ်မျိ း 3

にもつ に￢もつ nimotsu အထပ်အပိး 13

ニュージーランド ニュージーラ￢ンド Nyuujiirando နယးဇီလန် 9

ニューヨーク ニューヨ￢ーク Nyuuyooku နယးေယာက် 9ス

にわ にわ￣ niwa ြခ၊ံပနး်ြခံ 8

にん／～にん ――― ～nin ～ေယာက် 4

にんぎょう にんぎょう￣ ningyoo အ ပ်၊လ ပ် 8

ネクタイ ネ￢クタイ nekutai လညစ်ညး်၊နကက်တငိ် 16

ねこ ね￢こ neko ေကာင် 1

ねます ねま￢す nemasu အပ်ိသည် 9

ねん／～年 ――― ～nen ～ စ် 12

ノート ノ￢ート nooto မတစ်စာအပ် 15

のみます／飲みます のみま￢す nomimasu ေသာကသ်ည် 5

のみもの（飲みもの） のみ￢もの nomimono  ေသာကစ်ရာ 5

のりば のりば￣ noriba ယ စးီနငး်ရာေနရာ 13

のります のりま￢す norimasu စးီသည် 13

はあ ――― haa ေအး၊အငး်၊ဟတပ်ါလမိ့မ်ယ် 9ス

パーク パ￢ーク paaku ပနး်ြခ၊ံဥယျာ 12

バースデー
バ￢ースデー、バース
デー（パ￢ーティー）

baasudee  ေမးွေန ့ 15

パーティー パ￢ーティー paathii ပါတပီွဲ 2

バーベキュー バーベ￢キュー baabekyuu အသားကင် 17

はい は￢い hai ဟတက်ဲ့ 1

バイク バ￢イク baiku စကဘ်းီ 13

はいります はいりま￢す hairimasu ဝငသ်ည် 9

はきます はきま￢す hakimasu ဝတဆ်ငသ်ည် 16

はくぶつかん はくぶつ￢かん hakubutsukan ြပတကိ် 14

はこ はこ￣ hako ပံး၊ေသတာ 8

はじめて はじ￢めて hajimete အစ 13

バス バ￢ス basu ဘတစ်က်ား 13

バスてい バスてい￣ basu-tee ဘတစ်က်ားမတတ်ငိ် 13

はち／八 はち￢ hachi ၈၊ စ် 9

はつか(二十日） はつか￣ hatsuka ၂၀ ရကေ်န ့ 12

バッグ バ￢ッグ baggu အတိ် 15

はな はな￢ hana ပနး် 15

はなし(話） はなし￢ hanashi စကား၊ဇာတလ်မး် 17

はなします／話します はなしま￢す hanashimasu ေြပာသည် 11

バナナ バ￢ナナ banana ငကေ်ပျာသးီ 6

はなび は￢なび hanabi မးီပနး် 17

は

ね
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はなびたいかい はなびた￢いかい hanabi-taikai မးီပနး်ပွဲ 17

はは は￢は haha အ ေမ(မမိ၏ိ) 4

はやい はや￢い hayai ြမနေ်သာ 6

はやい はや￢い hayai  ေစာေသာ 9

パリ パ￢リ Pari ပါရီ 2

はん／～半 ～は￢ん ～han ～ခွ(ဲနာရီ) 9

パン パ￢ン pan ေပါငမ်န ့် 2

ハンカチ
ハンカチ￣、
ハンカ￢チ

hankachi လကက်ငိပ်ဝါ 15

ハンガリー ハ￢ンガリー Hangarii ဟနေ်ဂရီ ငိင်ံ 2

ばんごはん ばんご￢はん ban-gohan ညစာ 9

パンツ パンツ￣、パ￢ンツ pantsu ေဘာငး်ဘီ 16

ハンバーガー ハンバ￢ーガー hanbaagaa အသားညပ်ေပါငမ်န ့၊်ဟနဘ်ာဂါ 6

ひ／（日） ひ￢／ひ￣ hi ေန ့ 11

ピアノ ピアノ￣ piano စ ယား 2

ビール ビ￢ール biiru ဘယီာ 5

ひがし／東 ひがし￣ higashi အေ 13

ひがしぐち／東口 ひがしぐち￣ higashi-guchi အေ ဘကထ်ကွေ်ပါက် 13

ひくい ひく￢い hikui နမိ့ေ်သာ 14

ひこうき ひこ￢うき hikooki  ေလယ ပျံ 13

ピザ ピ￢ザ piza ပီဇာ 6

びじゅつかん びじゅつ￢かん bijutsukan အ ပညာြပတကိ် 10

ビデオカメラ ビデオカ￢メラ bideo-kamera ဗီဒယီကိငမ်ရာ 15

ひと ひと￣、～ひと￢ hito လ 13

ひとつ(１つ／一つ) ひと￢つ hitotsu တစခ် 7

ひとり ひと￢り hitori တစေ်ယာက် 4

ひゃく／びゃく／ぴゃく／百
ひゃく￢／びゃく￢／
ぴゃく￢

hyaku/byaku/pya
ku

～ရာ 13

びょういん びょういん￣ byooin ေဆး ံ 10

ひらがな ひらが￢な hiragana ဟရိငနစာလးံ 1

ひる ひる￢ hiru  ေနလ့ည် 1

ビル ビ￢ル biru အေဆာကအ်ဉီ 14

ひるごはん ひるご￢はん hiru-gohan  ေနလ့ညစ်ာ 6

ひろい ひろ￢い hiroi ကျယေ်သာ 7

ひろしま ひろしま￣ Hiroshima ဟီ ိ ိးမား မိ 4

ピンク ピ￢ンク pinku ပနး်ေရာင် 16

フィリピン フィ￢リピン Firipin ဖိလစပိ်င် ငိင် ံ 2

ふーん ――― fuun ဟင.်......ဩ၊ ဪ 4ス

ふく ふく￢ fuku အဝတ၊်အဝတအ်စား 15

ふじさん ふ￢じさん Fujisan ဖဂျီေတာင် 1

ふたつ(２つ／二つ) ふたつ￢ futatsu ၂ ခ 7

ひ

ふ
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ふたり ふたり￢ futari ၂ ေယာက် 3

ふつか(二日) ふつか￣ futsuka ၂ ရကေ်န ့ 12

ふべん（な） ふ￢べん ｆuben(na) အဆငမ်ေြပေသာ 13

ブラジル ブラジル￣ Burajiru ဘရာဇီးလ် 2

フラメンコ フラメ￢ンコ furamenko စပိနေ်တးဂတီ 11ス

フランス フランス￣ Furansu ြပငသ်စ် ငိင်ံ 2

フランスご フランスご￣ Furansugo ြပငသ်စဘ်ာသာ၊စာ၊စကား 3

フランスじん フランス￢じん Furansujin ြပငသ်စလ်မျိ း 3

ふるい／古い ふる￢い furui  ေဟာငး်ေသာ၊ေ းကျေသာ 7

プレゼント プレ￢ゼント purezento လကေ်ဆာင် 15

ふん／ぷん／～分 ～￢ふん ～fun/pun မနိစ် 9

へえ ――― hee ဟယ.်... 12

ベッド ベ￢ッド beddo အပ်ိယာ 2

ペット ペ￢ット petto အမိေ်မးွတရိိစာန် 7

ベトナム ベトナム￣ Betonamu ဗီယကန်မ် ငိင်ံ 2

へや へや￢ heya အခနး် 7

べんきょうします べんきょうしま￢す benkyooshimasu သငယ်သည၊်စာကျကသ်ည် 9

べんり（な） べ￢んり benri(na) အဆငေ်ြပေသာ 13

ぼうし ぼうし￣ booshi ဉးီထပ် 15

ホール ホ￢ール hooru ခနး်မ 12

ほか ほか￣ hoka အြခား 16

ほしい ほし￢い hoshii လခိျငေ်သာ 15

ポスター ポ￢スター posutaa ပိစတာ 12

ほっかいどう ほっか￢いどう Hokkaidoo ဟကိငိး်ဒးိ 4

ポップス ポ￢ップス poppusu  ေပါဂ့တီ 11

ホテル ホ￢テル hoteru  ေဟာ်တယ် 2

ホラー ホ￢ラー horaa ေကာကမ်ကဖ်ွယရ်ာ၊သရတဲေစ ပ် င် 11

ほん ほ￢ん hon စာအပ် 1

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― ～hon/pon/bon
～ေချာငး်၊ပင(် ညလ်ျားသည့အ်ရာဝတ  တိက့ေိရ
 တကွရ်ာတငွသ်းံသည)်

15

ぼんさい ぼんさい￣ bonsai ဘနွဆ်ငိး်၊သက်ကးီပပင် 12

～まい ――― ～mai
～ထည၊်ရွက(်ပါးလာသည့အ်ရာတိက့ ိ
ေရတကွရ်ာတငွသ်းံသည)်

15

まいにち ま￢いにち mainichi  ေနစ့ ၊ေနတ့ငိး် 9

マウス マ￢ウス mausu  ေမာကစ်် 15

まえ ま￢え mae ေ ၊အေ 14

まご まご￢ mago  ေြမး 17

まず ま￢ず mazu ဉးီစာွ 9ス

まずい まず￢い mazui အရသာမ ိေသာ 6

まち まち￢ machi မိ 2

まつり まつり￣ matsuri ပွဲေတာ် 12

へ
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マレーシア マレ￢ーシア Mareeshia မ ေလး ား ငိင်ံ 2

マレーシアじん マレーシア￢じん Mareeshiajin မ ေလး ားလမျိ း 3

まん／万 ま￢ん man  ～ေသာငး် 16

マンガ マンガ￣ manga ကာတနွး် 2

マンション マ￢ンション manshon ကနွဒ်တိကိခ်နး် 7

みず／水 みず￣ mizu  ေရ 5

みせ みせ￢ mise ဆငိ် 14

みそしる みそし￢る misoshiru မဆိဟိငး်ရည် 5

みっか(三日） みっか￣ mikka ၃ ရကေ်န ့ 12

みっつ(３つ／三つ） みっつ￢ mittsu ၃ ခ 7

みどり み￢どり midori အစမိး် 16

みなみ／南 みなみ￣ minami ေတာငဘ်က် 13

みなみぐち／南口 みなみぐち￣ minami-guchi ေတာငဘ်ကထ်ကွေ်ပါက် 13

みます／見ます みま￢す mimasu ကည့သ်ည် 9

みんな みんな￢ minna အားလးံ 12

む むいか(六日） むいか￣ muika ၆ ရကေ်န ့ 12

メール メール￣ meeru အးီေမးလ် 13

メキシコ メキシコ￣ Mekishiko မကဆကီိ 2

もう も￢う moo  ～ ပီး ပီ၊ 17ス

もくようび／木よう日 もくよ￢うび mokuyoobi ကာသပေတးေန ့ 10

もらいます もらいま￢す moraimasu ရ ိသည၊်ရသည် 15

やきゅう やきゅう￣ yakyuu  ေဘစ့ေ်ဘာ 11

やさい やさい￣ yasai ဟငး်သးီဟငး်ရွက် 1

やさん／～や（さん） ――― ～ya(san) ～ဆငိ် 6

やすい やす￢い yasui  ေဈးသကသ်ာေသာ 6

やすみ(休み） やすみ￢ yasumi ပိတရ်က် 7

やすみます／休みます やすみま￢す yasumimasu ပျကက်ကွသ်ည၊်အားလပ်ရကယ်သည၊် နားသည် 18

やま やま￢ yama  ေတာင် 1

ゆうめい（な） ゆうめい￣ yuumee(na)  ေကျာ် ကားေသာ၊နာမည်ကးီေသာ 14

ゆっくりします ゆっく￢りします yukkurishimasu သကေ်တာင့သ်ကသ်ာနားသည၊် ေြဖးေြဖးလပ် သည် 11

ようか(八日） ようか￣ yooka ၈ ရကေ်န ့ 12

ヨガ ヨ￢ガ yoga  ေယာဂ 10ス

よく よ￢く yoku ～ေလ့ ိသည၊်မကာခဏ 5

よく よ￢く yoku ေကာငး်စာွ 16

よこ よこ￣ yoko  ေဘးဘက် 8

よこはま よこはま￣ Yokohama ယကိဟိားမား 18

よっか(四日） よっか￣ yokka ၄ ရကေ်န ့ 12

よてい よてい￣ yotee အစအီစ 10

よみます／読みます よみま￢す yomimasu  ဖတသ်ည် 9

よる よ￢る yoru ည 1
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よん／四 よ￢ん yon ၄ ၊ေလး 4

ラーメン ラ￢ーメン raamen ေခါကဆ်ွြဲပတ် 6

らいげつ(来月） ら￢いげつ raigetsu  လာမည့လ်၊ေနာကလ် 12

らいしゅう らいしゅう￣ raishuu  ေနာကတ်စပ်ါတ၊်လာမည့အ်ပါတ် 10

らいねん(来年） らいねん￣ rainen  ေနာက် စ၊်လာမည့် စ် 12

らく（な） らく￢ raku(na) သကေ်တာင့သ်ကသ်ာြဖစေ်သာ 13

りょうり りょ￢うり ryoori ဟငး်လျာ 6

りょこう りょこう￣ ryokoo ခရီး 18

れい れ￢い ree ဉပမာ 1

レストラン レ￢ストラン resutoran စားေသာကဆ်ငိ် 2

れんあい れんあい￣ ren'ai အချစ၊်ေမတာ၊အချစ၊်ေမတာဖွဲ 11

ろく／六 ろく￢ roku ၆ ၊ေြခာက် 4

ロシア ロ￢シア Roshia ား ငိင်ံ 2

ロック ロ￢ック rokku ေကျာကတ်းံ၊ေရာခ့ဂ်တီ 11

ワイン ワ￢イン wain ဝငိ် 5

わかい わか￢い wakai ငယရွ်ယေ်သာ 4ス

わたし わたし￣ watashi ကနေ်တာ်၊က နမ် 3

わたしたち わたし￢たち watashitachi ကနေ်တာ်တိ ့၊က နမ်တိ ့ 4

ワンピース ワンピ￢ース wanpiisu ဝမး်ဆကဂ်ါဝန် 16

ら

り

れ

ろ

わ

15/15 ©2020 The Japan Foundation


