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1 ก. ある，いる，～している(文末につけ
て進行形)

ข. １(数字) ค. 日本

2 ก. (単体で)はい？，(女性が文末につ
けて)ですか？

ข. ４(数字) ค. 物，(所有を表して)～の

3 ก. 物，(所有を表して)～の ข. ９(数字) ค. 言語，言葉，～語(類別詞)

4 ก. １０の位に数字がある時の数字の１ ข. いいえ，(否定を表して)～でない ค. (単体で)はい，(男性が文末につけ
て)です・ます

5 ก. 日本 ข. これ ค. ～バーツ(類別詞)

6 ก. ４(数字) ข. (単体で)はい？，(女性が文末につ
けて)ですか？

ค. 私(男女の一人称)

7 ก. イギリス，英国 ข. 誰，誰？(疑問詞) ค. ですよね？(疑問詞)

8 ก. ある，いる，所有している ข. (時間の)分，～分(類別詞) ค. 女性

9 ก. ごめんなさい ข. 私(男女の一人称) ค. ３(数字)

10 ก. ８(数字) ข. ３(数字) ค. ２(数字)

11 ก. ９(数字) ข. ～バーツ(類別詞) ค. お金，銀

12 ก. 私(男女の一人称) ข. ごめんなさい ค. 男性

13 ก. これ ข. ６(数字) ค. ２０(数字)

14 ก. １(数字) ข. (単体で)はい，(女性が文末につけ
て)です・ます

ค. ～である，言わば，つまり

15 ก. ～バーツ(類別詞) ข. (単体で)はい，(男性が文末につけ
て)です・ます

ค. ５(数字)

16 ก. (単体で)はい，(男性が文末につけ
て)です・ます

ข. 物，(所有を表して)～の ค. 僕・私(男性の一人称)，髪の毛

17 ก. ２(数字) ข. ２０(数字) ค. ９(数字)

18 ก. 女性 ข. お金，銀 ค. １０の位に数字がある時の数字の１

19 ก. 誰，誰？(疑問詞) ข. あれ，それ ค. １００(数字)

20 ก. こんにちは，さようなら，等 ข. 人，～人・～名(類別詞) ค. 誰，誰？(疑問詞)

21 ก. 行く，～しすぎる ข. １０(数字) ค. 彼・彼女(3人称単数) 

22 ก. ～である，～になる，(能力的に)で
きる

ข. １０の位に数字がある時の数字の１ ค. ７(数字)

23 ก. 人，～人・～名(類別詞) ข. ～ですか？(疑問詞) ค. ６(数字)

24 ก. ～ですか？(疑問詞) ข. 言語，言葉，～語(類別詞) ค. 時計，24時間制で～時(類別詞)

25 ก. ～である，言わば，つまり ข. 彼・彼女(3人称単数) ค. ある，いる，所有している



基礎単語講座第1回　タイ語発音から和訳選択問題２ ©Thaistudy

タイ語の発音を聞いて、下記からふさわしい和訳を選びましょう。 第1.0版 2020年11月27日作成

26 ก. ６(数字) ข. どの，どれ(疑問詞) ค. １(数字)

27 ก. ７(数字) ข. こんにちは，さようなら，等 ค. ～である，～になる，(能力的に)で
きる

28 ก. タイ，タイ国 ข. あなた(二人称単数) ， 
(名前の前につけて)～さん

ค. ある，いる，～している(文末につけ
て進行形)

29 ก. １００(数字) ข. 僕・私(男性の一人称)，髪の毛 ค. これ

30 ก. いいえ，(否定を表して)～でない ข. ～である，言わば，つまり ค. (時間の)分，～分(類別詞)

31 ก. 勉強する ข. はい(Yes) ค. 友達，友人

32 ก. 時計，24時間制で～時(類別詞) ข. イギリス，英国 ค. はい(Yes)

33 ก. １０(数字) ข. ですよね？(疑問詞) ค. 行く，～しすぎる

34 ก. 友達，友人 ข. 男性 ค. タイ，タイ国

35 ก. 言語，言葉，～語(類別詞) ข. ２(数字) ค. ありがとう

36 ก. ありがとう ข. 勉強する ค. ～ですか？(疑問詞)

37 ก. (時間の)分，～分(類別詞) ข. 友達，友人 ค. ８(数字)

38 ก. あなた(二人称単数) ， 
(名前の前につけて)～さん

ข. ありがとう ค. (単体で)はい，(女性が文末につけ
て)です・ます

39 ก. はい(Yes) ข. １００(数字) ค. 勉強する

40 ก. お金，銀 ข. 行く，～しすぎる ค. いいえ，(否定を表して)～でない

41 ก. 僕・私(男性の一人称)，髪の毛 ข. 女性 ค. ごめんなさい

42 ก. ２０(数字) ข. ある，いる，～している(文末につけ
て進行形)

ค. 人，～人・～名(類別詞)

43 ก. どの，どれ(疑問詞) ข. 時計，24時間制で～時(類別詞) ค. イギリス，英国

44 ก. 彼・彼女(3人称単数) ข. ８(数字) ค. (単体で)はい？，(女性が文末につ
けて)ですか？

45 ก. ですよね？(疑問詞) ข. ５(数字) ค. ４(数字)

46 ก. (単体で)はい，(女性が文末につけ
て)です・ます

ข. ～である，～になる，(能力的に)で
きる

ค. あれ，それ

47 ก. ５(数字) ข. 日本 ค. どの，どれ(疑問詞)

48 ก. あれ，それ ข. ある，いる，所有している ค. こんにちは，さようなら，等

49 ก. 男性 ข. タイ，タイ国 ค. １０(数字)

50 ก. ３(数字) ข. ７(数字) ค. あなた(二人称単数) ， 
(名前の前につけて)～さん
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51 ก. ありがとう ข. 時計，24時間制で～時(類別詞) ค. 私(男女の一人称)

52 ก. １００(数字) ข. 僕・私(男性の一人称)，髪の毛 ค. ありがとう

53 ก. １０の位に数字がある時の数字の１ ข. ある，いる，所有している ค. ５(数字)

54 ก. ８(数字) ข. 女性 ค. はい(Yes)

55 ก. ３(数字) ข. ですよね？(疑問詞) ค. (単体で)はい，(女性が文末につけ
て)です・ます

56 ก. ～である，言わば，つまり ข. あなた(二人称単数) ， 
(名前の前につけて)～さん

ค. ７(数字)

57 ก. 私(男女の一人称) ข. ２０(数字) ค. 人，～人・～名(類別詞)

58 ก. ～である，～になる，(能力的に)で
きる

ข. いいえ，(否定を表して)～でない ค. 男性

59 ก. １０(数字) ข. １００(数字) ค. ～である，～になる，(能力的に)で
きる

60 ก. (時間の)分，～分(類別詞) ข. タイ，タイ国 ค. ４(数字)

61 ก. 人，～人・～名(類別詞) ข. 言語，言葉，～語(類別詞) ค. タイ，タイ国

62 ก. ～ですか？(疑問詞) ข. ～である，言わば，つまり ค. (単体で)はい？，(女性が文末につ
けて)ですか？

63 ก. 彼・彼女(3人称単数) ข. ８(数字) ค. どの，どれ(疑問詞)

64 ก. 友達，友人 ข. あれ，それ ค. ８(数字)

65 ก. 僕・私(男性の一人称)，髪の毛 ข. ～ですか？(疑問詞) ค. ある，いる，～している(文末につけ
て進行形)

66 ก. 勉強する ข. 男性 ค. 言語，言葉，～語(類別詞)

67 ก. あれ，それ ข. 物，(所有を表して)～の ค. イギリス，英国

68 ก. イギリス，英国 ข. はい(Yes) ค. いいえ，(否定を表して)～でない

69 ก. こんにちは，さようなら，等 ข. ありがとう ค. ごめんなさい

70 ก. 物，(所有を表して)～の ข. ごめんなさい ค. ～バーツ(類別詞)

71 ก. (単体で)はい？，(女性が文末につ
けて)ですか？

ข. どの，どれ(疑問詞) ค. あなた(二人称単数) ， 
(名前の前につけて)～さん

72 ก. どの，どれ(疑問詞) ข. ３(数字) ค. 行く，～しすぎる

73 ก. ９(数字) ข. イギリス，英国 ค. 勉強する

74 ก. (単体で)はい，(女性が文末につけ
て)です・ます

ข. 彼・彼女(3人称単数) ค. こんにちは，さようなら，等

75 ก. あなた(二人称単数) ， 
(名前の前につけて)～さん

ข. １(数字) ค. ３(数字)
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76 ก. 言語，言葉，～語(類別詞) ข. １０(数字) ค. １０の位に数字がある時の数字の１

77 ก. お金，銀 ข. 私(男女の一人称) ค. 誰，誰？(疑問詞)

78 ก. (単体で)はい，(男性が文末につけ
て)です・ます

ข. ４(数字) ค. 友達，友人

79 ก. ６(数字) ข. １０の位に数字がある時の数字の１ ค. ある，いる，所有している

80 ก. これ ข. ～バーツ(類別詞) ค. あれ，それ

81 ก. １(数字) ข. 行く，～しすぎる ค. 時計，24時間制で～時(類別詞)

82 ก. ２０(数字) ข. ある，いる，～している(文末につけ
て進行形)

ค. ６(数字)

83 ก. 時計，24時間制で～時(類別詞) ข. ～である，～になる，(能力的に)で
きる

ค. ２０(数字)

84 ก. はい(Yes) ข. 日本 ค. 女性

85 ก. 日本 ข. 誰，誰？(疑問詞) ค. 僕・私(男性の一人称)，髪の毛

86 ก. ごめんなさい ข. 人，～人・～名(類別詞) ค. １００(数字)

87 ก. 男性 ข. (単体で)はい，(女性が文末につけ
て)です・ます

ค. 日本

88 ก. 行く，～しすぎる ข. ５(数字) ค. １０(数字)

89 ก. ～バーツ(類別詞) ข. (単体で)はい？，(女性が文末につ
けて)ですか？

ค. 彼・彼女(3人称単数) 

90 ก. ある，いる，～している(文末につけ
て進行形)

ข. こんにちは，さようなら，等 ค. ２(数字)

91 ก. ２(数字) ข. (単体で)はい，(男性が文末につけ
て)です・ます

ค. 物，(所有を表して)～の

92 ก. 誰，誰？(疑問詞) ข. これ ค. お金，銀

93 ก. ある，いる，所有している ข. 友達，友人 ค. これ

94 ก. 女性 ข. ９(数字) ค. ですよね？(疑問詞)

95 ก. タイ，タイ国 ข. ２(数字) ค. ～である，言わば，つまり

96 ก. ５(数字) ข. ６(数字) ค. ～ですか？(疑問詞)

97 ก. ですよね？(疑問詞) ข. お金，銀 ค. (単体で)はい，(男性が文末につけ
て)です・ます

98 ก. ４(数字) ข. ７(数字) ค. ９(数字)

99 ก. ７(数字) ข. (時間の)分，～分(類別詞) ค. １(数字)

100 ก. いいえ，(否定を表して)～でない ข. 勉強する ค. (時間の)分，～分(類別詞)


