
タイ語の基礎単語講座 第2回50語　単語一覧

何て？（会話で聞き直す時） 鶏

ʔaray náʔ /  アライナ kày /  ガイ

問題ない，大丈夫 豚

mây pen ray /  マイペンライ mǔu /  ムー

この 本，文書

níi /  ニー nǎŋ sɯ̌ɯ /  ナンスー

あの，その 車，自動車

nán /  ナン rót /  ロッ（ト）

父，お父さん 価格，値段

phɔɔ̂ /  ポー raa khaa /  ラーカー

母，お母さん 良い

mɛɛ̂ /  メー dii /  ディー

ゼロ（数字），センター，中心 （気温や温度などが）暑い，熱い

sǔun /  スーン rɔɔ́n /  ローン

1,000（数字）、巻く 辛い

phan /  パン phèt /  ペッ（ト）

10,000（数字） （価格が）高い

mɯ̀ɯn /  ムーン phɛɛŋ /  ペーン

いくら？（疑問詞、値段や数値を聞く時） 美味しい，旨い

thâw ray /  タオライ ʔarɔ̀y /  アロイ

～ですか？，もしくは，それとも 少し，ちょっと

rɯ̌ɯ /  ルー nít nɔ̀y /  ニットノーイ

何？・何の～？（疑問詞） 美しい，きれいな

ʔaray /  アライ sǔay /  スワイ

なぜ？・どうして？（疑問詞） 大きい，重要な

tham may /  タンマイ yày /  ヤイ

日，～日（類別詞） とても，たくさん

wan /  ワン mâak /  マーク

月，〜月（類別詞） ～と一緒に、～と

dɯan /  ドゥアン kàp /  ガッ（プ）

年，〜年（類別詞） （語調を柔らかくする表現として）～ね・～よ

pii /  ピー náʔ /  ナ

部屋 しかし，でも

hɔŋ̂ /  ホン tɛ̀ɛ /  テー

トイレ，洗面所 ～したい

hɔŋ̂ náam /  ホンナーム yàak /  ヤーク

学校 要る､取る

rooŋ rian /  ローンリアン ʔaw /  アオ

中国 食べる，飲む

ciin /  ヂーン kin /  ギン

川 買う，購入する

mɛɛ̂ náam /  メ―　ナーム sɯ́ɯ /  スー

水，水分，汁状の物 好む，よく～する

náam /  ナーム chɔɔ̂p /  チョー（プ）

お米，食事，稲 話す，しゃべる

khâaw /  カーオ phûut /  プー（ト）

犬 書く，記入する

mǎa /  マー khǐan /  キアン

猫 来る，（語尾につけて）～してきた

mɛɛw /  メーオ maa /  マー

＊括弧書きの発音記号は一般的な会話での声調になります。
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1. อะไรนะ 26. ไก่

2. ไม่เป็นไร 27. หมู

5. พ่อ 30. ราคา

6. แม่ 31. ดี

3. น้ี 28. หนังสือ

4. น้ัน 29. รถ

9. หม่ืน 34. แพง

10. เท่าไร 35. อร่อย

7. ศูนย์ 32. ร้อน

8. พัน 33. เผ็ด

13. ท าไม 38. ใหญ่

14. วัน 39. มาก

11. หรือ 36. นิดหน่อย

12. อะไร 37. สวย

17. ห้อง 42. แต่

18. ห้องน ้า 43. อยาก

15. เดือน 40. กับ

16. ปี 41. นะ

21. แม่น ้า 46. ซ้ือ

22. น ้า 47. ชอบ

19. โรงเรียน 44. เอา

20. จีน 45. กิน

25. แมว 50. มา

23. ข้าว 48. พูด

24. หมา 49. เขียน


