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        第１課 
 

 

 会話 

มะลิ – เคน็！ไม่ไดเ้จอตั้งนาน หายไปไหนมา 

เคน็ –  ไปเท่ียวต่างจงัหวดัมา 

มะลิ - ไปต่างจงัหวดัมาเหรอ ไปไหนมาบา้ง 

เคน็ –  ไปนครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี แลว้กป็ระจวบฯ 

มะลิ – ไปกบัใคร 

เคน็ – ไปคนเดียว 

มะลิ – สนุกไหม 

เคน็ – สนุกมาก 

 

   単語 

เจอ  会う，出会う，遭遇する 

นาน  ［時間］長い 

หาย 消える 

ไปเท่ียว 遊びに行く 

ต่างจงัหวดั 地方 

นครปฐม ［地名］ナコーンパトム県 

ไม่ได้เจอตั้งนาน  
お久しぶりです 
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กาญจนบุรี ［地名］カーンチャナブリ―県 

เพชรบุรี ［地名］ペッチャブリ―県 

ประจวบฯ ［地名］プラチュアプ（キリカン）県 

คนเดียว 一人だけ 

สนุก 楽しい，面白い 

 

   文法と表現 

 
1.1 「ไม่ได้＋動詞（句）」「～していない」 

過去から現在までの行動、または現状を表す。 

1. วนัเสาร์ มหาวทิยาลยัผมไม่ไดห้ยดุ 

土曜日は私の大学は休みではない。 

2. คุณทาโรไม่ไดท้าํงานบริษทั 

タロウさんは会社員ではない。 

3. ฉนัไม่ไดอ้าบนํ้าตั้งแต่เม่ือวานน้ี 

私は昨日からお風呂に入っていない。 

หยดุ  休む / อาบนํ้ า 水浴びをする，お風呂に入る 

 

1.2 「ตั้ง....」「～も～する」 

予想より上回る数量，単位，程度を表す語（句）の前に付ける。 
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1. ปีใหม่ปีน้ี ผมไดห้ยดุตั้ง๑๐วนั 

今年のお正月は，僕は 10 日間も休める。 

2. กระเป๋าแบบน้ี ใบละตั้ง ๒๐๐,๐๐๐ เยน 

このような鞄は１個 20 万円もする。 

3. มีคนร่วมชุมนุมตั้ง๕,๐๐๐,๐๐๐ คน 

デモに参加する人は 500 万人もいる。 

ปีใหม่  お正月 / แบบ 形，タイプ，デザイン / ใบ [鞄の類別詞]～個/ ร่วม 参加す

る/ ชุมนุม 集合，デモ 

 

1.3 「ทีไ่หนบ้าง」「どんなところ」 

「เม่ือไร いつ」「ท่ีไหน どこで」「ใคร 誰が」「อะไร 何」「ยงัไง どのように」に「บา้ง」
を付けると，話し手が複数の返事を予想，期待していることを表す。それらの疑問詞が主

語として用いられる場合には，「มีใคร....บา้ง」「มีอะไร....บา้ง」「มีท่ีไหน....บา้ง」のよ

うに，「มี」が先頭に来る。 

1. งานเล้ียงอาทิตยห์นา้ คุณจะสัง่อาหารอะไรบา้ง 

来週のパーティには，あなたはどんな料理を注文するつもりですか。 

2. ปีท่ีแลว้คุณลางานเม่ือไรบา้ง 

昨年，あなたはいつごろ休暇を取りましたか。 

 

 

3



 

4 

 

3. มีใครขบัรถบรรทุกเป็นบา้ง 

誰かトラックを運転できる人はいますか。 

งานเล้ียง  パーティ / อาทิตยห์นา้ 来週/ สัง่ 注文する/ ลางาน 休暇を取る/ 

รถบรรทุก トラック 

 
1.4 「A แล้วก ็B」「A そして B」 

A と B は語，句，文である。 

1. รองเทา้มีสีแดง สีดาํ สีเขียว แลว้กสี็ขาว 

靴は，赤，黒，緑，そして白がある。 

2. พอ่ทาํงานบา้นหลายอยา่ง เช่น หุงขา้ว ซกัผา้ แลว้กล็า้งชาม 

父は家事をたくさんします。たとえば，ご飯を炊く，洗濯をする，そして，お皿を洗

う。 

3. โยโกะจะทาํอาหารญ่ีปุ่น มะลิจะทาํอาหารไทย แลว้ก ็คิมจะทาํอาหารเกาหลี 

ヨウコは日本料理を作ります。マリはタイ料理を作ります。そして，キムは韓国料理を作

ります。 

รองเทา้ 靴/ สีแดง 赤色/ สีดาํ 黒色/ สีเขียว 緑色/ สีขาว 白色/ งานบา้น 家事/ 

หลายอยา่ง たくさんの/ เช่น たとえば/ หุงขา้ว ご飯を炊く/ ซกัผา้ 洗濯をする/ ลา้ง
ชาม お皿を洗う/ เกาหลี 韓国 

 
1.5 「単位または類別詞＋เดยีว」「一つ（一人，一日など）だけ」 

「１」という単位を強調する表現である。 
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1. เคก้นัน่ ฉนัทานช้ินเดียว ท่ีเหลือคุณโยโกะทาน 

そこにあったケーキは，私が 1 個だけ食べました。残りはヨウコさんが食べました。 

2. อยา่ข้ึนแทก็ซ่ีคนเดียวนะ 

一人だけでタクシーに乗らないでね。 

3. เขาลาหยดุงานวนัเดียว 

彼は 1 日だけ休暇をとった。 

เคก้ ケーキ/ ช้ิน [ケーキの類別詞]～個/ ท่ีเหลือ 残り/ ลาหยดุ 休暇をとる 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ฉนัไม่ไดน้อนมา ๓ วนัแลว้ (นอน 寝る) 

2. ฮิโรชิไม่ไดเ้ป็นนกัร้อง เขาเป็นนกัเขียน (นกัร้อง 歌手／นกัเขียน 作家) 

3. ค่านํ้ามนัลิตรละตั้ง ๔๐ บาท (ค่า....～代，～の料金／นํ้ามนั ガソリン／ลิตร リットル) 

4. ผลไมไ้ทย คุณชอบทานอะไรบา้ง (ผลไม ้ 果物) 

5. ปิดเทอมหนา้ร้อนปีน้ีใครจะไปเมืองไทยบา้ง (ปิดเทอมหนา้ร้อน 夏休み／ปีน้ี 今年) 

6. ผมชอบทุเรียน มงัคุด แลว้กม็ะม่วง (ทุเรียน ドリアン／มงัคุด マンゴスチン／มะม่วง 

マンゴ) 

7. คุณศกัด์ิมีรถ ๒ คนั แต่คุณชยัมีคนัเดียว (คนั [車の類別詞]～台) 
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Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 弟はサッカーをしていません。（弟 นอ้งชาย ／サッカーをする เล่นฟตุบอล) 

2. 昨年から私は髪を切っていないです。（昨年 ปีท่ีแลว้ ／髪を切る ตดัผม) 

3. 家賃は月に 100 万円もする。（家賃 ค่าเช่าบา้น ／月 เดือน) 

4. どんな色が好きですか。（色 สี) 

5. 私はブラウス，靴下，そしてハンカチを買ってきた。（ブラウス เส้ือ ／靴下 ถุงเทา้／ハ

ンカチ ผา้เช็ดหนา้) 

6. タイ料理の調味料を売っている店は１軒だけある。（調味料 เคร่ืองปรุง／～軒 ร้าน) 
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        第2 課 
 

  

会話 

ดาํ   - คุณเคน็ อยูเ่มืองไทยมานานเท่าไรแลว้คะ 

เคน็ - เกือบปีแลว้ครับ 

ดาํ   - คุณพดูภาษาไทยเก่งข้ึนมากนะคะ 

เคน็ - จริงหรือครับ  

ดาํ   - จริงค่ะ คุณเก่งกวา่ตอนมาเมืองไทยใหม่ ๆ ตั้งเยอะ 

เคน็ - ขอบคุณครับ 

 

   単語 

จริงหรือ  本当ですか 

ตั้งเยอะ  ずいぶん 

 

   文法と表現 

 
2.1   「動詞（句）＋มา」「～してきている，～してきた」 

過去から現在まで続いている行動を表す。 

 

พูดภาษาไทยเก่งขึน้ 
タイ語が上手になりました 
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1. ผมอ่านหนงัสือเล่มน้ีมา ๒ อาทิตยแ์ลว้ ยงัไม่จบ 

僕はこの本を読み始めてもう 2 週間になりましたが，まだ終わっていないです。 

2. ซากรุะเรียนแกะสลกัผลไมม้า ๒ ปีแลว้ 

サクラは果物の彫刻を習い始めて，もう 2 年になります。 

3. มหาวทิยาลยัน้ีเปิดสอนภาษาไทยมา ๖๕ ปีแลว้ 

この大学はタイ語を開講して 65 年になりました。 

อาทิตย ์ 週刊/ จบ 終わる，終了する/ แกะสลกั 彫刻，彫刻する/ เปิดสอน 開講する 

 

2.2   「เกอืบ＋語，句」「もう少しで，～する（なる）ところ」 

1. ค่าซ่อมนาฬิกาเกือบ ๒ หม่ืนเยน 

時計の修理代はほぼ 2万円です。 

2. เม่ือคืนกลบัดึก เกือบไม่ทนัรถไฟเท่ียวสุดทา้ย 

昨夜，帰るのが遅かったので，もう少しで，終電に間に合わないところだった。 

3. ผมทานยาเกือบหมดแลว้ แต่ยงัไออยู ่

僕は薬を飲んで，もう少しでなくなるところですが，まだ咳をしています。 

ซ่อม  修理する / นาฬิกา 時計 / เม่ือคืน 昨夜/ ดึก [夜]遅い/ รถไฟเท่ียวสุดทา้ย 
終電/ หมด なくなる/ ไอ 咳をする 
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2.3    「状態を表す語（句）＋ขึน้」「～になった」 

変化した状態や予測される変化を表す。程度や数量が増大する（した）とき，または望

んでいる状態に近付つく（ついた）ことを表す時には「.....ขึน้」を用いるが，逆の場合は

「.....ลง」を使う。 

1. แม่ผอมลง ๕ กิโล สุขภาพดีข้ึนมาก 

母は 5キロ痩せたので，ずいぶん健康になった。 

2. ราคาสินคา้แพงข้ึน แต่รายไดล้ดลง  

物価が高くなったが，収入は減った。 

3. ดาราคนน้ีสวยข้ึนมาก 

この女優はずいぶんきれいになった。 

ผอม  痩せる，細い/ กิโล キロ/ สุขภาพ 健康状態/ รายได ้収入/ ลด 減る/ ราคา 
値段/ สินคา้ 商品/ ดารา 女優 

 
2.4   「動詞（句）＋ ใหม่ ๆ」「～した最初のころ，～したて」 

1. ตอนเปิดร้านใหม่ ๆ มีลกูคา้นอ้ยมาก 

開店したばかりのとき，お客さんは非常に少なかったです。 

2. ตอนแต่งงานใหม่ ๆ มะลิทาํกบัขา้วไม่เป็น 

結婚したてのころ，マリは料理を作れなかった。 

3. ขนมปังป้ิงใหม่ ๆ หอม นุ่ม อร่อยมาก 

焼きたてのパンは香ばしくて，柔らかくて，とても美味しいです。 
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เปิดร้าน  開店する/ ลูกคา้ [商売上の]客/ แต่งงาน 結婚する/ ทาํกบัขา้ว 料理を作る，

おかずを作る/ ขนมปัง パン/ ป้ิง 焼く/ หอม 香ばしい/ นุ่ม 柔らかい 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ผมทาํงานท่ีน่ีมา๑๐ปีแลว้  

2. ปีท่ีแลว้ ผมเกือบจะสอบตก (ปีท่ีแลว้ 昨年／สอบตก 留年する) 

3. ยงัมีเวลาอีกเกือบ๒๐นาที (เวลา 時間／นาที 分) 

4. ตอนกลางวนัอากาศจะร้อนข้ึน (กลางวนั 昼／อากาศ 気候) 

5. หลงั ๒ ทุ่ม ลูกคา้นอ้ยลง (หลงั ～の後／๒ทุ่ม 夜８時／นอ้ย 少ない) 

6. ตอนทาคุยาซ้ือรถมาใหม่ ๆ เขาลา้งทุกวนั (รถ 車／ลา้ง 洗う) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. あの子は朝からテレビを見ていて，まだ朝ご飯を食べていない。（子 เดก็ ／朝 เชา้／か

ら ตั้งแต่／テレビを見る ดูโทรทศัน／์朝ご飯 ขา้วเชา้) 

2. 僕が彼女を待って，ほぼ２時間になりました。（待つ คอย ／時間 ชัว่โมง) 

3. 円が安くなったので，航空券が高くなった。（円 เงินเยน ／安い ถูก／航空券 ตัว๋
เคร่ืองบิน) 

4. 私 が 大 阪 に 来 た 最 初 の こ ろ ， 大 阪 弁 が あ ま り 分 か り ま せ ん で し た 。       

（大阪弁 ภาษาโอซากา) 
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        第3 課 
 

  

会話 

ดาํ   - ยงัไปเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียนนั้นอยูห่รือเปล่าคะ 

เคน็ - ไม่ไดไ้ปแลว้ครับ 

ดาํ   - ทาํไมคะ 

เคน็ - โรงเรียนนั้นไกลไปหน่อยครับ  

ดาํ   -   ตอนน้ีเรียนท่ีไหนคะ 

เคน็ -  เรียนเองครับ 

 

   単語 

โรงเรียน  学校 

ไกล  遠い 

 

   文法と表現 

 
3.1   「ยงั＋動詞（句）＋อยู่」「まだ～している」 

1. เขา้เดือนเมษายนแลว้ แต่อากาศยงัหนาวอยู ่

4 月になりましたが，まだ寒い。 

ไม่ได้ไปแล้ว 
もう行っていない 
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2. ตาผมอาย ุ๙๐ ปีแลว้ แต่ยงัแขง็แรงอยู ่

僕の祖父は 90 歳になりましたが，まだ元気です。 

3. ฉนัทายาแลว้ แต่ยงัคนัอยู ่

私はお薬を塗りましたが，まだ痒いです。 

เขา้  入る/ เดือนเมษายน 4月/ ตา [母方の]祖父/ แขง็แรง 元気である/ ทา 塗る/ 

ยา 薬/ คนั 痒い 

 

3.2   「....หรือเปล่า」「～していますか」 

現状について質問をする場合に用いる。 

1. คุณเป็นหวดัหรือ ทานยาหรือเปล่า 

あなたは風を引いているんですか。お薬を飲んでいますか。 

2. คนท่ีอยูข่า้งหลงั เห็นหรือเปล่า 

後ろの人も見えますか。 

3. คุณขบัรถไปทาํงานหรือเปล่า 

車で通勤していますか。 

เป็นหวดั 風邪をひく / ขา้งหลงั 後ろ / เห็น 見える 

 

 

 

12



 

13 

 

3.3   「状態を表す語（句）＋ไปหน่อย」「ちょっと～すぎる」 

1. กางเกงตวัน้ีคบัไปหน่อย 

このズボンはちょっときついです。 

2. ขา้วผดัจานน้ีเคม็ไปหน่อย 

この焼き飯はちょっと塩からいです。 

3. ตอนกลางวนัอากาศร้อนไปหน่อย 

昼間はちょっと暑いです。 

กางเกง  ズボン/ ตวั [ズボンの類別詞]～本/ คบั きつい/ ขา้วผดั 焼き飯/ จาน 皿，

[皿に乗せている物の類別詞]～皿/ เคม็ 塩からい/ กลางวนั 昼間 

 
3.4   「動詞（句）＋เอง」「自分で～」 

1. ปกติ ผมตดัผมเองครับ 

普通，僕は自分で髪の毛を切る。 

2. แม่ชอบทาํขนมเอง ไม่ชอบซ้ือ 

母はお菓子を自分で作るのが好きです。買うのは好きではありません。 

3. โยโกะไม่เคยใส่กิโมโนเอง 

ヨウコは着物を自分で着たことがない。 

ปกติ 普通/ ตดัผม 髪の毛を切る/ ขนม お菓子/ ใส่ 着る/ กิโมโน 着物 
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練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ตี ๒ แลว้ ทาโรยงัทาํการบา้นอยู ่(ตี ๒ 午前 2時／การบา้น 宿題) 

2. คุณออกกาํลงักายทุกวนัหรือเปล่า (ออกกาํลงักาย 運動する／ทุกวนั 毎日) 

3. ทาน ๒ คน ๓ หม่ืนเยน แพงไปหน่อยนะ 

4. บา้นหลงัน้ีผมสร้างเองครับ (บา้น 家／หลงั [家の類別詞]～軒／สร้าง 建てる) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. このブラウスは 2 回も洗ったが，汚れはまだ残っている。（ブラウス เส้ือ ／汚れ รอย
เป้ือน／残る อยู,่เหลือ) 

2. 卒業してから，タイ語を使っていますか。（卒業する เรียนจบ ／使う ใช)้ 

3. 2 時間も待たないといけないですか。ちょっと長いですね。（待つ คอย ／ね นะ) 

4. 僕は車を自分で修理した。（修理する ซ่อม) 
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       第4 課 
 

  

 会話 

เคน็       - สวสัดีครับอาจารย ์

อาจารย ์- สวสัดีเคน็ เป็นไง สบายดีหรือ 

เคน็       - ผมสบายดีครับ อาจารยล่์ะครับ 

อาจารย ์- เร่ือย ๆ จะ้ เคน็อยูเ่มืองไทยมานานเท่าไรแลว้ 

เคน็       - ปีนึงแลว้ครับ 

อาจารย ์- กลบัไปเยีย่มบา้นท่ีญ่ีปุ่นบา้งหรือเปล่า 

เคน็       -ไม่ไดก้ลบัเลยครับ 

อาจารย ์- ไม่คิดถึงบา้นบา้งหรือ 

เคน็       - คิดถึงเหมือนกนัครับ 

 

   単語 

สบายดี     元気である 

เร่ือย ๆ  ぼちぼちである 

เยีย่ม  訪ねる 

คิดถึง  懐かしく思う，恋しく思う 

ไม่คดิถงึบ้านบ้างหรือ 
全然ホームシックになっていないんですか 
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   文法と表現 

 
4.1   「動詞（句）＋บ้างหรือเปล่า」「たまに～していますか」 

1. ใกลส้อบแลว้ คุณดูหนงัสือบา้งหรือเปล่า 

もうすぐ試験ですが，あなたはたまに勉強したりしていますか。 

2. คุณไปตรวจสุขภาพบา้งหรือเปล่า 

あなたはたまに健康診断に行っていますか。 

3. เขาพดูภาษาไทยบา้งหรือเปล่า 

彼女はたまにタイ語をしゃべっていますか。 

ใกล ้ 近い，近付いてくる，もうすぐ～/ สอบ 試験/ ดูหนงัสือ [試験のために]勉強す

る/ ตรวจ 検査する/ สุขภาพ 健康/ ตรวจสุขภาพ 健康診断をする 

 

4.2   「ไม่＋動詞（句）＋บ้างหรือ」「全然～していないのですか」 

1. คุณไม่ไดท้านขา้วตั้งแต่เชา้ใช่ไหม ไม่หิวบา้งหรือ 

あなたは朝からご飯を食べていないんですね。全然お腹が空かないのですか。 

2. คุณทานบะหม่ีเกือบทุกวนั ไม่เบ่ือบา้งหรือ 

あなたはほとんど毎日ラーメンを食べていますが，全然飽きないのですか。 
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3. หนาวขนาดน้ี คุณไม่ใส่โคท้ ไม่หนาวบา้งหรือ 

こんなに寒いのにコートを着ていないで，全然寒くないのですか。 

หิว お腹が空く/ บะหม่ี ラーメン / เบ่ือ 飽きる/ขนาดน้ี こんなに/ โคท้ コート 

 

4.3   「動詞（句）＋เหมอืนกนั」「少し～」 

全くない状態から見て「少し～」という意味で使われることもあれば，話し手の予想，

予測に反しているという意外性を表すこともある。 

1. ฉนัเคยใชมื้อซา้ยทานขา้วเหมือนกนั แต่ปกติใชมื้อขวา 

私は左手でご飯を食べることがたまにありますが，普通は，右手を使います。 

2. ฉนัเคยไปทานอาหารญ่ีปุ่นร้านนั้นเหมือนกนั 

私はあの店の日本料理を食べに行ったことが少しあります。 

3. เทียบกบัเม่ือวานน้ี วนัน้ีหนาวเหมือนกนันะ 

昨日と比べると，今日はちょっと寒いですね。 

มือซา้ย  左手/ มือขวา 右手 / เทียบ 比べる 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. คุณดูละครโทรทศันบ์า้งหรือเปล่า (ละคร ドラマ，劇) 

2. คุณไม่อยากใส่กิโมโนบา้งหรือ  
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3. ขนมปัง ผมทานเหมือนกนั แต่ปกติผมทานขา้ว(ขนมปัง パン) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. ときどき歯医者に行っていますか。（歯医者に行く ไปหาหมอฟัน) 

2.ハイヒールを履いて長く歩いて，足が痛くなったりしないのですか。（ハイヒールรองเทา้
ส้นสูง ／履く ใส่／長く歩く เดินนาน ๆ ／足 เทา้／痛い เจบ็) 

3. この靴はとても履き心地がいいですが，長く歩くと少し痛いです。（履き心地がいい ใส่
สบาย) 
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       第5 課 
 

  

 会話 

ดาํ  -  คุณเคน็ขบัรถเป็นไหมคะ 

เคน็-  เป็นครับ 

ดาํ  -  เคยขบัรถท่ีเมืองไทยไหมคะ 

เคน็-  ไม่เคยครับ ผมไม่มีใบขบัข่ีสากล ขบัรถท่ีเมืองไทยไม่ไดค้รับ 

ดาํ  -  งั้นเหรอคะ 

เคน็-  ครับ ถึงมีผมกไ็ม่กลา้ขบั    

ดาํ  -  ทาํไมล่ะคะ 

เคน็-  กลวัครับ 

 

   単語 

ขบัรถ     車を運転する 

ใบขบัข่ี  運転免許証 

สากล 国際の 

งั้นเหรอ  そうですか 

กลา้  勇気がある 

กลวั  怖い，怖がる 

ขบัรถเป็นไหม 
運転できますか 
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   文法と表現 

 
5.1   「動詞（句）＋เป็น」「～することができる」 

経験や訓練を重ねて，技術や方法が身に付き，うまく対応できるという意味で用いられ

る可能表現である。 

1. คอมพิวเตอร์แบบน้ีฉนัใชไ้ม่เป็น 

このタイプのパソコンは私は使えない。 

2. เคโกะทาํอาหารไทยเป็นหลายอยา่ง 

ケイコはたくさんのタイ料理を作れる。 

3. มะลิจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่นเป็น แต่โยโกะจดัไม่เป็น 

マリは日本の生け花ができますが，ヨウコはできません。 

คอมพิวเตอร์ パソコン/ แบบน้ี このタイプ/ หลายอยา่ง たくさんの種類/ จดัดอกไม ้
生け花をする/ จดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่น 日本の生け花をする 

 

5.2   「動詞（句）＋ได้」「～することができる」 

ある規準，条件，規則，常識からある行動の可不可が決まるという意味合いで用いられる

可能表現である。 

1. ถา้ไม่ใส่พริก ฉนัทานได ้

唐辛子を入れなければ，私は食べれます。 
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2. พดูภาษาญ่ีปุ่นไดแ้ค่น้ี ยงัเป็นล่ามไม่ได ้

この程度しか日本語を話せないのでは,まだ通訳者にはなれない。 

3. ท่ีน่ีจอดรถไม่ไดน้ะครับ 

ここでは車を止めてはいけないですよ。 

พริก 唐辛子/ แค่น้ี この程度 / ล่าม 通訳者/ จอด 止める 

 

5.3   「ถึง A ก ็B」「A であっても B をする」 

1. ถึงหนาว จิโรกท็านไอศกรีมทุกวนั 

寒くても，ジロウは毎日アイスクリームを食べる。 

2. งานยุง่มาก บางวนัถึงหิวกไ็ม่มีเวลาทานขา้วกลางวนั 

仕事がとても忙しいので，お腹が空いても昼ご飯を食べる時間がない日もある。 

3. ถึงยาหมดอายแุลว้ เขากท็าน 

お薬は使用期限が切れても，彼は飲む。 

ไอศกรีม アイスクリーム/ ยุง่ 忙しい / บางวนั ～する日がある/ ขา้วกลางวนั 昼食

/ หมดอาย ุ使用期限が切れる，消費期限が過ぎる 

 

5.4   「กล้า＋動詞（句）」「～する勇気がある」 

1. แถวน้ี ฉนัไม่กลา้เดินคนเดียวตอนกลางคืน 

この辺で，私は夜に一人で歩く勇気がない。 
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2. เขากลา้เถียงเจา้นาย 

彼は上司に口答えをする勇気がある。 

3. ยาพวกน้ีแรง ฉนัไม่กลา้ทาน 

これらの薬はきついので，私は飲む勇気がない。 

แถวน้ี  この辺/ กลางคืน 夜 / เถียง 口答えをする/ เจา้นาย 上司/ พวกน้ี これら

の/ แรง きつい，強い 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. คุณวาดรูปเป็นไหม(วาดรูป 絵を描く) 

2. เขาพดูภาษาลาวได ้แต่พดูภาษาไทยไม่ได ้(ลาว ラオス) 

3. ถึงมีเงินกซ้ื็อความสุขไม่ได(้ความสุข 幸福) 

4. ผมไม่กลา้ขบัรถบนถนนหิมะ(ถนนหิมะ 雪道) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. あなたはパソコンの修理をすることができますか。（修理する แก)้ 

2.  あなたの大学は，バイク通学できますか。（大学 มหาวทิยาลยั ／バイク มอเตอร์ไซค／์
バイク通学する ข่ีมอเตอร์ไซคไ์ปเรียน) 

3. ピアノを弾けますか。（ピアノ เปียโน／弾く ดีด) 

4. 好きではなくても，食べないといけないですよ。 
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5. 彼はいつも猛スピードで運転するので，彼が運転する車には私は乗る勇気がない。（猛

スピードで運転する ขบัรถเร็ว／乗る ข้ึน,นัง่) 
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       第6 課 
 

  

 会話 

ใหญ่ - คุณเคน็ ทานขา้วหรือยงัครับ 

เคน็ - กาํลงัจะไปทานครับ 

ใหญ่ -ไปทานคนเดียวหรือครับ 

เคน็ - ครับ 

ใหญ่ - ผมไปทานเป็นเพื่อนไหมครับ 

เคน็ - จริงหรือครับ ดีจงั ขอบคุณครับ 

ใหญ่ - คุณอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหม 

เคน็ - อยากทานผดัไทยครับ 

ใหญ่ - ถา้งั้นไปร้าน”ตาํนานไทย” ดีกวา่ ผดัไทยร้านนั้นอร่อย 

 

   単語 

เพ่ือน       友人 

พิเศษ  特別 

เป็นพิเศษ  特別に 

ผดัไทย [タイ料理]「パッタイ」というタイの焼きそば 

ถา้งั้น  そうすると，それなら 

กาํลงัจะไปทาน 
食べに行こうとしている 
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   文法と表現 

 
6.1   「動詞（句）＋หรือยงั」「～しましたか」 

する予定があったことやしないといけないことをすでにしたかどうかを質問する場合

に用いられる。また、「....แล้วหรือยงั」，「....แล้วยงั」，「....ยงั」といった表現もよく用い

られる。 

1. คุณจะไปโตเกียวพรุ่งน้ีใช่ไหม ซ้ือตัว๋ชินกนัเซ็นหรือยงั 

あなたは明日東京へ行くのでしょう。新幹線の切符は買いましたか。 

2. ๒ ทุ่มแลว้ หา้งปิดแลว้ยงั 

もう夜 8 時です。デパートはもう閉店しましたか。 

3. เคน็กลบัจากโรงเรียนยงัคะ 

ケンは学校から帰ってきましたか。 

ตัว๋ 切符/ ชินกนัเซ็น 新幹線/ ๒ทุ่ม 夜 8時/ หา้ง デパート/ กลบั 帰る 

 

6.2   「กาํลงัจะ＋動詞（句）」「～しようとしている，もうすぐ～」 

予定あるいは予測される動作，状態を表す。偶然や予想外の出来事を表す場合には用いら

れない。 

1. แบตมือถือฉนักาํลงัจะหมด 

私の携帯のバッテリーはもうすぐ切れる。 
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2. ตึกใหม่กาํลงัจะสร้างเสร็จ 

新しいビルはもうすぐ出来上がる。 

3. ดอกซากรุะกาํลงัจะบาน 

桜の花はもうすぐ咲く。 

แบต(เตอร่ี) バッテリー/ มือถือ 携帯電話 / หมด なくなる/ ตึก ビル/ ใหม่ 新し

い/ สร้าง 建設する/ เสร็จ 終わる，出来上がる/ ดอกซากรุะ 桜の花/ บาน 咲く 

 

6.3   「動詞（句）＋เป็นเพือ่น」「一緒に～する，付き合って～する」 

1. วนัอาทิตยน้ี์ถา้คุณไปซ้ือของ ฉนัจะไปเป็นเพื่อน 

今週の日曜日，あなたはお買い物に行くなら，私は付き合います。 

2. ฉนัไม่กลา้ใส่เส้ือแบบน้ีคนเดียว โยโกะใส่เป็นเพื่อนฉนัหน่อยนะ 

私はこのような服を一人で着る勇気がない。ヨウコちゃん付き合って着てね。 

3. ตอนกลางคืน นอนคนเดียวกลวัหรือ ฉนัไปนอนเป็นเพื่อนกไ็ด ้

夜，一人で寝ると怖いのですか。私が一緒に寝てもいいです。 

วนัอาทิตย ์ 日曜日/ นอน 寝る  

 

6.4   「動詞（句）＋อะไร....ไหม」「何か～ありますか」 

目的語として用いられる「ใคร 誰」「อะไร 何」「ท่ีไหน どこ」の構文に，「ใคร(....)ไหม」
「อะไร(....)ไหม」「ท่ีไหน(....)ไหม」，のように，疑問詞「ไหม」が伴われると，「疑問

詞(誰，何，どこ)＋か～をしますか（がありますか）」という意味合いを持つようになる。
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それらの疑問詞が主語として用いられる場合には，「มีใคร....ไหม」「มีอะไร....ไหม」「มี
ท่ีไหน....ไหม」のように，「มี」が先頭に来る。 

1. คุณจะชวนใครไปดว้ยไหม 

誰かを誘って行きますか。 

2. คุณอยากไปเท่ียวท่ีไหนไหม 

どこか遊びに行きたいところがありますか。 

3. คุณอยากฝากขอ้ความอะไรถึงเขาไหม 

彼に何か伝言したいことがありますか。 

4. มีใครเคยอ่านนิยายของนกัเขียนคนน้ีไหม 

誰かこの作家の小説を読んだ人がいますか。 

5. แผน่ดินไหวคราวก่อน บา้นคุณมีอะไรเสียหายไหม 

前回の地震で，あなたのお家で何か被害を受けたものがありますか。 

6. มีท่ีไหนเปิดสอนภาษาไทยใหค้นญ่ีปุ่นไหม 

どこか日本人にタイ語を教えているところがありますか。 

ชวน  誘う/ ฝากขอ้ความ 伝言する/ นิยาย 小説/ นกัเขียน 作家/ แผน่ดินไหว 地

震/ คราวก่อน 前回/ เสียหาย 被害を受ける/ เปิดสอน 開講する 
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練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. คุณส่งรายงานแลว้หรือยงั(ส่ง 提出する／รายงาน レポート) 

2. ผมกาํลงัจะไปถึงแลว้ อีก ๕ นาที (ถึง 着く) 

3. เสาร์หนา้นอ้งผมจะไปเล่นสกี ผมกจ็ะไปเล่นเป็นเพื่อนเขา(เสาร์หนา้ 来週の土曜日

／เล่นสกี スキーをする) 

4. ปีใหม่ปีน้ีคุณจะไปเท่ียวท่ีไหนไหม(ปีใหม่ 新年) 

5. มีใครเคยเห็นดาวตกไหม(ดาวตก 流れ星) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. あなたは旅券の更新をしましたか。（旅券 พาสปอร์ต／更新する ต่ออาย)ุ 

2.   電車はもうすぐ発車する（発車する、出発する ออก) 

3. 来週の金曜日一人で野球を見に行きますか。僕は付き合ってもいいですよ。（来週の金

曜日 วนัศุกร์หนา้／野球 เบสบอล) 

4. チャイさんに何か記念品として渡しますか。（記念品 ของท่ีระลึก／渡す ให)้ 

5. 5 月にどこか桜がまだ見られるところがありますか。（5月 เดือนพฤษภาคม) 
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       第7 課 
 

  

 会話 

ใหญ่ - เวลาอยากทานอาหารญ่ีปุ่น คุณจะไปทานท่ีไหนครับ 

เคน็ - ผมจะทาํเองครับ 

ใหญ่ - คุณทาํเป็นหรือครับ 

เคน็  - ทาํเป็นแต่อาหารง่าย ๆ ครับ 

ใหญ่ - คุณเอาเคร่ืองปรุงอาหารญ่ีปุ่นมาหรือครับ 

เคน็ -  ผมใหคุ้ณแม่ส่งมาใหค้รับ 

 

   単語 

ง่าย        簡単な 

เคร่ืองปรุง  調味料 

ส่ง  送る 

 

   文法と表現 

 
7.1   「เวลา A จะ B」「A をするときには，いつも（必ず，とかく）B」 

 A と B は習慣的な関係にある行動や出来事である。 

ทาํเป็นแต่อาหารง่าย ๆ  
簡単な料理しか作れない 
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1. เวลาทานบะหม่ี ชยัจะใส่พริกป่นเยอะ ๆ 

ラーメンを食べるとき，チャイはたくさん一味唐辛子を入れます。 

2. เวลาทานขา้วโยโกะจะใชมื้อขวา แต่เวลาเขียนหนงัสือจะใชมื้อซา้ย 

ご飯を食べるとき，ヨウコは右手を使うが，字を書くときは左手を使う。 

3. เวลามาเมืองไทย ทาคุยาจะพกัโรงแรมน้ี 

タイに来るとき，タクヤはこのホテルに泊まる。 

บะหม่ี ラーメン/ พริกป่น 一味唐辛子/ เยอะ [口語]たくさん/ หนงัสือ 文字，本/ 

พกั 泊まる/ โรงแรม ホテル 

 

7.2   「แต่＋名詞（句）」「～しかしない」 

 限定されている人や物などを表す語（句）の前に付ける。 

1. ทานแต่เน้ือกบัขนม ไม่ดีต่อสุขภาพนะ 

お肉とお菓子ばかり食べると，健康によくないよ。 

2. ใชแ้ต่ภาษาญ่ีปุ่น ไม่มีโอกาสใชภ้าษาไทยเลย 

日本語しか使っていない。タイ語を使う機会が全くない。 

3. ผมดูแต่รายการข่าว รายการอ่ืนไม่ดูครับ 

僕はニュースの番組しか見ていないです。他の番組は見ないです。 

เน้ือ 肉/ ขนม お菓子 / ระวงั 気をつける，注意する/ โอกาส 機会/ รายการ 番組/ 

ข่าว ニュース/ อ่ืน 他の 
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7.3   「AA（状態を表す語の反復）」「どちらかというと～の方，～っぽい」 

「A」といった状態を表す語は「AA」のように反復語になると，「AA」の意味は元の語（A）

の意味より曖昧になったり，軽くなったりする。 

1. ผูช้ายท่ีใส่กางเกงสีแดง ๆ คนนั้นคือคุณพอ่คุณหรือ 

その赤っぽいズボンを履いている男はあなたのお父さんですか。 

2. บา้นหลงัใหญ่ ๆ หลงันั้น เป็นบา้นนกัการเมือง 

あの大きな家は政治家の家です。 

3. ฉนัเห็นรถเลก็ ๆ  ๒-๓ คนัจอดอยูห่นา้บา้นคุณทาโร 

私は 2～3台の小さな車がタロウさんの家の前に停まっているのを見た。 

ผูช้าย  男/ นกัการเมือง 政治家/ เลก็ 小さい/ คนั [車の類別詞]～台/ จอด 止まる/ 

หนา้ ～の前  

 

7.4   「ให้＋（人）＋動詞（句）または文」「（人に）～させる，（人に）～してもらう」 

1. ทาโรใหห้มอตรวจสุขภาพทุกปี 

タロウは毎年お医者さんに健康診断をしてもらう。 

2. พอ่ใหแ้ม่ขบัรถไปรับท่ีสถานีทุกวนั 

父は毎日母に駅まで迎えに行ってもらう。 
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3. ฉนัใหน้อ้งไปซ้ือยา 

私は弟にお薬を買いに行かせた。 

ไปรับ 迎えに行く/ สถานี 駅 

 

 7.5    「動詞（句）＋ให้＋（人や動物等）」「（人や動物等に）～してあげる，（人や動

物等に）～してくれる/～してあげる，（人や動物等）のために～する」 

1. โยโกะลบกระดานใหอ้าจารย ์

ヨウコは先生のために黒板を消した。 

2. ทาคุยาเขียนแผนท่ีไปสถานทูตไทยใหม้ะลิ 

タクヤはマリのためにタイの大使館へ行く地図を描いた。 

3. ฮิโรชิซ่อมคอมพิวเตอร์ใหฉ้นั 

ヒロシは私にパソコンを修理してくれた。 

ลบ  消す/ กระดาน 黒板，板/ แผนท่ี 地図/ สถานทูต 大使館 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. เวลาขบัรถ เขาจะใส่แวน่กนัแดด(แวน่กนัแดด サングラス) 

2. ตอนอยูอ่เมริกา ผมทานแต่แฮมเบอเกอร์ (แฮมเบอเกอร์ ハンバーガー) 

3. รถสีเขียว ๆ คนันั้น รถใครคะ(สีเขียว 緑色) 
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4. มะลิใหพ้ี่ชายไปส่งท่ีสนามบิน(พ่ีชาย 兄／สนามบิน 空港) 

5. เขาวาดรูปน้ีใหฉ้นัเม่ือปีท่ีแลว้(วาดรูป 絵を描く／ปีท่ีแลว้ 昨年) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 海外へ行くときは旅券を持たないといけない。 

2.  私の父は大阪弁しか話せないです。（大阪弁 ภาษาโอซากา) 

3. あの白っぽい家はヤマダ先生の家です。 

4. 先生は学生に 10 冊の本を読ませた。（冊 เล่ม／読む อ่าน) 

5. 彼女はこの鞄を私に買ってくれた。（鞄 กระเป๋า) 
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       第8 課 
 

  

 会話：マリが運転しているときに電話が鳴った 

เคน็ - ฮลัโหล มะลิ 

มะลิ - ฮลัโหล เคน็ 

เคน็  - ตอนน้ีคุยโทรศพัทไ์ดห้รือเปล่า 

มะลิ - ตอนน้ีกาํลงัขบัรถอยู ่เด๋ียวโทรกลบัไดไ้หม 

เคน็  - โอเค 

20 分後 

มะลิ - ฮลัโหล เคน็ วา่ไง ....ตายแลว้....แบตทาํท่าจะหมด 

เคน็  -เหรอ งั้น คืนน้ีเราโทรมาใหม่ดีกวา่ 

มะลิ - เหรอ ...ขอโทษดว้ยนะ 

 

   単語 

คุย        しゃべる 

โทรกลบั  折り返し電話する 

วา่ไง  [対等以下の相手に]どうしたの？何かあったの？ 

ตายแลว้  大変！ 

คืนน้ี  今夜 

แบตทาํท่าจะหมด  
バッテリーがなくなりそう 
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   文法と表現 

 

8.1   「เดีย๋ว＋動詞（句）」「あとで～，すぐ～」 

1. โยโกะไปซ้ือของ เด๋ียวกลบั 

ヨウコはお買い物に行って，すぐ戻ってくる。 

2. คุณไปก่อน เด๋ียวฉนัตามไป 

あなたは先に行って，私もすぐ行きます。 

3. เด๋ียวเจอกนัท่ีสถานีนะ 

あとで駅で会いましょうね。 

ก่อน 先に/ ตามไป ついていく 

 

8.2   「ทาํท่าจะ＋動詞（句）」「～しそう」 

ある特定の人，動物，物事の具体的な様子や雰囲気から判断した「予想」を表す表現。 

1. ฝนทาํท่าจะตกตั้งแต่เชา้ 

朝から雨が降りそうです。 

2. วนัน้ีทาโรจามทั้งวนั ทาํท่าจะเป็นหวดั 

今日，タロウは一日中くしゃみをしていて，風邪を引きそうです。 
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3. ขโมยเห็นตาํรวจ ทาํท่าจะวิง่หนี 

泥棒は警察を見て，逃げ出しそうだった。 

จาม くしゃみをする/ ทั้งวนั 一日中 / ขโมย 泥棒，盗む/ ตาํรวจ 警察/ วิง่หนี 逃げ

出す 

 

8.3   「動詞（句）＋ใหม่」「～し直す，もう一度～する」 

1. เม่ือก้ีคุณพดูอะไร ฉนัไม่ไดย้นิ พดูใหม่ไดไ้หม 

さっき何て言った？ 私は聞こえなかった。もう一度言ってくれない？ 

2. ถุงเทา้ยงัสกปรกอยู ่ตอ้งซกัใหม่ 

靴下はまだ汚れているので，洗い直さないといけない。 

3. เม่ือวานน้ีทาํขา้วผดัปู ไม่อร่อย วนัน้ีจะทาํใหม่ 

昨日カニの焼き飯を作ったが美味しくなかった。今日は作り直します。 

เม่ือก้ี  先ほど/ ไดย้นิ 聞こえる/ ถุงเทา้ 靴下/ สกปรก 汚い，汚れる/ ซกั 洗濯す

る/ ขา้วผดัปู カニの焼き飯  

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. กาแฟเหรอ เด๋ียวทาน ทานขา้วก่อน(กาแฟ コーヒー) 

2. แมวทาํท่าจะจบัหนู (แมว 猫／จบั 掴む／หนู ネズミ) 

3. เพื่อนฉนัแต่งงานใหม่กบัพี่ชายคุณทาโร 
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Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 彼は 2 時間前に出かけましたので，もうすぐ着くでしょう。（2 時間前 2ชัว่โมงก่อน／

出かける ออก,ออกจากบา้น／着く ถึง) 

2.  桜の花が咲きそう。（桜の花 ดอกซากรุะ) 

3. この記事は書き直さないといけないでしょう。(記事 บทความ) 
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       第9 課 
 

  

 会話 

มะลิ - นึกวา่ใคร เคน็เอง จาํไม่ไดเ้ลย 

เคน็  - ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอ 

มะลิ - แต่งตวัหล่ออยา่งน้ีจะไปไหนเหรอ 

เคน็  - วนัน้ีเลิกงานแลว้ จะไปงานแต่งงานเพื่อน 

มะลิ - เหรอ นึกวา่มีนดักบัแฟน 

เคน็  -ถา้นดักบัแฟน จะแต่งใหห้ล่อกวา่น้ี 

 

   単語 

จาํ                  覚える 

แต่งตวั  着飾る 

หล่อ  格好いい 

เลิกงาน 仕事が終わる 

งานแต่งงาน 結婚式 

มีนดั デートがある 

แฟน 恋人 

นึกว่าใคร  
誰かと思った！ 
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   文法と表現 

 

9.1   「นึกว่า＋動詞（句），文」「～と思っていた」 

 現状や結果が思っていたのと違っていて，勘違いに気がついた時の驚いた気持ちを表す

表現である。 

1. วนัน้ีวนัเสาร์หรือ ฉนันึกวา่วนัอาทิตย ์

今日は土曜日ですか。日曜日だと思っていた。 

2. ผมนึกวา่เขาเป็นพนกังานบริษทัคุณ 

僕は彼があなたの会社の社員だと思っていた。 

3. ก่อนมาญ่ีปุ่น ฉนันึกวา่ดอกซากรุะบานทั้งปี 

日本に来る前に，私は桜の花が一年中咲くと思っていた。 

พนกังาน 社員/ ทั้งปี 一年中 

 

9.2   「名詞（句）＋เอง」「他の人（動物，物）ではなく～です」 

 先行する名詞が表す人（動物，物）を強調する。 

1. คนทาํอาหารพวกน้ีคือคุณเคโกะเองหรือ 

これらの料理を作った人はケイコさんですか。 
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2. กล่ินไหมม้าจากปลายา่งน่ีเอง 

焦げた匂いはこの焼き魚から来てたのか。 

3. เดก็คนน้ีลูกคุณเองหรือคะ น่ารักจงั 

この子はあなたのお子さんですか。すごく可愛いですね。 

กล่ิน 匂い/ ไหม ้焦げ / ปลายา่ง 焼き魚/ ลูก [親に対する]子供/ น่ารัก 可愛い 

 

9.3   「程度を表す語（句）＋เชียวหรือ(เหรอ)」 

 予想外，意外性のある出来事に対する驚きの感情を表す場合に用いられる。 

1. ค่าอาหารของนายกรัฐมนตรีวนัละ๑ แสนบาทเชียวเหรอ 

首相のお食事代は一日に１０万バーツもするんですか！ 

2. ครีมกนัแดดน้ี ขวดละ ๓ พนับาทเชียวหรือ 

この日焼け止めは，一本３千バーツもするんですか。 

3. กระเป๋าใบนั้นสวยขนาดนั้นเชียวหรือ 

その鞄はそんなにきれいですか。 

นายกรัฐมนตรี 首相/ ครีมกนัแดด 日焼け止めクリーム/ ขวด 瓶，[瓶の中身の類別詞]

～本 
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9.4   「A＋แล้ว＋B」「A をしてから B」 

1. เม่ือวานน้ีฉนัไปทาํวซ่ีาแลว้ไปซ้ือของมา 

昨日，私はビザの申請をしに行ってからお買い物をしてきた。 

2. ปิดเทอมหนา้ร้อนผมจะทาํงานพิเศษ แลว้จะไปเมืองไทยตอนปลายเดือนกนัยายน 

夏休み，僕はアルバイトをしてから，9月の下旬にタイへ行きます。 

3. ปกติทาโรจะวิง่ในสวน ๑ ชัว่โมง แลว้กลบับา้นทานขา้วเยน็ 

普通，タロウは公園で 1 時間ジョギングをしてから家に帰って晩ご飯を食べる。 

ทาํวซ่ีา ビザの申請をする/ ปิดเทอมหนา้ร้อน 夏休み/ งานพิเศษ アルバイト/ ปลาย
เดือน 下旬/ เดือนกนัยายน 9 月/ปกติ 普通/ วิง่ ジョギングする/สวน 公園/ขา้วเยน็ 晩御飯 

 

9.5   「A＋ให้＋B」「B という状態になるように A をする」 

 A は行動を表す動詞（句）であるが，Bは状態を表す語（句），または文である。目標と

する状態になるように，ある特定の行動を意図的に、積極的に行うことを表す表現である。 

1. วนัน้ีผมจะทาํส้มตาํใหอ้ร่อยกวา่เม่ือวานน้ี 

今日，僕は昨日よりソムタムを美味しく作ります。 

2. พรุ่งน้ีต่ืนใหเ้ชา้กวา่วนัน้ีหน่อยนะ 

明日，今日よりちょっと早く起きてね。 

3. แอปเป้ิลพวกน้ีตอ้งลา้งใหส้ะอาดก่อนทาน 

これらのリンゴは食べる前にきれいに洗わないといけないです。 
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ส้มตาํ [タイ料理]パパイヤサラダ/ พรุ่งน้ี 明日/ ต่ืน 起きる/ เชา้ 朝，早い/            

แอปเป้ิล リンゴ/ ลา้ง 洗う/ สะอาด 清潔な 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ฉนันึกวา่ผูห้ญิงคนนั้นคือภรรยาอาจารยท์านากะ(ผูห้ญิง 女性／ภรรยา 奥さん) 

2. คนพดูเร่ืองนั้น คือผมเองครับ (เร่ืองนั้น そのこと) 

3. เขาเคยอยูเ่มืองไทย ๒๐ ปีเชียวหรือ 

4. ลงจากรถไฟแลว้ตอ้งต่อรถเมลไ์ปอีก ๒๐ นาที 

5. เขียนใหส้วยกวา่น้ีไดไ้หม (เขียน 書く) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 後ろ（だけ）を見て，彼は女性だと思っていた。（後ろ ขา้งหลงั) 

2.  その家は（他の人ではなく）ヤマダ先生の家ですか。 

3. 彼の年収は 20 億もするんですか。(年収 รายไดต่้อปี) 

4. 普通，父はお風呂に入ってから晩御飯を食べる。 

5. もう少し早く歩いてください。(もう少し อีกหน่อย) 
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       第10 課 
 

  

 会話 

ใหญ่     - แกงเขียวหวานกบัตม้ยาํกุง้ คุณชอบอะไรมากกวา่กนั 

โยโกะ  - ฉนัชอบตม้ยาํกุง้มากกวา่ 

ใหญ่     - ทาํไมครับ 

โยโกะ  - ตม้ยาํกุง้มีรสเปร้ียวดว้ยค่ะ 

ใหญ่     - แสดงวา่คุณชอบอาหารรสเปร้ียว 

โยโกะ  - ค่ะ ฉนัชอบอาหารรสเปร้ียว ๆ เคม็ ๆ เผด็ ๆ ค่ะ 

 

   単語 

แกงเขียวหวาน                 [タイ料理]グリーンカレー「ゲーン・キオ―・ワ―ン」 

ตม้ยาํกุง้        [タイ料理]「トム・ヤム・クン」 

รส    味 

เปร้ียว   酸っぱい 

แสดง   表す 

เคม็   塩からい 

เผด็   辛い 

คุณชอบอะไรมากกว่ากนั  
どちらの方が好きですか 
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   文法と表現 

 

10.1   「動詞（句）＋อะไร(ใคร, ทีไ่หน) ＋状態や程度を表す語（句）＋กว่ากนั」ま

たは「อะไร(ใคร, ทีไ่หน) ＋動詞（句）＋กว่ากนั」「どちらの方が～ですか」 

 比較疑問文である。อะไร,ใคร,ท่ีไหน の部分は「類別詞＋ไหน」という言い方もある。 

1. รถเมลก์บัรถไฟ อะไรเร็วกวา่กนั 

รถเมลก์บัรถไฟ อยา่งไหนเร็วกวา่กนั 

- รถไฟเร็วกวา่ 

バスと電車では，どちらの方が早いですか。 

－ 電車の方が早いです。 

2. คุณทาโรกบัคุณอิชิโรใครพดูภาษาไทยเก่งกวา่กนั 

คุณทาโรกบัคุณอิชิโรคนไหนพดูภาษาไทยเก่งกวา่กนั 

- พดูเก่งทั้ง ๒ คน 

タロウさんとイチロウさんでは，どちらの方がタイ語を上手にしゃべりますか。 

－ 二人とも上手にしゃべります。 
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3. เกียวโตกบันารา คุณอยากไปเท่ียวท่ีไหนมากกวา่กนั 

เกียวโตกบันารา คุณอยากไปเท่ียวเมืองไหนมากกวา่กนั 

- ไม่อยากไปทั้ง ๒เมือง 

京都と奈良では，どちらの方へ遊びに行きたいですか。 

－ どちらも遊びに行きたくないです。 

4. วนัเสาร์กบัวนัอาทิตย ์คุณวา่งวนัไหนมากกวา่กนั 

- ไม่วา่งทั้ง๒วนั 

土曜日と日曜日では，どちらの方が空いていますか。 

－ どちらも空いていないです。 

รถเมล ์バス/ เมือง 町/ วา่ง 暇である，空く 

 

10.2   「名詞（句），動詞（句）＋ด้วย」「～も，～もする」 

 追加表現の一つ。 

1. ขนมหวาน ฉนัขอไอศกรีม และเคก้ดว้ยไดไ้หมคะ 

デザートは，アイスクリームをください。そして，ケーキもお願いできますか。 

2. ผมจะไปดูฟุตบอลท่ีบราซิล และจะไปหาเพื่อนท่ีอยูท่ี่นัน่ดว้ย 

僕はブラジルへサッカーを見に行って，そしてそこに住んでいる友達にも会いに行きま

す。 
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3. ลูกดิฉนัไอ และมีไขด้ว้ย 

私の子供は咳をしていて，熱もあります。 

ขนมหวาน デザート/ ไอศกรีม アイスクリーム / เคก้ ケーキ/ บราซิล ブラジル/  

ไอ 咳が出る/ ไข ้熱 

 

10.3   「A แสดงว่าB」「A は B の原因であることを表す」「きっと～からでしょう」 

 A と B は因果関係にあるだろうと思われる出来事を表す文または動詞（句）である。A

は Bの原因だと高い確率で推測される場合の表現である。 

1. คุณทาโรยงัมาไม่ถึง แสดงวา่รถติด 

タロウさんはまだ着いていない。きっと渋滞だからでしょう。 

2. อาหารเหลือมาก แสดงวา่ไม่อร่อย 

料理がたくさん残っている。きっと美味しくないからでしょう。 

3. ของใชคุ้ณโยโกะมีแต่สีฟ้า แสดงวา่คุณโยโกะชอบสีฟ้ามาก 

ヨウコさんの持ち物は青色ばかりです。きっと彼女は青色が大好きだからでしょう。 

เหลือ 残る/ ของใช ้持ち物/ สีฟ้า 青色，空色 

 

10.4   「AABB」「A であったり Bであったりする」「Aをしたり Bをしたりする」 

 A と B は動作や状態を表す語である。複数の行動を繰り返して行う，または複数の状態

の繰り返し，複数の状態が混じり合っていることを表す。「AABBCC」のように 3つ以上の語

からなる表現もある。 
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1. ไฟสีเขียว ๆ แดง ๆ เหลือง ๆ สวยมาก 

ネオンサインは緑であったり，赤であったり，黄色であったりして，とてもきれいです。 

2. เขาไป ๆ มา ๆ โตเกียวกบัโอซากา เดือนละหลายคร้ัง 

彼は月に何回も東京と大阪との間を行き来しています。 

3. ไม่ไดว้ิง่ตลอดระยะทาง ๕๐ กิโลหรอกค่ะ วิง่ ๆ หยดุ ๆ ตลอดทาง 

50 キロの距離をずっと走っていたのではなく，走ったり，止まったりしていた。 

คร้ัง 回/ ระยะทาง 距離/ วิง่ 走る/ ตลอด ずっと/ หยดุ 止まる 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ฟุตบอลกบัเบสบอล เดก็ญ่ีปุ่นชอบเล่นอะไรมากกวา่กนั- ชอบเล่นทั้ง ๒ อยา่ง
(ฟตุบอล サッカー／เบสบอล 野球) 

2. รูปน้ีกบัรูปนั้น รูปไหนชดักวา่กนั- ไม่ชดัทั้ง ๒ รูป (รูป 写真，絵／ชดั はっきり（映

っている) 

3. ทานแลว้ ลา้งจานดว้ย(จาน 皿) 

4. ไฟปิด แสดงวา่เขานอนแลว้(ไฟปิด 電気が消える) 

5. ยา ถา้คุณกิน ๆ หยดุ ๆ จะหายชา้นะคะ (หาย 治る／ชา้ 遅い) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. タロウとジロウでは，どちらの方が格好いいと思いますか。- 2 人とも格好いいです。
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（格好いい หล่อ) 

2. 昨年と今年では，どちらの方がより寒いですか。- 今年の方が寒いです。                          

（昨年 ปีท่ีแลว้／今年 ปีน้ี) 

3. タイ語と日本語では，どちらの方が易しいですか。- どちらも易しくないです。(易

しい ง่าย) 

4. サンドイッチを買いに行くの？お茶も買ってきてね。（サンドイッチ แซนวชิ／お茶 นํ้า
ชา) 

5. 彼の車が止まっている。きっと家に帰ってきたのでしょう。 

6. 朝から雨が降ったり止んだりしている。（朝から ตั้งแต่เชา้／止む หยดุ) 
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       第11 課 
 

  

 会話 

ใหญ่   - ฟุตบอลโลกคราวน้ี คุณวา่ประเทศไหนจะชนะเลิศ 

ทาโร  - ผมวา่น่าจะเป็นประเทศแถบอเมริกาใต ้

ใหญ่   - ผมวา่ประเทศแถบยโุรป 

ทาโร  - แลว้ประเทศแถบเอเชียล่ะ 

ใหญ่   - คงยากนะ อยา่งเก่งกแ็ค่รอบรอง(ชนะเลิศ) 

 

   単語 

ฟตุบอลโลก                  ワールドカップ 

วา่                  言う，非難する 

ชนะเลิศ     優勝する 

ประเทศแถบอเมริกาใต ้  南米の国 

ประเทศแถบยโุรป  ヨーロッパの国 

ประเทศแถบเอเชีย  アジアの国 

รอบรองชนะเลิศ  準決勝 

 

อย่างเก่งกแ็ค่รอบรองชนะเลศิ  
よくできても準決勝まで 
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   文法と表現 

 

11.1   「ว่า....」「～と思います」 

 意見を言う，求めるときに用いられる口語の表現である。 

1. คุณวา่นายกรัฐมนตรีจะลาออกไหม – ผมวา่ไม่ 

首相は辞任すると思いますか。－ しないと思います。 

2. คุณวา่คุณจิโรพดูภาษาไทยเก่งไหม – ผมวา่เขาพดูเก่งมากนะ 

ジロウさんはタイ語を上手に喋ると思いますか。 

－ 彼はとても上手に喋ると思いますよ。 

3. ฉนัวา่สีแดงไม่เหมาะกบัหอ้งน้ี 

赤色はこの部屋に合わないと思います。 

ลาออก 辞任する，辞職する/ เหมาะ 合う，相応しい/ หอ้ง 部屋 

 

11.2   「น่าจะ＋動詞（句）」「～するはずだ」 

 1. ทานยาน้ี ๓วนั น่าจะหาย 

このお薬を 3 日間飲んだら，治るはずだ。 

2. ๓ ทุ่มแลว้ หา้งน่าจะปิดแลว้ 

もう（夜の）9時になったので，デパートは閉店になったはずだ。 
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3. ผา้แบบน้ีสีไม่น่าจะตก 

このような布は色が落ちるはずがない。 

๓ ทุ่ม 夜の 9時/ ผา้ 布 / สีตก 色が落ちる 

 

11.3   「อย่าง A ก ็B」「A であっても B程度だ」 

 最大限の状態になっても予想される，または望まれる程度には及ばないことを表す。A

は最大限の状態を表す語（句），B は予想，望まれることより下回る程度を表す語（句）

である。 

1. รอไม่นานหรอกค่ะ อยา่งนานก็ ๑๐ นาที 

長く待たないですよ。長くても 10 分です。 

2. ลูกคา้ในร้านนอ้ยมาก  อยา่งมากกไ็ม่เกิน ๑๐ คน 

お店のお客さんが非常に少ない。多くても 10 人を超えない。 

3. ผลงานช้ินน้ี รางวลัโนเบลคงไม่ได ้อยา่งดีกร็างวลัซีไรท ์

この作品はノーベル賞は無理でしょう。よくてもシ―ライト賞だと思います。 

เกิน 超える/ ผลงาน 作品/ ช้ิน [作品の類別詞]～点/ รางวลัโนเบล ノーベル賞/ 

รางวลัซีไรท ์東南アジア作家賞 

 

11.4   「แค่＋程度を表す語（句）＋(เท่าน้ัน)」「～だけ，～程度」 

1. ฉนัช่วยอะไรเขาไม่ได ้ทาํไดแ้ค่ใหก้าํลงัใจเขาเท่านั้น 

彼女に対し何も助けることができない。出来ることは心の中で彼女を応援するだけ。 
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2. ฉนัไปซ้ือของ ขากลบัเหลือเงินในกระเป๋าสตางคแ์ค่ ๑๐๐ เยน 

私はお買い物へ行って，帰る時には財布にたった 100 円しか残っていなかった。 

3. ตอนแรก เสียภาษีบริโภคแค่ ๓ เปอร์เซ็นต ์

    最初は，消費税は 3％しか払わなかった。 

ช่วย 助ける/ ใหก้าํลงัใจ 応援する/ ขากลบั 帰り/ กระเป๋าสตางค ์財布/ เสีย 払う/ 

ภาษีบริโภค 消費税/ เปอร์เซ็นต์ パーセント 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ฉนัวา่เธอเป็นดาราท่ีแสดงเก่งท่ีสุดในโลก(ดารา 女優／แสดง 演技する／ท่ีสุดใน
โลก 世界で一番) 

2. ตวัหนงัสือใหญ่ขนาดน้ี ไม่น่าจะมองไม่เห็น (ตวัหนงัสือ 文字／มองเห็น 見える) 

3. ผูโ้ดยสารจะเอากระเป๋าข้ึนเคร่ืองบินไดอ้ยา่งมากก ็๒๐ กิโล(ผูโ้ดยสาร 乗客) 

4. ค่าอาหารแค่วนัละ ๑๐๐๐ เยน(ค่าอาหาร 食事代) 

5. นางแบบคนน้ีผอมมาก นํ้าหนกัอยา่งมากกแ็ค่ ๔๐ กิโล (นางแบบ モデル／นํ้าหนกั 
体重) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 彼女は国のリーダーとして最も相応しくないと思う。（リーダーผูน้าํ／最も ท่ีสุด／最

も～ない ไม่....เลย／～として相応しい เหมาะท่ีจะเป็น....) 

2.  これぐらいの音量で聞こえるはずです。（これぐらい ขนาดน้ี／音量 เสียงดงั) 
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3. タイ語を勉強する学生は多くても 1年に 20 人です。 

4. 彼はとても忙しい。一日にたった 3時間しか寝られない。（忙しい ยุง่) 

5. このような車は安いです。高くても 1台 100 万を超えない。 
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       第12 課 
 

  

 会話 

เคน็   - เม่ือวานน้ีผมไปสอบวดัระดบัความสามารถภาษาไทยมา 

มะลิ  - มีคนสอบมากไหม 

เคน็   - มากเหมือนกนั 

มะลิ  - ขอ้สอบยากไหม 

เคน็   - ไม่ค่อยยากเท่าไร 

มะลิ  - รู้ผลหรือยงั 

เคน็   - ยงั ตอ้งอีกสองอาทิตย ์ถึงจะรู้ผล 

 

   単語 

สอบวดัระดบัความสามารถ            能力検定試験 

ขอ้สอบ                  試験問題 

รู้     知る，分かる 

ผล    結果 

รู้ผล    結果が分かる 

 

ไม่ค่อยยากเท่าไร  
そんなに難しくなかった 
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   文法と表現 

 

12.1   「ม＋ี文」「～がいる（ある）」 

 英語の「there is(are)＋文」と同じ意味で用いられるが，後続する文の主語は「ポチ」，

「タロウ」，「ヤマダさんの家」といった特定して，指示された名詞（句）ではなく，「犬」，

「人」，「家」などのような不特定の名詞（句）である。 

1. ในสวนมีเดก็วิง่เล่นอยู ่๓-๔ คน 

公園では，走って遊んでいる子供が 3～4人いる。 

2. หนา้สถานี มีร้านขายหนงัสืออยู ่๒ ร้าน 

駅の前に，本屋が 2 軒ある。 

3. บนตน้ไมริ้มถนน มีนกเกาะอยูห่ลายสิบตวั 

道端の木の上に，留まっている鳥が何十羽もいる。 

วิง่เล่น 走って遊ぶ/ บน ～の上/ ตน้ไม ้木/ ริมถนน 道端/นก 鳥/ เกาะ 留まる 

 

12.2   「ไม่ค่อย＋動詞（句）＋เท่าไร」「そんなに～ない」 

 現状が予想したほどではないことを表す。 

 1. นิยายเล่มน้ีไม่ค่อยสนุกเท่าไร 

この小説はそんなに面白くないです。 
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2. ภาษาไทยไม่ค่อยยากเท่าไร 

タイ語はそんなに難しくないです。 

3. แถวน้ีหิมะไม่ค่อยตกเท่าไร 

 この辺は，雪がそれほど降らなかった。 

นิยาย 小説/ หิมะ 雪 

 

12.3   「อกี＋量または時間・期間の単位を表す語（句）」「あと～」 

1. อีก ๓๐ นาที เคร่ืองบินจะออกแลว้ 
あと 30 分で，飛行機が出る。 

2. ผมตอ้งเรียนไปอีกอยา่งนอ้ย ๓ ปี 
僕は少なくともあと 3年勉強しないといけない。 

3. อยากหยดุงานอีก ๑๐วนั 
あと 10 日間お仕事を休みたいです。 

เคร่ืองบิน 飛行機 

 

12.4   「A＋ถึงจะ＋B」「A をしたら B という結果になる」 

 A[動詞（句）または文]が表す条件が満たされるなら，B[動詞（句）]が表す結果になる。 

1. นกัมวยคนนั้นตอ้งลดนํ้าหนกัอีก ๒ กิโล ถึงจะชกได ้

そのボクサーはボクシングの試合ができるために，あと 2 キロ減量しないといけない。 
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2. คุณตอ้งเรียนใหไ้ดอี้ก 30 หน่วยกิต ถึงจะจบ 

あなたは，卒業するためにあと 30 単位をとらないといけない。 

3. ตอ้งปิดไฟถึงจะมองเห็น 

   見えるように，電気を消さないといけない。 

นกัมวย ボクサー/ ลดนํ้าหนกั 減量する/ ชก ボクシングの試合をする/  หน่วยกิต 単位 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ท่ีป้ายรถเมลมี์คนยนืรอรถเมลอ์ยู ่ ๔-๕  คน(ยนื 立つ) 

2. เขาพดูเร็วมาก ฉนัฟังไม่ค่อยรู้เร่ืองเท่าไร (เร็ว 早い／รู้เร่ือง 分かる) 

3. ทานกาแฟอีกถว้ยไหมคะ(กาแฟ コーヒー／ถว้ย カップ，［カップに入れているものの

類別詞］～杯） 

4. ผมตอ้งลดนํ้าหนกัอีกอยา่งนอ้ย ๒ กิโล ถึงจะใส่กางเกงตวัน้ีได(้ใส่ 履く) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 飛行機には，乗客が 222 人いる。 

2.  このブラウスは 3万円もするんですが，生地はそんなに良くないです。 

3. あと 20 分寝させてください。 

4. 彼が理解できるために，私は 3回も説明しないといけなかった。（説明する อธิบาย) 
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       第13 課 
 

  

 会話 

 

เคน็   - ไดย้นิวา่ วยัรุ่นชอบไปตดัผมท่ีร้าน “เท่ห์จงั” กนัมาก 

ใหญ่  - ครับ 

เคน็   - คุณเคยไปตดัร้านนั้นไหม 

ใหญ่  - เคยครับ 

เคน็   - เป็นไงบา้ง 

ใหญ่  - กดี็ครับ 

เคน็   - ตอ้งจองใช่ไหม 

ใหญ่  - ครับ ผมจองล่วงหนา้ ๓ อาทิตย ์

เคน็   - โห...ตั้ง ๓ อาทิตยเ์ชียวเหรอ 

ใหญ่  - ครับ 
    
単語 

วยัรุ่น               若者 

จอง    予約する 

ตั้ง ๓ อาทติย์เชียวหรือ  
3 週間もするんですか 
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ล่วงหนา้    前もって 

อาทิตย ์   週，週間 

 

   文法と表現 

 

13.1   「ได้ยนิว่า＋文または動詞（句）」「～だそうです，～するそうです」 

1. ไดย้นิวา่ตอนน้ีท่ีญ่ีปุ่นหิมะตกหนกัใช่ไหมครับ 

今，日本では大雪だそうですね。 

2. ไดย้นิวา่ทุเรียนเป็นเจา้แห่งผลไม ้จริงไหมคะ 

ドリアンは果物の王様であるそうですが，本当ですか。 

3. ผมไดย้นิวา่นายกรัฐมนตรีคนน้ีล้ีภยัไปประเทศญ่ีปุ่น 

この首相は日本に亡命したそうです。 

หนกั 重い，強い/ ตกหนกั たくさん降る/ ทุเรียน [果物]ドリアン/ เจา้ 王/ เจา้แห่ง
ผลไม ้果物の王様/ ล้ีภยั 亡命する 

 

13.2   「動詞（句）＋กนั」「（複数の動作主が）～する，～しあう」 

 複数の動作主が同じ場所で，同じ行動をすることを表す。 

 1. เลิกงานแลว้ คุณเคน็กบัคุณใหญ่เล่นเทนนิสกนัทุกวนั 

毎日，仕事が終わってから，ケンさんとヤイさんはテニスをする。 
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2. พี่นอ้งสองคนน้ีทะเลาะกนับ่อย 

この二人の兄弟はよく喧嘩する。 

3. เราคุยกนัเร่ืองสถานท่ีไปเท่ียว แต่ยงัไม่ไดต้กลงกนัเร่ืองวนั 

 我々は遊びに行く場所のことを話し合ったが，日にちについてはまだ決めていない。 

เล่นเทนนิส テニスをする/ พ่ีนอ้ง 兄弟，姉妹/ ทะเลาะ 喧嘩する/ คุย 話す，しゃべ

る/ เร่ือง ～について/ สถานท่ี 場所/ ตกลง 決める，合意する/ วนั 日にち 

 

13.3   「ก＋็状態を表す語（句）」「まあ～だけど」 

 ある出来事などに対する，あまり積極的に評価しない態度を示す場合に用いられる。 

1. ลูกนอ้งของคุณคนน้ีทาํงานดีไหม – กดี็ 

あなたのこの部下はお仕事がよくできますか。－まあ，よくできるけど。 

2. มะลิทาํอาหารอร่อยไหม- กอ็ร่อย 

マリが作った料理は美味しかったか。－ まあ，美味しかったけど。 

3. ลูกสาวอาจารยย์ามาดะสวยไหม- กส็วย 

ヤマダ先生のお嬢さんはきれいですか。－ まあ，きれいですけど。 

ลูกนอ้ง 部下 
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13.4   「ตั้ง＋数量，単位を表す語（句）」「～も」 

 予想していた数量や単位より上回ることを表す。 

1. มีคนรออยูห่นา้หอ้งนํ้าตั้งเกือบ ๓๐ คน 

トイレの前にほぼ 30 人の人が待っている。 

2. นกัเบสบอลคนน้ีมีรายไดปี้ละตั้ง ๒ พนัลา้นเยน 

この野球選手の収入は 1 年に 20 億円もある。 

3. เขาสูบบุหร่ีวนัละตั้ง ๘๐ มวน 

   彼は１日に煙草を 80 本も吸う。 

หอ้งนํ้า お手洗い/ รายได้ 収入/ สูบ 吸う/  บุหร่ี 煙草/  มวน[煙草の類別詞]～本 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ไดย้นิวา่ปีหนา้จะมีหา้งเปิดใหม่แถว ๆ น้ี ใช่ไหมคะ 

2. เขาเพิ่งแต่งงานกนัเม่ือเดือนท่ีแลว้ (เดือนท่ีแลว้ 前月) 

3. อาจารยย์ามาดะสอนดีไหม – กดี็(สอน 教える) 

4. บริษทัน้ีพนกังานไดห้ยดุพกักลางวนัตั้ง ๒ ชัว่โมง(พนกังาน 社 員 ／หยดุพกั
กลางวนั 昼休みをとる) 
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Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 彼は 1日に 15 時間も寝る。 

2.  学生は大きな声でしゃべっていたので，先生が怒った。（大きな声 เสียงดงั／怒る

โมโห) 

3. あそこの海はきれいですか。－まあ，きれいですけど。（海 ทะเล) 

4. 先月彼は休暇を 20 日間もとった。（休暇をとる ลาหยดุ) 
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       第14 課 
 

  

 会話 

มะลิ - วนัก่อนเจอเพ่ือนสมยัอยูม่หาวทิยาลยั เขาบอกวา่ไปทาํ            

ศลัยกรรมหนา้มา 

ซากรุะ - เหรอ สวยข้ึนไหม 

มะลิ     - สวยข้ึนมากจนฉนัจาํไม่ได ้

ซากรุะ - เหรอ 

มะลิ     - ใช่ เห็นแลว้อยากไปทาํมัง่ 

ซากรุะ - อยา่ทาํเลย หนา้ตอนน้ีก็สวยดีอยูแ่ลว้ 

มะลิ     - จริงเหรอ 

ซากรุะ - จริงซี 

 

   単語 

สมยั               時代，時 

ศลัยกรรม    整形，手術 

หนา้   顔 

จาํ   覚える，分かる 

อยากไปทาํมัง่  
私も同じようにしたくなった 
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   文法と表現 

 

14.1   「A จน B」「Bになったほど A」，「あまりにも Aなので，Bになった」 

 A は程度の高い出来事または行動を表す動詞（句）または文であり，B は A によって引

き起こされる出来事を表す語(句)または文。 

1. เดก็คนนั้นทานมากจนปวดทอ้ง 

その子はあまりにも食べすぎたので，お腹が痛かった。 

2. อาจารยพ์ดูเร็วมากจนฉนัฟังไม่ทนั 

先生はあまりにも早くしゃべったので，私は聞き取れなかった。 

3. ส้มตาํเผด็มากจนไม่มีใครทานได ้

パパイヤサラダは，誰も食べられなかったほどとても辛かった。 

ปวดทอ้ง お腹が痛い/ ฟังไม่ทนั 聞き取れない/ ส้มตาํ [タイ料理]パパイヤサラダ「ソム

タム」/ เผด็ 辛い 

 

14.2   「A＋แล้ว＋B」「A をしたら，B」 

B は A によって引き起こされる状態または結果である。A と B は動詞（句）または文であ

る。 

 1. ทายาแลว้จะหายคนั 

お薬を塗ったら，痒みが治る。 
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2. ผมไปทานอาหารร้านน้ีแลว้ติดใจ 

僕はこの店の料理を食べに行ったら，病みつきになった。 

3. ดูรูปน้ีแลว้คิดถึงตอนเรียนอยูม่หาวทิยาลยั 

 この写真を見たら，大学で勉強していた時のことを懐かしく思い出す。 

ทา 塗る/ คนั 痒い/ ติดใจ 病みつきになる/ รูป 写真/ คิดถึง 懐かしく思う 

 

14.3   「動詞（句）＋บ้าง(มัง่)」「～と同じように～する」 

 人の行動の真似をすることを述べる表現。多くの場合，動詞（句）の前に ก็ を付ける。

口語では บา้ง より มัง่ の方がよく用いられる。 

1. ทาคาชิซ้ือรถใหม่ ทาคุยากซ้ื็อรถใหม่บา้ง 

タカシは新しい車を買ったので，タクヤも同じように新しい車を買った。 

2. เพื่อนฉนัไปเรียนต่อท่ีองักฤษ ฉนักอ็ยากไปเรียนต่อท่ีองักฤษมัง่ 

私の友達はイギリスへ留学するので，私も同じようにイギリスへ留学したくなった。 

3. คุณทานขา้วผดัปูหรือครับ งั้นผมกท็านมัง่ 

あなたはカニの焼き飯を食べるんですか。そしたら，僕も（同じように）食べます。 

เรียนต่อ 留学する/ ขา้วผดัปู カニの焼き飯/ งั้น そうしたら 
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14.4   「อย่า＋動詞（句）＋เลย」「～をしないで」 

 相手がしようとしている行動を止めるときに用いる表現である。 

1. [何かを買おうとしている相手に] อยา่ซ้ือเลย กระเป๋าเตม็แลว้ไม่ใช่หรือ 

買わないで。鞄はもういっぱいなんじゃないの？ 

2. [香水をつけようとしている相手に]นํ้าหอมยีห่อ้น้ี อยา่ใส่เลย กล่ินแรงมาก 

このブランドの香水は付けないでください。においが非常にきついからです。 

3. [テレビを見ようとしている相手に] ดึกแลว้ อยา่ดูเลย พรุ่งน้ีตอ้งต่ืนเชา้ไม่ใช่เหรอ 

  もう遅いから，見ないで。明日は朝早く起きないといけないんじゃないの？ 

เตม็ いっぱい/ นํ้าหอม 香水/ ยีห่อ้ ブランド/ ใส่ つける/ กล่ิน におい/ แรง 強い，

きつい/ กล่ินแรง においがきつい/ ดึก [夜]遅い/ ต่ืน 起きる 

 

14.5   「動詞（句）＋อยู่แล้ว」「すでに～している」，「元々～している（である）」 

1. อร่อยอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งปรุง(รส)กไ็ด ้

元々味がいい（おいしい）から，味を付けなくてもいい。 

2. สั้นอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งตดัหรอก 

すでに短いので，切らなくてもいいよ。 

3. คุณกรู้็อยูแ่ลว้ไม่ใช่หรือวา่ เขาชอบมาสาย 

  彼はよく遅刻するということをあなたもすでに知っているんじゃないですか。 

ปรุง(รส) 味を付ける/ สั้น 短い/ ตดั 切る/ มาสาย 遅刻する 
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14.6   「動詞（句）＋ซี」「もちろん～ですよ」 

1. คุณบอกวา่นกัการเมืองคนน้ีนิสยัไม่ดี คุณรู้จกัเขาหรือ- รู้จกัซีครับ 

この政治家の性格はよくないと言ったけど，彼を知っているの? 

- もちろん，知っているよ。 

2. กางเกงสีเขียวเขา้กนัดีกบัเส้ือสีแดง จริงหรือ- จริงซีคะ 

緑色のズボンは赤色のシャツとよく合うのは本当？- もちろん，本当ですよ。 

3. อาหารมากยงัง้ี คุณจะทานหมดหรือ – หมดซีคะ 

  料理がこんなに多かったら，全部食べられますか。- もちろん，全部食べられますよ。 

นกัการเมือง 政治家/ นิสยั 性格/  รู้จกั 知る/ เขา้กนัดีกบั....～と合う，～と相性がいい 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ซูโม่ตวัใหญ่มากจนเขา้หอ้งนํ้าบนเคร่ืองบินไม่ได(้ซูโม่ 力士，相撲取り／ตวัใหญ่ 体

が大きい) 

2. ถึงสนามบินแลว้โทรถึงฉนัดว้ยนะ (สนามบิน 空港／โทรถึง.... ～（人）に電話をす

る) 

3. มหาวทิยาลยัเอกชนสอนวนัหยดุ   มหาวทิยาลยัของรัฐกจ็ะสอนวนัหยดุบา้ง
(มหาวทิยาลยัเอกชน 私立大学／วนัหยดุ 祝日／มหาวทิยาลยัของรัฐ 国立大学) 

4. ขนมพวกน้ี แคลอร่ีสูง อยา่ทานเลย คุณอยากผอมไม่ใช่หรือ(ขนม お菓子／แคลอร่ี 
カロリー／แคลอร่ีสูง カロリーが高い) 
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5. ปกติผมเดินไปมหาวทิยาลยัอยูแ่ลว้    ถึงรถเมลก์บัรถไฟสไตร๊ค ์   ผมกไ็ป
มหาวทิยาลยัได ้ไม่มีปัญหาครับ(สไตร๊ค ์ ストライキをする／ปัญหา 問題) 

6. คุณแน่ใจหรือครับวา่เขาเก่งภาษาไทย – แน่ใจซีครับ(แน่ใจ 確信する) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 私は眠れなかったほどとても暑かった。（眠れない นอนไม่หลบั) 

2.  体重があと 5 キロ減ったら，あなたはこのズボンを履けるようになるでしょう。（体

重 นํ้าหนกั／あと～อีก....／減る ลดลง／ズボン กางเกง) 

3. ヒロシはタクヤが髪の毛を緑色に染めているので，同じように染めたいと思っている。

(染める ยอ้ม／髪の毛 ผม) 

4. もう遅いので，歩かないで。タクシーで行きましょう。（[夜]遅い ดึก) 

5. あなたの歯はもうきれいだから，矯正する必要がないですよ。(歯 ฟัน／歯を矯正する 

ดดัฟัน) 

6. 店員に騙されたのに，あなたは怒らなかったの？- もちろん，怒ったよ。 (店員 

คนขาย／騙す หลอก／怒る โมโห) 
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       第15 課 
 

  

会話 

มะลิ     -   ไปดูหนงัเร่ือง”สวสัดีกรุงเทพฯ” มาหรือยงั 

ซากรุะ -  ยงัเลย มะลิไปดูมาแลว้เหรอ 

มะลิ     -   ไปดูมาเม่ือวานน้ี 

ซากรุะ  -    เรากว็า่จะไปดู แต่ไม่มีเวลาสกัที 

มะลิ      -   ไม่ตอ้งไปดูกไ็ด ้

ซากรุะ  -   ทาํไมล่ะ 

มะลิ     -   ไม่สนุกเลย ไปดูมาเสียเวลาเปล่า 

 

   単語 

หนงั              映画 

เร่ือง    こと，事件，出来事，～について，[映画の類別詞]～本 

เวลา   時間 

สนุก   面白い，楽しい 

เสียเวลา   時間がかかる，時間の無駄である 

 

ไม่มเีวลาสักท ี
なかなか時間がない 
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   文法と表現 

           

15.1   「ว่าจะ ＋ 動詞（句）」「～をするつもりだ」，「～をするつもりですが，～」 

 意思や予定を表す場合に用いられたり，意思や予定の通りになっていない現状を表す場

合にも用いられる。 

1. จบมหาวทิยาลยัแลว้ ชุนวา่จะไปหางานทาํท่ีเมืองไทย 

卒業してから，シュンはタイへ行って就職活動をするつもりです。 

2. ผมวา่จะเลิกทานเหลา้ตั้งหลายคร้ังแลว้ 

僕は何度もお酒をやめようと思ったんですが。 

3. ฉนัอยากผอม เลยวา่จะไม่ทานช็อคโกแลต็และขนมหวานตั้งแต่พรุ่งน้ี  

私は痩せたいので，明日からチョコレートと甘いお菓子を食べないつもりです。 

จบ 卒業する，終わる/ หางาน(ทาํ) 就職活動をする/ เลิก 止める/ เหลา้ 酒/ ผอม 
痩せる/ ช็อคโกแลต็ チョコレート/ ขนมหวาน 甘い物，甘いお菓子 

 

15.2   「ไม่＋動詞（句）＋สักท」ี「なかなか～ない」 

なかなか期待通りに行かない，または目標に簡単に辿り着かないことを表す。 

 1. ฉนัรอรถเมลม์าหน่ึงชัว่โมงแลว้ ไม่มาสกัที 

私がバスを待って 1 時間になったが，なかなか来ない。 
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2. กินยามา ๔ ปีแลว้ ยงัไม่หายสกัที 

お薬を飲みはじめて 4年になりましたが，なかなか治らない。 

3. ถนนสายน้ีซ่อมมาหลายเดือนแลว้ ไม่เสร็จสกัที 

 この道路は，工事を始めて数カ月になったが，なかなか完成しない。 

ถนน 道路/ สาย [道路の類別詞]～本/ ซ่อม 修理する，（道路の）工事をする/ เสร็จ 完

成する 

 

15.3   「動詞（句）＋เปล่า」「～して，無駄になる」，「～して，～がもったいな

い」 

 ある行動を積極的に行ったが，その効果や結果が期待通りにならず，その行動が無駄に

なったことを表す。 

1. หนงัสือเล่มน้ีไม่ดีเลย ฉนัซ้ือมาเสียเงินเปล่า 

この本は全然よくなかった。私は買ったが，お金がもったいなかった。 

2. อยา่รอเลย เสียเวลาเปล่า กลบับา้นกนัดีกวา่ 

待たないで。時間が無駄です。家に帰った方がいいです。 

3. โรคน้ีหายเองได ้ซ้ือยามาทาน เสียค่ายาเปล่า 

この病気は自然に治る。お薬を買って飲んでも，お薬代がもったいないです。 

โรค 病気/ ค่ายา 薬代 
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練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ซากรุะวา่จะแต่งชุดไทยไปงานแต่งงานของเพื่อน(ชุดไทย タイの衣装／แต่งชุดไทย 

タイの衣装を着る) 

2. เม่ือวานน้ีผมวา่จะไปต่อพาสปอร์ต แต่ฝนตก เลยไม่ไดไ้ป (ต่อพาสปอร์ต 旅券の更

新をする) 

3.   เดือนเมษายนแลว้ ยงัไม่หายหนาวสกัที 

4. อาหารร้านน้ีไม่อร่อยหรอก ไปทานเสียเงินเปล่า 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 明日，私は朝早く起きるつもりです。（朝早く แต่เชา้) 

2.  彼と付き合うのを何度か止めようと思ったが。（付き合う คบ／止める เลิก) 

3. チャイは日本語を勉強してからもう 2年になりましたが，なかなか上手に話せない。 

4. 今日はまた負けた。見に行って，時間が無駄だった。（負ける แพ／้また～した....อีก
แลว้) 

78



 

79 

 

 

 

       第16 課 
 

  

会話 

มะลิ - มอเตอร์ไซคเ์ป็นอะไรหรือเคน็ 

เคน็  - เป็นอะไรกไ็ม่รู้ สตาร์ทเท่าไรกไ็ม่ยอมติด 

มะลิ - เคร่ืองเสียหรือเปล่า มอเตอร์ไซคค์นัน้ีรถมือสองใช่ไหมล่ะ 

เคน็  - แต่เพิ่งซ้ือมาไดเ้ดือนเดียวเองนะ 

มะลิ - เอาไปซ่อมซี 

เคน็  - เออ...เยน็น้ีวา่จะเอาไปซ่อม 

 

   単語 

มอเตอร์ไซค ์           バイク 

เป็นอะไรกไ็ม่รู้    どうしたか分からない 

สตาร์ท     （エンジンを）かける 

สตาร์ท....ติด    （エンジンが）かかっている 

เคร่ือง    エンジン，機械 

เสีย      故障する 

มือสอง     中古の 

เอาไปซ่อมซี 
修理に持っていったらどうですか 
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ซ่อม    修理する 

เยน็น้ี    今晩 

   

   文法と表現 

           

16.1   「A    เท่าไรกไ็ม่ B」「いくら A をしても B にならない」 

 A は積極的な行動を表す動詞（句）または文であり，B は目標や目的を表す動詞（句）

である。いくら努力しても，思い通りの結果にならないことを表す。 

1. เผด็มาก ทานนํ้าเท่าไรกไ็ม่หายเผด็ 

非常に辛かったので，いくら水を飲んでも辛さが消えない。 

2. ผมเตือนเขาเท่าไร เขากไ็ม่ฟัง 

僕がいくら彼に注意しても，彼は聞かない。 

3. ฉนัไม่รู้วา่วางไวท่ี้ไหน หาเท่าไรกไ็ม่เจอ 

私は（それを）どこに置いたのか分からなくて，いくら探しても見付からなかった。 

เตือน 注意する，警告する/ ฟัง 聞く/ วาง 置く/ หา 探す/ เจอ 見付かる 

 

16.2   「ยอม＋動詞（句）」「（～に従って），～をする」 

依頼，強制などの言動といった働きかけに従って，ある行動を行う場合に用いる。それら

の働きかけに従わない場合は，「ไม่ยอม＋動詞（句）」を用いる。 
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 1. หมอบอกใหพ้อ่เลิกสูบบุหร่ี แต่พอ่ไม่ยอมเลิก 

お医者さんは父に煙草をやめるように言ったが，父はなかなか止めない。 

2. นายกรัฐมนตรีไม่ยอมลาออกตามคาํเรียกร้องของประชาชน 

首相は国民の要求に従わず，辞任しない。 

3. นกัศึกษาทุกคนยอมใส่เคร่ืองแบบตามกฎของมหาวทิยาลยั 

 学生は皆，大学の規則に従って，制服を着る。 

ลาออก 辞任する，辞職する/ คาํเรียกร้อง 要求/ ประชาชน 国民/ เคร่ืองแบบ 制服/ 

กฎ 規則 

 

16.3   「เพิง่＋A＋มาได้＋B」「A をしてからたった B である」 

 A はある行動を表す動詞（句）であり，Bは数量や時間がわずかであることを表す語（句）

である。その行動を始めてからまだあまり時がたっていないことを表す。 

1. เขาเพิ่งเรียนภาษาไทยมาได ้๓ วนั  

彼はタイ語を勉強し始めて，たった 3日間しか経っていない。 

2. โรงแรมน้ีเพิ่งเปิดมาได ้๒ เดือน 

このホテルはオープンしてから，まだ 2カ月しかない。 

3. แม่เพิ่งทานขา้วได ้๑ คาํ ตอ้งกลบัไปทาํงานต่อ 

母はまだ一口しかご飯を食べていないのに，もどってお仕事を続けないといけなかった。 

โรงแรม ホテル/ คาํ [口にするものの類別詞]～口 
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16.4   「数量や単位を表す語（句）＋เอง」「たった～，わずか～」 

 数量や時間が少ないことを強調する。 

1. ดาราคนน้ีเพิ่งแต่งงานมาไดอ้าทิตยเ์ดียวเอง หยา่กบัสามีแลว้หรือ 

この女優は結婚してまだ 1週間になっていないが，もう御主人と離婚したんですか？  

2. ตอนผมไปถึงสนามบิน เคร่ืองบินเพิ่งออกไปได ้๕ นาทีเอง  

僕が空港に着いたとき，飛行機は出発してからたった 5分しかたっていなかった。 

3. ในหอ้งน้ี มีคนญ่ีปุ่นคนเดียวเองหรือ 

この部屋には，日本人がたった一人しかいないのですか。 

ดารา 女優/ หยา่ 離婚する/ สามี 夫/ สนามบิน 空港/ ออก 出る，出発する 

 

16.5   「動詞（句）または文＋ซี」「～をしたらどうですか」 

 アドバイスの表現である。 

1. มองไม่เห็นหรือ ไปนัง่ขา้งหนา้ซี 

見えないんですか。前の方に座ったらどうですか。 

2. ถา้อยากดูดอกซากรุะ ไปญ่ีปุ่นตอนเดือนเมษายนซีคะ 

桜の花を見たかったら，4月に日本へ行ったらどうですか。 

3. ลองต่อราคาดูซี คนขายอาจจะลดให ้

値切ってみたらどうですか。店員は負けてくれるかもしれません。 

นัง่ 座る/ ขา้งหนา้ 前/ เดือนเมษายน 4 月/ ต่อราคา 値切る/ ลด 負ける 
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練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. นํ้าปลาหกรดเส้ือ ซกัเท่าไรกไ็ม่หายเหมน็(นํ้าปลา 魚醤，ナムプラー／ซกั 洗濯する

／เหมน็ 臭い) 

2. ประธานบริษทัยอมขอโทษ แต่ไม่ยอมลาออก (ประธานบริษทั 会長／ขอโทษ 謝罪

する) 

3.   ผมเพิ่งเขา้บริษทัน้ีได ้๒ อาทิตย ์

4. มีผูโ้ดยสารในเคร่ืองบินลาํนั้น ๑๐ คนเอง(ผูโ้ดยสาร 乗客／ลาํ[飛行機や船の類別詞]

～機，～隻) 

5. เติมนํ้าปลากบัมะนาวอีกซี อาจจะอร่อยข้ึน(มะนาว ライム) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 私はいくらダイエットしても，体重は減っていない。（ダイエットする ลดความอว้น／

体重 นํ้าหนกั) 

2.  彼女は炊き魚が嫌いです。いくら強制されていても，食べようとしないです。（炊き

魚 ปลาตม้／強制する บงัคบั) 

3. このタイ料理の店は開店してから，まだ 1カ月しかたっていない。（開店する เปิดร้าน) 

4. 彼の収入は月に３万円しかないんですか。 

5. この赤いズボンには緑のシャツを着たらどうですか。きっと格好良くなると思うよ。

（シャツ เส้ือเช้ิต／格好いい หล่อ) 
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       第17 課 
 

 会話 

มะลิ - เคน็ เอารถไปซ่อมมาหรือยงั 

เคน็  - ซ่อมมาแลว้ แต่เม่ือเชา้ สตาร์ทไม่ติดอีกแลว้ 

มะลิ - แสดงวา่เคร่ืองไม่ดีอยูก่่อนแลว้ 

เคน็  - น่าเบ่ือจริง ๆ  

มะลิ - ซ้ือใหม่เถอะ 

 

   単語 

เคร่ือง             エンジン，機械 

น่าเบ่ือ    うんざりである 

   

   文法と表現 

           

17.1   「動詞（句）＋    อกีแล้ว」「また～する（になる）」 

 主に，望まれない，納得できない，不思議な出来事に対する不満や驚きの感情を表す場

合に用いられる。 

 

ซ้ือใหม่เถอะ 
買い換えてよ 
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1. แพอี้กแลว้ ไม่น่าดูเลย 

また負けた。見るんじゃなかった。 

2. นายกฯโกหกประชาชนอีกแลว้ 

首相はまた国民に嘘をついた。 

3. โจรปลน้ธนาคารหนีไปไดอี้กแลว้ 

銀行強盗の犯人はまた逃げていった。 

แพ ้負ける/ โกหก 嘘をつく/ ประชาชน 国民/ โจร （強盗の）犯人/ ปลน้ 強盗す

る/ ธนาคาร 銀行/ หนี 逃げる 

 

17.2   「動詞（句）＋อยู่ก่อนแล้ว」「始めから，～である」 

ある特定の現状，状態は認識される時点より以前からあって，当該の人物などのせいでは

ないことを表す。多くの場合，事件や望まれない出来事を表す場合に用いられる。 

 1. หนงัสือเล่มน้ีขาดอยูก่่อนแลว้ ผมไม่ไดฉี้ก 

この本ははじめから破れていた。僕は破っていない。 

2. จานพวกน้ีมีรอยร้าวอยูก่่อนแลว้ พอฉนัลา้ง เลยแตก 

これらのお皿ははじめから罅が入っていたので，私が洗うと，割れた。 

3. บริษทัขาดทุนอยูก่่อนแลว้ ไม่ใช่เพราะผูจ้ดัการคนใหม่ 

 会社は元々赤字だった。新しい社長のせいではない。 

ขาด 破れる/ ฉีก 破る/ พวกน้ี これらの/ รอยร้าว 罅/ แตก 割れる/ ขาดทุน 
赤字である，損する/ ผูจ้ดัการ 社長 
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17.3   「動詞（句）＋เถอะ」「～しようよ」 

 相手に断る余裕を与えない，話者の自己中心的な勧誘表現である。 

1. ร้านน้ีไม่ค่อยมีคนรอ ทานร้านน้ีเถอะ  

この店はあまり待っている人がいないので，ここで食べようよ。 

2. ไม่ค่อยมีเวลา ข้ึนแทก็ซ่ีไปเถอะ 

あまり時間がないので，タクシーで行こうよ。 

3. ซ้ือเงินสดเถอะ ไดล้ดอีกตั้ง ๕ เปอร์เซ็นต ์

現金で買おうよ。さらに 5％も安くしてくれるから。 

เงินสด 現金/ เปอร์เซ็นต ์パーセント 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. คอมพิวเตอร์ฉนัฟรีซอีกแลว้(ฟรีซ フリーズする) 

2. เขามีหน้ีอยูก่่อนแลว้ ไม่ใช่เพิ่งมีหน้ีหลงัจากแต่งงานกบัฉนั (หน้ี 借金／หลงัจาก～
した後) 

3.   พจนานุกรมเล่มน้ีดีมาก ถึงแพงกซ้ื็อเถอะ(พจนานุกรม 辞典) 
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Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 父はまた煙草を吸っている。 

2. ドアは始めから壊れている。今回の地震があったからではないですよ。（壊れる พงั／
今回 คร้ังน้ี／地震 แผน่ดินไหว) 

3. 8 月の日本は非常に暑いので，タイへ避暑に行こうよ。（避暑する หนีร้อน) 
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       第18 課 
 

  
会話 

โยโกะ – มะลิ เวลาเธอจะซ้ือเคร่ืองสาํอาง ไปซ้ือท่ีไหน 

มะลิ    –  ซ้ือตามหา้ง 

โยโกะ – ตามร้านขายยา ไม่มีเคร่ืองสาํอางขายหรือ 

มะลิ    –  ตามร้านขายยาไม่มีขาย  มีขายแต่ตามหา้งเท่านั้น 

โยโกะ – เหรอ 

มะลิ    –  โยโกะอยากไดเ้คร่ืองสาํอางอะไรล่ะ 

โยโกะ –  เอสเต เรโด 

มะลิ    –  พรุ่งน้ี พี่เราจะไปอเมริกา เราจะฝากพี่เราซ้ือมาให ้เอาไหม 

โยโกะ – เราเกรงใจ ไม่อยากรบกวนพี่เธอ 

มะลิ    –  ไม่ตอ้งเกรงใจ ซ้ือท่ีอเมริกา จะไดซ้ื้อไดถู้ก 

 

   単語 

เคร่ืองสาํอาง           化粧品 

หา้ง    百貨店 

ร้านขายยา    薬局 

มขีายแต่ตามห้าง 
デパートでしか売っていない 
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เกรงใจ    遠慮する，気を使う 

รบกวน    迷惑をかける 

   

   文法と表現 

           

18.1   「  ตาม＋名詞（句） 」「～に，～で」 

 個別の場所を指示するのではなく，同類で不特定，複数の場所を表す名詞の前に付ける。 

1. ป้ายโฆษณาแบบน้ี ผมเจอบ่อย ๆ ตามสถานีรถไฟ 

このような広告看板は，僕はいろんな駅でよく見かけます。 

2. ฤดูน้ี คนญ่ีปุ่นชอบไปดูดอกไมต้ามสวนต่าง ๆ  

この季節には，日本人はよくいろんな公園へ花を見に行きます。 

3. ตามสนามบิน ส่วนใหญ่จะมีร้านสินคา้ปลอดภาษี 

空港には，だいたい免税店があります。 

ป้าย 看板，標識/ โฆษณา 広告/ สถานีรถไฟ 駅/ ฤดู 季節/ สวน 公園/ ส่วนใหญ่ 
大部分，ほとんど/ ร้านสินคา้ปลอดภาษี 免税店 

 

18.2   「แต่＋名詞（句）」「～しかない」 

言及されている人や物などに限られていることを強調する表現である。 
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 1. นอ้งชายอ่านแต่การ์ตูน ไม่ยอมอ่านหนงัสือเรียน 

弟はマンガしか読まない。勉強の本を読もうとしない。 

2. เขาทานแต่เน้ือกบัขนมเคก้ ไม่ชอบทานผกัหรือผลไม ้

彼女は肉とケーキしか食べない。野菜や果物はあまり食べない。 

3. กระเป๋า เหลือแต่สีเขียว สีอ่ืนขายหมดแลว้ 

 鞄は，緑色しか残っていない。他の色は売り切れでした。 

การ์ตูน 漫画，コミック，アニメーション/ หนงัสือเรียน 勉強の本，教科書/ เน้ือ 肉，

牛肉/ ขนมเคก้ ケーキ/ ผกั 野菜/ ผลไม ้果物/ เหลือ 残る/ หมด なくなる 

 

18.3   「ฝาก＋動詞（句）または文」「～してもらう（ように依頼する）」 

 相手があるところへ行く，またはある行動を行うのを知っていて，ついでに自分のため

にもある行動を依頼する場合に用いる。依頼表現の文末に「ดว้ย」，「ดว้ยนะ」，「หน่อยนะ」，
「ดว้ยไดไ้หม」，「หน่อยไดไ้หม」が付加されることが多い。 

1. คุณจะไปไปรษณียห์รือ ผมฝากส่งจดหมายดว้ยไดไ้หม  

郵便局へ行くんですか。ついでに手紙を出してもらえますか。 

2. เขาไปต.ม. ฉนัเลยฝากเขาเอาเอกสารต่อวซ่ีามาให ้

彼は入国管理事務所へ行くので，私はビザ更新手続きの書類をもらってくるように頼ん

だ。 

3. ฝากบอกคุณยามาดะดว้ยนะวา่ เยน็น้ีฉนัจะไปหาเขาท่ีท่ีทาํงาน 

今日の夕方，私はヤマダさんに事務所まで会いに行くということを彼に伝えてください。 
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ไปรษณีย ์郵便局/ ส่งจดหมาย 手紙を出す/ ต.ม.（กองตรวจคนเขา้เมือง の省略字）入国

管理事務所/ เอกสาร 書類/ ต่อวีซ่า ビザの更新/ ไปหา 会いに行く/ ท่ีทาํงาน 事務所 

 

18.4   「A จะได้B」「B ができる（B になる）ように Aをする（Aをしなさい）」 

 A はある特定の行動を表す動詞（句）または文であり，B は目標，目的，または望まれ

ることを表す動詞（句）。A をすることにより，B という結果を得る可能性があることを表

す。話している相手の行動であれば，命令，注意，警告，助言，依頼，指示の表現となる

のが主である。 

1. พรุ่งน้ีผมจะไปแต่เชา้ จะไดไ้ดท่ี้นัง่ขา้งหนา้  

前の席を取れるように，明日僕は早く行きます。 

2. จดบนัทึกไวน้ะคะ จะไดไ้ม่ลืม 

忘れないように，メモをしておいてくださいね。 

3. เตรียมมะนาวไปดว้ยซีครับ คนท่ีชอบทานเปร้ียวจะไดเ้ติมได ้

酸っぱいのが好きな人は（酸味を）足すことが出来るように，ライムも持っていったら

どうでしょうか。 

ท่ีนัง่ 席/ ขา้งหนา้ 前の/ จดบนัทึก メモをする/ ลืม 忘れる/ เตรียม 用意する/ 

เติม 足す，加える 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. เราจะเห็นร้านแบบน้ีตามป๊ัมนํ้ามนั(ป๊ัมนํ้ ามนั ガソリンスタンド) 

92



 

93 

 

2. ฉนัอ่านแต่หนงัสือพิมพฉ์บบัน้ี ฉบบัอ่ืนไม่เคยอ่าน (หนงัสือพิมพ์ 新聞／ฉบบั[新聞

や手紙の類別詞] ～社，～部，～通) 

3.   จะไปธนาคารหรือ ฝากโอนเงินหน่อยไดไ้หม(โอนเงิน お金の振り込む) 

4.   เพื่อนฉนัจะไปเท่ียวเมืองไทย ฉนัจะฝากเขาซ้ือมะม่วง(มะม่วง マンゴ) 

5.   อยา่ใส่พริกนะ เดก็จะไดท้านได(้พริก 唐辛子) 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. パパイヤのサラダを食べたかったら，タイ料理のレストランへ食べに行かなければな

らない。 

2. この女優のフアンクラブは男性しかいない。（女優 ดารา／ファンクラブ แฟนคลบั／男性

ผูช้าย) 

3. コンビニへ行くんですか。ついでにパンを買ってきてもらえないでしょうか。（コンビ

ニ ร้านสะดวกซ้ือ, เซเวน่) 

4. 彼はコンサートの切符を買いに行ったので，ついでに私のためにも買ってもらうよう

に依頼した。（コンサート คอนเสิร์ต／切符 ตัว๋) 

5. 早く治るように，たくさん休養してください。（休養する พกัผอ่น) 
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       第19 課 
 

  
会話 

มะลิ      – วนัน้ีฝนจะตกหรือเปล่า 

โยโกะ  –  ไม่รู้ซี ไม่ไดดู้พยากรณ์อากาศ 

มะลิ      –  เหรอ 

โยโกะ  –   เอาร่มติดไปดว้ยสิ 

มะลิ     –    ข้ีเกียจถือ 

โยโกะ  –   เอาไปเถอะ เผือ่ฝนตก 

มะลิ     –    ถา้ตก กห็ลบฝนท่ีไหนสกัแห่งกไ็ด ้

 

   単語 

พยากรณ์อากาศ           天気予報 

ร่ม    傘 

ติด(ตวั)    身につける，携帯する 

ถือ    持つ 

หลบฝน    雨宿りする 

   

ขีเ้กยีจถอื 
持っていくのが面倒くさい 
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   文法と表現 

           

19.1   「  เอา＋名詞（句）＋ตดิ(ตวั)ไปด้วย 」「～を携帯する」  

1. ตอนกลางคืนอากาศเยน็ เวลาออกไปขา้งนอก เอาเส้ือหนาวติดไปดว้ยนะ 

夜になると涼しくなるので，外出するとき，カーディガンも携帯してね。 

2. พรุ่งน้ีเราจะไปดูดอกซากรุะกนั อยา่ลืมเอากลอ้งถ่ายรูปติดตวัไปดว้ยนะ  

明日，我々は花見をしに行くので，カメラも携帯することを忘れないでね。 

3. แดดร้อนมาก คงตอ้งเอาแวน่กนัแดดติดตวัไปดว้ย 

日差しが強いので，サングラスを携帯しないといけないでしょう。 

ขา้งนอก 外/เส้ือหนาว カーディガン，セーター/ กลอ้งถ่ายรูป カメラ/ แดดร้อน 日差

しが強い/ แวน่กนัแดด サングラス 

 

19.2   「～สิ」「～して！」 

勧めるときに用いられる文末表現である。 

 1. นัง่บีทีเอสไปสิ รถไม่ติด 

BTS で行って！渋滞にならないよ。 

2. ลองอ่านหนงัสือเล่มน้ีดูสิ สนุกนะ 

この本を読んでみて！面白いですよ。 
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3. ถา้ชอบเผด็ เติมพริกอีกสิ 

 辛いのが好きだったら，唐辛子を付け加えて！  

บีทีเอส バンコク市内の高架鉄道「BTS」 

 

19.3   「ขีเ้กยีจ＋動詞（句）」「～をするのが面倒くさい」 

1. ผมสายตาสั้น แต่ข้ีเกียจใส่แวน่ตา  

僕は近眼ですが，眼鏡をかけるのが面倒くさいです。 

2. เขาข้ีเกียจลา้งรถมาก ตั้งแต่ซ้ือมาไม่ไดล้า้งเลย 

彼は車を洗うのが面倒くさいので，買ってから洗っていないです。 

3. กางเกงตวัน้ีใส่มา ๒ อาทิตยแ์ลว้ ข้ีเกียจซกั 

このズボンは 2週間も履いている。洗うのが面倒くさい。 

สายตาสั้น 近眼である/ แวน่ตา 眼鏡/ อาทิตย์ 週，～週間 

 

19.4   「A เผือ่B」「Bという出来事または状態になるかもしれないので，予備的に

A という行動をしておく」 

 B という出来事を予測することにより，それに対処できるように A という行動をとるこ

とを表す。 

1. เตรียมอาหารญ่ีปุ่นไวด้ว้ยนะคะ เผือ่เขาทานอาหารไทยไม่ได ้ 

彼女はタイ料理を食べられないかもしれないので，和食も用意しておいてくださいね。 
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2. เตรียมเงินสดไปดว้ยนะครับ เผือ่ใชบ้ตัรเครดิตไม่ได ้

クレジットカードは使えないかもしれないので，現金も用意していってね。 

3. เอาโคท้ไปดว้ยนะ เผือ่หนาว 

寒いかもしれないので，コートも持っていってね。 

เงินสด 現金/ บตัรเครดิต クレジットカード/ โคท้ コート 

 

19.5   「ถ้าA กB็」「A なら B を（必然的に）する」 

 1. ถา้ไม่ทนัรถไฟเท่ียวสุดทา้ย กน็ัง่แทก็ซ่ีกลบักไ็ด ้ 

終電に間に合わないなら，タクシーで帰ってもいいです。 

2. ถา้ร้อนกเ็ปิดแอร์ไดน้ะคะ 

暑かったら，冷房をつけてもいいですよ。 

3. ถา้วนัน้ีกินไม่หมด กเ็กบ็ไวกิ้นพรุ่งน้ีไดค้รับ 

今日全部食べなければ，明日食べるために置いておけます。 

รถไฟเท่ียวสุดทา้ย 最終電車/ แอร์ 冷房/ หมด 全部，なくなる 

 

19.6   「ทีไ่หนสักแห่ง」「どこか」 

 「ใครสกัคน 誰か一人」，「อะไรสกัอยา่ง 何か一つ」，「ท่ีไหนสกัแห่ง どこか一か所」

のような「疑問詞＋สกั＋類別詞」は，不特定の人，もの，場所の意味を持つ。  
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1. ช่วยแนะนาํใครสกัคนท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่นไดใ้หผ้มหน่อยไดไ้หมครับ  

日本語が出来る誰かを一人紹介していただけないでしょうか。 

2. ฉนัอยากเล่นกีฬาอะไรสกัอยา่ง ไม่ทราบวา่จะเล่นอะไรดี 

私は何かスポーツをしたいのですが，何をすればいいか分かりません。 

3. เราคงตอ้งนดัเจอกนัท่ีไหนสกัแห่ง 

我々はどこかで待ち合わせないといけないでしょう。 

แนะนาํ 紹介する/ กีฬา スポーツ/ ทราบ [丁寧な表現]知る，分かる/ นดัเจอ 待ち合

わせる 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ขา้งนอกหนาว เอาผา้พนัคอติดตวัไปดว้ยซี(ผา้พนัคอ マフラー) 

2. ลองต่อราคาดูสิ เขาอาจจะลดใหก้ไ็ดน้ะ  

3.  บทความน้ียาวมาก ฉนัข้ีเกียจอ่าน(บทความ 記事) 

4.  เอาร่มติดตวัไปดว้ยนะ เผือ่ฝนตก 

5.   ถา้ฝนตก การแข่งขนัวนัน้ีกต็อ้งงด(การแข่งขนั 試合/งด 中止する) 

6. ปิดเทอมหนา้ร้อนปีน้ี ผมอยากไปเท่ียวต่างประเทศท่ีไหนสกัแห่ง(ปิดเทอมหนา้
ร้อน 夏休み/ต่างประเทศ 外国，海外)  
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Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. タイへ行くとき，彼はいつも胃薬を携帯していく。（胃薬 ยาแกป้วดทอ้ง) 

2.  涼しい風が入ってくるように窓を開けて！（涼しい風 ลมเยน็ ๆ ／入る เขา้／窓 หนา้ต่าง
／開ける เปิด) 

3. 政府はまた嘘をついた。私は聞くのがもう面倒くさい。（政府 รัฐบาล) 

4. 蚊に刺されるかもしれないので，この塗り薬を持っていって！（蚊 ยงุ／刺す กดั,ต่อย／
塗り薬 ยาทา) 

5. 眠たかったら，寝た方がいいんじゃないの？（眠たい ง่วง／寝る นอน) 

6．デザートは何か和菓子を一種類でも用意してください。（デザート ของหวาน／和菓 

ขนมญ่ีปุ่น) 
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       第20 課 
 

  
会話 

โยโกะ – เฮอ้! ฝนตกทีไร รถติดทุกที แยจ่งั 

มะลิ     – ไม่น่าขบัรถมาเลยนะ 

โยโกะ –  จอดรถไวท่ี้สยาม แลว้ต่อบีทีเอสดีไหม 

มะลิ     – ข้ึนบีทีเอส ไปลงท่ีไหน 

โยโกะ – ลงสีลม แลว้เดินไป 

มะลิ    – ไกลนะ เดินไหวเหรอ  

โยโกะ – กย็งัดีกวา่นัง่อยูใ่นรถยงัง้ี รถไม่ขยบัเลย 

มะลิ   – โอเค! เดินกเ็ดิน 

โยโกะ – วา่แต่วา่ ท่ีสยาม ท่ีจอดรถวา่งหรือเปล่ากไ็ม่รู้ 

มะลิ     – นัน่นะซี 

 

   単語 

เฮอ้!             [溜息]ハァ～ 

แยจ่งั    いやね！，たいへんね！ 

จอด   駐車する 

ไกลนะ เดนิไหวเหรอ 
遠いですよ。歩けますか？ 
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ต่อ    乗り換える 

ลง    降りる 

ไกล    遠い 

ยงัง้ี    このように 

ขยบั    動く 

โอเค    分かった！ 

วา่แต่วา่    ちなみに 

ท่ีจอดรถ    駐車場 

นัน่นะซี    そうですね，それはそうですね 

   

   文法と表現 

           

20.1   「 A ทไีร  B  ทุกท ี」「A をする（である）たびに，いつも B になる」  

 A と B は必然的な関係にある出来事や行動を表す動詞（句）または文である。 

1. ทานหอยนางรมดิบทีไร ผมทอ้งเสียทุกที 

僕は生牡蠣を食べると，いつもお腹を壊す。 

2. เจอเขาทีไร เขาสวยข้ึนทุกที  

彼女は会うたびに，いつももっときれいになっている。 
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3. เครียดทีไร ผืน่ข้ึนเตม็ตวัทุกที 

ストレスがたまると，いつも身体中に湿疹が出来る。 

หอยนางรม 牡蠣/  ดิบ 生の/ ทอ้งเสีย お腹を壊す/ เครียด ストレスがたまる/ ผืน่ข้ึน 
湿疹が出る/ เตม็ตวั 身体中 

 

20.2   「ไม่น่า....(เลย)」「～するんじゃなかった，～しなければよかった」 

相手がした行動を非難する表現として用いられる場合もあるし，自分がした行動に対する

後悔を表す表現としても用いられる。「เลย」を付けると，より強調された表現となる。 

 1. เม่ือคืนน้ี ฉนัไม่น่านัง่หลบัในรถไฟเลย 

夕べ，私は電車で居眠りしなければよかったのに。 

2. เราไม่น่าพกัโรงแรมน้ีเลย 

我々はこのホテルに泊らなければよかった。 

3. คุณไม่น่าลืมเอาเอกสารมาเลย 

 あなたは書類を持ってくるのを忘れるんじゃなかった。 

เม่ือคืนน้ี 昨夜/ นัง่หลบั 衣眠りする/ พกั 宿泊する/ โรงแรม ホテル/เอกสาร 書類 

 

20.3   「動詞（句）＋ไหว」「～をすることができる」 

 ある過度な状態にある物や出来事に対して，体力的，精神的，気力的，また立場上など

において，対応できる場合は「....ไหว」となり，出来ない場合は「....ไม่ไหว」となる。 
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1. กระเป๋าใบน้ีหนกั ๑๐๐ กิโล คุณยกไหวไหมคะ  

この鞄は 100 キロです。持ち上げられますか。 

2. บา้นหลงัน้ี ๒ ร้อยลา้นเยน ฉนัซ้ือไม่ไหว 

この家は 2億円です。私は買えないです。 

3. อีก ๒ ชัว่โมงเสร็จ รอไหวไหม 

あと 2時間で出来あがるが，待てますか。 

หนกั 重い/ กิโล キロ/ ยก 持ちあげる/ ๒ ร้อยลา้น 2億/ เสร็จ 出来あがる 

 

20.4   「A (ก)็ยงัดกีว่าB」「それでも A は B よりましだ」 

 A と B は語，句，文である。 

1. ม่านสีเขียวไม่เหมาะกบัหอ้งน้ี แต่กย็งัดีกวา่สีแดง  

緑色のカーテンはこの部屋に合わないですが，それでも赤色よりましです。 

2. ฉนัโดนตดัเงินเดือนกย็งัดีกวา่เขาโดนไล่ออก  

私は給料がカットされますが，それでも首にされる彼よりはましだ。 

3. ไปสายกย็งัดีกวา่ไม่ไป 

それでも遅刻は欠席よりましだ。 

ม่าน カーテン/ เหมาะ 合う，相応しい/ ตดั カットする，切る/ เงินเดือน 給料/ ไล่
ออก 追い出す，首にする/ ไปสาย 遅刻する 
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20.5   「A กA็」「(仕方がない)A でもいい」 

提言に賛同はしないが，やむなき事情で，仕方なくその提言に従うことにする。主に口語

である。 

 1. ไม่มีอยา่งอ่ืนเหลือเลยเหรอ ....โอเค ขา้วผดักข็า้วผดั  

他の（食べ物）は全然残っていないのか。オーケー，焼き飯でもいい。仕方がない。 

2. 部下:เขาบอกวา่ภายในอาทิตยน้ี์ทาํไม่ทนั อยา่งเร็วอาทิตยห์นา้ 

今週中には間に合わなくて，早くても来週だそうです。 

  上司:เหรอ, เอา้....อาทิตยห์นา้ก็อาทิตยห์นา้ 

そうか。まあ，来週でもいい。仕方がない。 

3. ตอ้งฉีดยาดว้ยหรือ ไม่อยากฉีดเลย.....เอา้ ฉีดกฉี็ด  

注射しないといけないの？したくないですけど。まあ，してもいい。仕方がない。 

ภายใน 以内/ ทนั 間に合う/ ฉีดยา 注射する 

 

20.6   「動詞（句）＋หรือเปล่ากไ็ม่รู้」「～かどうか分からない」 

1. เผด็ขนาดน้ี คนญ่ีปุ่นจะทานไดห้รือเปล่ากไ็ม่รู้ 

これぐらいの辛さは，日本人は食べられるかどうか分かりません。 

2. ฟุตบอลโลกคร้ังน้ี บราซิลจะชนะเลิศหรือเปล่ากไ็ม่รู้ 

今回のワールドカップでは，ブラジルは優勝するかどうか分かりません。 

 

105



 

106 

 

3. อาจารยย์ามาดะพดูเร็วมาก นกัศึกษาฟังทนัหรือเปล่ากไ็ม่รู้ 

ヤマダ先生はとても早くしゃべったので，学生は聞き取れたかどうか分かりません。 

ฟตุบอลโลก サッカーのワールドカップ/ คร้ังน้ี 今回/ ชนะเลิศ 優勝する/ ฟังทนั 
聞き取れる 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ฤดูหนาวทีไร ไขห้วดัใหญ่ระบาดทุกที(ไขห้วดัใหญ่ インフルエンザ／ระบาด 流行

る) 

2. ผมไม่น่าลืมเอาใบขบัข่ีมาดว้ยเลย(ใบขบัข่ี 運転免許証)  

3.  เม่ือคืนน้ีคุณนอนไม่หลบัหรือ กลวัผใีช่ไหม คุณไม่น่าดูหนงัผก่ีอนนอนเลยนะ
(เม่ือคืนน้ี 昨夜／นอนไม่หลบั 眠れない／กลวั 怖がる／ผ ี お化け，精霊) 

4. ร้อนมาก ทนไม่ไหว ฉนัตอ้งเปิดแอร์เวลานอน 

5.   กินเหลา้ไม่ดีต่อสุขภาพ แต่กย็งัดีกวา่สูบบุหร่ี(เหลา้ 酒／สุขภาพ 健康) 

6.   เอา้ ไม่เดินกไ็ม่เดิน ข้ึนแทก็ซ่ีไปกไ็ด ้

7.   อร่อยหรือเปล่ากไ็ม่รู้ แต่ เขาทานหมด ไม่เหลือเลย 

  
Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. この歌を聞くと，いつも学生であった時代を思い出す。（歌 เพลง／聞く ฟัง／時代 สมยั／
思い出す นึกถึง) 
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2. 今日の試験は全然できなかった。昨日は遊びに行かなければよかったのに。（試験 สอบ) 

3. 今月の給料，もう残っていないでしょ。ブランド物ばかり買うべきじゃなかったのよ。

（給料 เงินเดือน／ブランド物 ของมียีห่อ้) 

4. 我慢できないほどあまりにも痒かった。そしてたくさん掻いたので，傷になった。（我

慢する ทน／痒い คนั／掻く เกา／傷になる เป็นแผล) 

5. このビルは非常に古い。それでも，そのビルよりましだ。（ビル ตึก／古い เก่า) 

6．お醤油はないんですね。（仕方がない）お塩でもいい。（醤油 ซีอ๊ิว／塩 เกลือ) 

7．帰りの新幹線は，空席があるかどうか分かりません。（帰り ขากลบั／新幹線 ชินกนัเซ็น
／空席 ท่ีนัง่วา่ง) 
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       第21 課 

  
会話 

หมอ – เป็นอะไรหรือคะ 

เคน็  –  ผมปวดตรงน้ีครับ 

หมอ – คุณไปโดนอะไรมา 

เคน็  – ไม่ทราบครับ อยู ่ๆ กรู้็สึกปวด แลว้กบ็วม 

หมอ – สงสยัโดนตะขาบหรือไม่กแ็มงป่องต่อย 

เคน็  – เหรอครับ 

หมอ – มีไขไ้หม 

เคน็  – ไม่มีครับ 

หมอ – ยงัดีนะ บางคนแพ ้ถึงขนาดไขข้ึ้นเลย 

เคน็  – เหรอครับ 

หมอ – หมอจะใหย้าทานแกอ้กัเสบกบัยาทาคุณ 

เคน็  –  ครับ 

หมอ –  ยาแกอ้กัเสบทานหลงัอาหารเชา้ กบั เยน็ 

เคน็  –  ครับ 

หมอ – ยาทา ทาบริเวณท่ีปวดวนัละ๔-๕ คร้ัง 

เคน็  – ขอบคุณครับ 

อยู่ ๆ กรู้็สึกปวด 
突然痛みを感じるようになりました 
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   単語 

โดน             [よくないことが身に及ぶ，身体に害を受ける]あたる 

ปวด    痛い 

บวม   腫れる 

ตะขาบ    百足 

แมงป่อง    蠍 

ต่อย    刺す 

ไข ้   熱 

ไขข้ึ้น    熱が出る 

ยาแกอ้กัเสบ    炎症を抑える薬 

ยาทา    塗り薬 

หลงัอาหาร    食後 

บริเวณ    部分，～のあたり 

   

   文法と表現 

           

21.1   「 อยู่ ๆ ก ็ ＋動詞（句） 」「突然～するようになる」  

1. อยู ่ๆ ไฟกด็บั 

突然電気が消えた。 
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2. อยู ่ๆ อาจารยย์ามาดะกเ็ป็นลม ลม้ลง  

突然ヤマダ先生が気を失って，倒れた。 

3. ผูช้ายคนนั้น อยู ่ๆ กเ็ดินออกจากหอ้งไป  

その男は突然部屋から出ていった。 

ไฟ 電気/  ดบั 消える/ เป็นลม 気を失う/ ลม้ลง 倒れた/ ออก 出る 

 

21.2   「สงสัย(จะ)+動詞（句）または文」「～じゃないのかしら，～かもしれない」 

ある出来事の現状から，その原因，もしくはその結果を推測する。 

 1. เคน็นัง่หลบัตลอด สงสยัเม่ือคืนไม่ไดน้อน 

ケンはずっと居眠りしていた。夕べ寝ていなかったのかもしれない。 

2. ทาโรโดดเรียนบ่อย สงสยัจะตอ้งซํ้ าชั้น 

タロウはよく授業をさぼったので，留年になるかもしれない。 

3. ปีน้ีบริษทัไดก้าํไรมาก สงสยัพนกังานจะไดโ้บนสัมากกวา่ปีท่ีแลว้ 

 今年，会社はたくさん儲かったので，社員は昨年よりボーナスを多く得るかもしれない。 

ตลอด ずっと/ โดดเรียน 授業をさぼる/ ซํ้ าชั้น 留年する/ พนกังาน 社員/ โบนสั 
ボーナス 

 

21.3   「A หรือไม่กB็」「A あるいは（または，もしくは）B」 

A と B は語，句または文である。 
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1. นกัศึกษาหญิงตอ้งใส่กระโปรงสีนํ้าเงินหรือไม่กสี็ดาํ  

女子学生は紺色あるいは黒色のスカートを履かないといけないです。 

2. พรุ่งน้ีหา้มขบัรถไปนะ ตอ้งข่ีจกัรยานหรือไม่กเ็ดินไป 

明日は車で行くことを禁じますよ。自転車で行かなければならない，または歩いて行か

ないといけないです。 

3. ตึกหลงัน้ีเก่ามาก ถา้โดนพายพุดั หรือไม่ก ็แผน่ดินไหว สงสยัจะพงัแน่ ๆ  

このビルはとても古いです。台風に吹かれる，または地震が起こると，きっと壊れるん

じゃないかしら。 

กระโปรง スカート/ สีนํ้ าเงิน 紺色/ พาย ุ台風/ พดั 吹く/ แผน่ดินไหว地震が起こ

る/ พงั 壊れる 

 

21.4   「บาง＋類別（または名詞）」「ある（人，もの等）」，「～する（人，もの等）

もある」 

 言及されている人（動物，もの等）の一部を表す場合に用いられる。 

1. บา้นบางหลงัเล้ียงหมาไวก้นัขโมย  

泥棒を防ぐために犬を飼っている家もある。 

2. นกัศึกษาบางคนใส่เคร่ืองแบบ บางคนไม่ใส่  
学生は，制服を着ている人もいれば，着ていない人もいる。 

3. มดบางตวัสีดาํ บางตวัสีแดง แต่มดทุกตวักดัเจบ็ 
蟻は，黒蟻もいれば，赤蟻もいるが，どの蟻でもかまれると痛い。 

เล้ียง 飼う/ กนั 防ぐ/ ขโมย 泥棒/ เคร่ืองแบบ 制服/ มด 蟻/ กดั かむ/ เจบ็ 痛い 
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21.5   「A ถึงขนาดB」「B になるほど（あまりにも）A である」 

 1. เขาชอบแอปเป้ิลมากถึงขนาดทานไดทุ้กวนัโดยไม่เบ่ือ  

彼女は毎日食べても飽きないほどリンゴが大好きです。 

2. พนกังานบริษทัน้ี บางคนยุง่มากถึงขนาดไม่มีเวลาทานขา้วกลางวนั 

この会社の社員には，昼ご飯を食べられないほど忙しい人がいる。 

 3. ชาวนาบางคนความเป็นอยูเ่ดือดร้อนมากถึงขนาดตอ้งขายท่ีนาเอาเงินไปใชห้น้ี  
農民には，農地を売って借金の返済をしないといけないほど生活が困っている人もい

る。 

แอปเป้ิล リンゴ/ เบ่ือ 飽きる/ ชาวนา 農民/ ความเป็นอยู่ 生活/ เดือดร้อน 困る/ ท่ี
นา 農地/ ใชห้น้ี 借金に返済する 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. อยู ่ๆ เคร่ืองยนตก์ด็บั(เคร่ืองยนต ์ エンジン／ดบั 止まる) 

2. รถติดอยา่งน้ี สงสยัจะไปไม่ทนัเคร่ืองบิน(ทนั 間に合う)  

3.  คุณจะตอ้งใชใ้บขบัข่ีหรือไม่กบ็ตัรประกนัสุขภาพเป็นหลกัฐานขอรับเงินรางวลั 

   (บตัรประกนัสุขภาพ 健康保険証／หลกัฐาน 証明書／เงินรางวลั 賞金) 

4. หมาบางตวัเลก็ บางตวัใหญ่ แต่ทุกตวัน่ารักมาก 

5.   เดก็หลายคนติดเกม ถึงขนาดไม่ทาํการบา้น ไม่ทานขา้ว (ติด 病みつきになる，熱中

する／เกม ゲーム)  
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Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 突然，家が風に吹き飛ばされた。（吹き飛ばすพดัปลิว) 

2. 電車がずいぶん遅れた。事故があったのかもしれない。（事故があった เกิดอุบติัเหตุ) 

3. 青または黒のボールペンで書かないといけないですよ。（青 สีนํ้ าเงิน／ボールペン

ปากกา) 

4. 大阪では，雪がたくさん降る年もあれば，全然降らない年もある。 

5. そこは，生き物が住めないほどあまりにも寒いです。（生き物 ส่ิงมีชีวติ／住む อยู,่อาศยั
อยู)่  
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       第22 課 
 

  
会話 

ใหญ่ – ๒ ทุ่มแลว้ ยงัไม่กลบัอีกเหรอครับ 

เคน็  – งานยงัไม่เสร็จครับ 

ใหญ่ – กลบัเถอะครับ วนัจนัทร์หนา้ค่อยมาทาํต่อ 

เคน็  – ยงักลบัไม่ไดจ้นกวา่งานช้ินน้ีจะเสร็จครับ 

ใหญ่ – ตอ้งรีบทาํถึงขนาดนั้นเชียวเหรอครับ 

เคน็  – เลยกาํหนดส่งมา ๑ อาทิตยแ์ลว้ครับ 

ใหญ่ – เอากลบัไปทาํต่อท่ีบา้นซีครับ 

เคน็  – เหลืออีกนิดเดียวกจ็ะเสร็จแลว้ครับ 

 

   単語 

๒ ทุ่ม             夜 8時 

วนัจนัทร์หนา้   来週の月曜日 

ช้ิน   [仕事の類別詞]～件 

กาํหนดส่ง    締め切り 

นิดเดียว    少しだけ 

ยงัไม่กลบัอกีเหรอ 
まだ帰らないの？ 
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   文法と表現 

 

22.1   「ยงัไม่  ＋動詞（句）＋อกีหรือ(เหรอ)」「まだ～をしないの？」 

不思議または納得しない気持を表す。  

1. คุณทานยามากวา่ ๔ ปีแลว้ ยงัไม่หายอีกเหรอ 
あなたは，お薬を飲み始めてもう 4 年を超えたんですが，まだ治っていませんか？  

2. อาจารยย์ามาดะอายเุกือบจะ ๗๐ แลว้ ยงัไม่เกษียณอีกเหรอ  
ヤマダ先生はもうすぐ 70 歳ですが，まだ定年になっていないの？  

3. แกงกะหร่ีน่ี คุณทานมาก่ีวนัแลว้ ยงัไม่หมดอีกหรือ  

このカレーは，もう何日間食べていますか。まだ無くなっていないんですか？ 

เกษียณ 定年になる/  แกงกะหร่ี カレー 

           

22.2   「動詞（句）＋ต่อ 」「続けて～をする」  

1. เราพกักนัคร่ึงชัว่โมง แลว้คุยกนัต่อจนถึง๒ทุ่ม 

我々は 30 分休憩してから夜 8時まで話し合いを続けた。 

2. ทาโรพกัเรียนไป ๒ ปี ตอนน้ีกลบัมาเรียนต่อแลว้  

タロウは２年間休学した。今は戻って勉強を続けている。 

3. ผมจะพกัท่ีโอซากา ๑ คืน แลว้พรุ่งน้ีจะเดินทางต่อไปยงักิวชิว  

僕は大阪に１泊して，それから明日また九州に向かって旅を続ける。 
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คืน ～泊/  เดินทาง 旅行，旅をする 

 

22.3   「A  จนกว่าจะB」「B になるまで A をする」 

A は継続的に行う行動を表す動詞（句）または文であり，Bは目標や目的を表す動詞（句）

または文である。B は文であれば，その主語は必ず จะ の前に置かないといけない。 

 1. ผมจะรอจนกวา่คุณใหญ่จะกลบัมา 

ヤイさんが帰ってくるまでずっと待ち続けます。 

2. ทาโรบอกวา่จะเกบ็เงินจนกวา่จะซ้ือรถได ้

タロウは車を買えるまでずっとお金を貯めていくと言った。 

3. ฉนัจะทาํงานบริษทัน้ีไปจนกวา่จะหางานใหม่ได ้

 新しい仕事を見付けるまでこの会社で働きます。 

หางาน 仕事を探す，就職活動をする 

 

22.4   「อกี A กจ็ะ B  แล้ว」「あと A で B になる」 

A は数量や期間を表す語（句）であり，Bは目標，目的，または望まれることを表す語（句）

である。 

1. อีก ๒ อาทิตย ์กจ็ะไดดู้ซากรุะบานแลว้  

あと 2週間で，桜が咲くのを見られるようになります。 

2. อีก ๓ วนักจ็ะถึงวนัออกเดินทางแลว้ คุณเตรียมตวัเสร็จหรือยงั 

あと 3日間で出発する日ですが，準備は出来ましたか。 
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3. อีกแป๊บเดียวอาหารกจ็ะเสร็จแลว้ ทนหิวหน่อยนะ  

もうちょっとで料理が出来るので，（お腹が空いているのを）ちょっと我慢してね。 

ออกเดินทาง 出発する/ เตรียมตวั 準備する/ แป๊บเดียว [時間]少しの間だけ/ ทน 我

慢する 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. บ่ายโมงแลว้ ทาโรยงัไม่ต่ืนอีกหรือ(บ่ายโมง 午後１時／ต่ืน 起きる) 

2. ตอนน้ีพนกังานบริษทักาํลงัพกัเท่ียง เด๋ียวจะกลบัไปทาํงานต่อ(พกัเท่ียง 昼休みをと

る)  

3.  ผมจะรอจนกวา่ลูกคา้จะกลบัไปหมด แลว้จะปิดร้าน(ลกูคา้ 客) 

4. อีก ๑๐ นาที เคร่ืองบินกจ็ะลงแลว้(นาที 分／ลง 降りる)  

 
Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. もう夜 11 時ですが，バスはまだなくなっていないんですか？（夜 11 時หา้ทุ่ม／なくな

るหมด) 

2. あと 3駅電車を乗り続けてください。 

3. 夫が定年になるまでこの町に住むつもりです。（町 เมือง／住む อยู)่ 

4. あと 4日間で新学期が始まる。（新学期が始まる เปิดเทอมใหม่) 
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       第23 課 
 

  
会話 

เคน็  – วนัก่อน ขอบคุณนะครับท่ีอุตส่าห์พาผมไปหาหมอ 

ใหญ่ – ไม่เป็นไรครับ หายหรือยงัครับ 

เคน็  – ค่อยยงัชัว่ข้ึนมากแลว้ครับ 

ใหญ่ – ยงัทานยาอยูห่รือเปล่าครับ 

เคน็  – ยาแกอ้กัเสบหมดแลว้ สงสยัตอ้งไปหาหมออีก 

ใหญ่ – ผมกก็าํลงัจะไปหาหมอเหมือนกนั ผืน่ข้ึนเตม็ตวัเลย 

เคน็  – ไปเด๋ียวน้ีหรือครับ 

ใหญ่ – ครับ ไปดว้ยกนัไหมครับ 

เคน็  – ขอบคุณครับ ผมขอเขา้หอ้งนํ้าก่อน เด๋ียวตามไปไดไ้หมครับ 

ใหญ่ – ครับ เด๋ียวเจอกนัท่ีรถนะครับ 

 

   単語 

หาย             治る 

ค่อยยงัชัว่    まし 

ผืน่   湿疹 

เดีย๋วตามไป 
あとで行きます 
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2. ผมอุตส่าห์ซ้ือตัว๋คอนเสิร์ตใหเ้ขา แต่เขาไปไม่ได ้ 

僕はせっかく彼女にコンサートの切符を買ってあげたが，彼女は行けなかった。 

3. พี่สาวผมอุตส่าห์ซ้ือกางเกงเบอร์ใหญ่ท่ีสุดมาใหผ้ม แต่ผมใส่ไม่เขา้  

姉は僕にサイズが一番大きいズボンを買ってくれたが，僕は履けなかった。 

ตัว๋ 切符/  คอนเสิร์ต コンサート/ เบอร์ [サイズ]～号/ ใส่ไม่เขา้ 履けない，入らない 

 

23.3   「ยงั＋動詞（句）＋อยู่」「まだ～している」 

以前と変わらない状態を表す。 

 1. ขา้งนอก ฝนยงัตกอยูห่รือเปล่า 

外は，雨がまだ降っていますか。 

2. ซากรุะตน้อ่ืนดอกร่วงไปหมดแลว้ แต่ตน้น้ียงับานอยู ่

他の桜の木は花が全部落ちたが，この桜はまだ咲いている。 

3. รถเมลค์นัท่ีผมนัง่ยงัติดอยูบ่นทางด่วน 

 僕が乗っているバスはまだ高速道路で渋滞に巻き込まれている。 

ขา้งนอก 外/ ตน้ [木の類別詞]～本/ ดอก 花/ ร่วง [花や葉が]落ちる/ บาน 咲く/ 

ทางด่วน 高速道路 

 

23.4   「เดีย๋ว＋動詞（句）または文」「あとで～をする」「すぐ～をする」 

ある行動を今しない，またはできないが，すぐ後で行うことを表す場合に用いられる。 

8.1 を参照。 
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1. การบา้นเด๋ียวทาํกไ็ด ้ตอนน้ีหิว อยากกินก่อน  

宿題は後でしてもいい。今はお腹が空いているので，先に食べたい。 

2. เราพกักนัสกัครู่เถอะ เด๋ียวมาคุยกนัต่อ 

ちょっと休憩しましょうよ。後で，また話し合いを続けましょう。 

3. แผลคุณเด๋ียวหมอมาดูใหน้ะคะ ตอนน้ียงัตรวจคนไขค้นอ่ืนอยู ่ 

あなたの傷は後でお医者さんが診に来ますね。今は，まだ他の患者さんを診ているから。 

การบา้น 宿題/ หิว お腹が空く/ พกั 休憩する/ สกัครู่ しばらく/ คุยกนั 話し合う

/ ....ต่อ 続けて～をする/ ตรวจ 検査する/ คนไข ้患者/ คนอ่ืน 他の人 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ดีใจท่ีทราบวา่คุณสอบชิงทุนไปเรียนต่อท่ีญ่ีปุ่นได(้สอบชิงทุน 奨学金の試験を受け

る／เรียนต่อ 留学する) 

2. มะลิอุตส่าห์หยดุงานพาฉนัไปหาหมอ  

3.  โยโกะอุตส่าห์ทาํอาหารญ่ีปุ่นรอฉนั แต่ฉนัไม่สบายไปทานไม่ได ้  

4. เพื่อน ๆ จบมหาวทิยาลยัไปหมดแลว้ แต่ผมยงัเรียนอยูปี่ ๑ (ปี ๑ １回生) 

5.   ชามแค่น้ี เด๋ียวลา้งกไ็ด ้ขอนอนก่อน (ชาม 碗，どんぶり，皿) 
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Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. その会社が倒産したということを聞いて驚いた。（倒産する ลม้ละลาย／驚く ตกใจ) 

2. 会社へ行く前に，彼女はわざわざホテルまで私を迎えに来てくれた。（ホテルまで ถึง
โรงแรม／迎える รับ) 

3. 彼にせっかく大阪弁を教えてもらったのに，私は全部忘れた。（大阪弁 ภาษาโอซากา／
教える สอน／忘れる ลืม) 

4. 風はもう止まったが，雨はまだ降っている。 

5. 残っているご飯はまだ片付けないで。後で戻ってきてまた食べる。（残る เหลือ／片づ

ける เกบ็／戻る กลบั) 
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       第24 課 
 

  
会話 

มะลิ  – ซากรุะดูโทรทศันไ์ทยบา้งไหม 

ซากรุะ – ดูบา้งไม่ดูบา้ง ถา้มีเวลากจ็ะดู 

มะลิ  – ชอบดูรายการอะไรบา้ง 

ซากรุะ – ดูทุกอยา่งไม่วา่ข่าวหรือสารคดี 

มะลิ  – เหรอ 

ซากรุะ – ใช่ ดูแมก้ระทัง่รายการเดก็ 

มะลิ  – ละครล่ะ ดูบา้งไหม 

ซากรุะ – ดูบา้งเหมือนกนั แต่ไม่ค่อยอยากดูเท่าไร 

มะลิ  – ทาํไมล่ะ ละครไทยไม่สนุกหรือ 

ซากรุะ – ไม่ใช่ไม่สนุก เรากลวัดูแลว้ติด ตอ้งคอยดูทุกคร้ัง 

 

   単語 

โทรทศัน์            テレビ 

รายการ   番組 

ทุกอยา่ง   すべての 

ดูบ้างไม่ดูบ้าง 
観たり観なかったり 
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ข่าว    ニュース 

สารคดี    ドキュメンタリー 

รายการเดก็    子供の番組 

ละคร    ドラマ 

ติด    病みつきになる 

   

   文法と表現 

 

24.1   「A บ้าง B บ้าง」「A をしたり B をしたりする」「A であったり B であったり

する」「Aになったり B になったりする」 

A と B は動詞（句），名詞（句），または文である。複数の人，動物，物事，または複数

の行動，状態が混ざったり，繰り返したりすることを表す。  

1. ปิดเทอมหนา้ร้อนปีท่ีแลว้ ทาโรทาํงานพิเศษบา้ง ไปเท่ียวต่างประเทศบา้ง 

昨年の夏休みに，タロウはアルバイトをしたり海外旅行をしたりしていた。 

2. ปกติแม่ทาํอาหารญ่ีปุ่นบา้ง อาหารจีนบา้ง ไม่เคยทาํอาหารไทย 
普通，母は和食を作ったり，中華料理を作ったりするが，タイ料理は作ったことがな

い。 

3. ไฟประดบัแดงบา้ง เขียวบา้ง เหลืองบา้ง สวยมาก  
イルミネーションは赤くなったり，緑になったり，黄色になったりしていて，とても

きれいです。 

ทาํงานพิเศษ アルバイトをする/  ไปเท่ียวต่างประเทศ 海外旅行に行く/  ไฟประดบั イルミ

ネーション           
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24.2   「ไม่ว่าA หรือB」「A をしても B をしても～」「A であろうと B であろうと～」

「A になっても B になっても～」 

 特定の集団の中のある人，動物，物事を例として取り上げて全体の事柄を表す表現であ

る。  

1. เด๋ียวน้ี มหาวทิยาลยั มีนกัศึกษาหญิงมากกวา่นกัศึกษาชายไม่วา่คณะนิติศาสตร์
หรือคณะแพทยศาสตร์ 

現在，大学では，法学部であろうと医学部であろうと，男子学生よりも女子学生の方

が多い。 

2. ผมชอบอาหารเส้นทุกอยา่ง ไม่วา่ก๋วยเต๋ียว หรือ บะหม่ี  

うどんであろうとラーメンであろうと，僕は麺類が好きです。 

3. ยา่ปวดหลงัตลอดเวลา ไม่วา่นัง่หรือเดิน  

祖母は座っても歩いても，ずっと腰が痛いです。 

เด๋ียวน้ี 現在/  คณะนิติศาสตร์ 法学部/  คณะแพทยศาสตร์ 医学部/  อาหารเส้น 麺類/  

ก๋วยเต๋ียว うどん/  บะหม่ี ラーメン/  ปวดหลงั 腰が痛い 

 

24.3   「แม้กระทัง่＋名詞（句）または動詞（句）」「～でさえも～」「～まで～」 

最大限の範囲まで及ぼす積極的な事柄を強調する場合に用いられる。 

 1. ประธานบริษทัทาํเองทุกอยา่งแมก้ระทัง่ลา้งหอ้งนํ้า 

会長はトイレの掃除まで何でも自分でする。 
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2. เส้ือผา้ของเดก็ ๆ ตอ้งปักช่ือหมด แมก้ระทัง่ถุงเทา้ 

子供たちの服は，靴下でさえも，全部名前の刺繍をしないといけない。 

3. เขาอ่านหนงัสือพิมพทุ์กหนา้ แมก้ระทัง่หนา้โฆษณา 

 彼は広告のページまで新聞を全部読む。 

ประธานบริษทั 会長/  เส้ือผา้ 服/  ปัก 刺繍する/  ถุงเทา้ 靴下/  หนงัสือพิมพ ์新聞/  

โฆษณา 広告 

 

24.4   「กลวั(ว่าจะ) +動詞（句）または文」「～する（なる）ことが怖い」「～す

る（なる）のではないかと心配する」 

予想されることに対する気がかりな思いを表す表現である。 

1. เจา้ของร้านกลวัวา่ลูกคา้จะเบ่ือเลยเปล่ียนเมนูอาหารทุกวนั  

店のオーナーは客が飽きるのではないかと心配で，毎日メニューを変える。 

2. คุณสูบบุหร่ีขนาดน้ี ไม่กลวัมีปัญหาสุขภาพบา้งหรือ 

こんなに煙草を吸っていて，健康に問題があるのではないかと心配しないのですか。 

3. ถา้นัง่รถเมลไ์ป กลวัวา่จะไม่ทนั เลยนัง่แทก็ซ่ีไป  

バスで行くと，間に合わなくなることが怖いので，タクシーで行く。 

เจา้ของ オーナー/ เมนู メニュー/ ปัญหา 問題/ สุขภาพ 健康 
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24.5   「คอย +動詞（句）」「いちいち（いつも）～する」「注意して～する」 

注意を喚起する行動を示す。 

1. ตอ้งคอยดูไฟเทียน อยา่ใหด้บั  

蝋燭の火が消えないように，見張らないといけない。 

2. ผมทรงน้ียาวจะไม่สวย ถา้ยาวตอ้งคอยตดันะ 
この髪型は伸びるときれいではなくなるので，伸びたらすぐ切らないといけないよ。 

3. ยามคอยสงัเกตดูคนเดินเขา้เดินออกบริษทั  
ガードマンは会社の出入りしている人々を警戒している。 

เทียน 蝋燭/ ผม 髪/ ทรง スタイル，型/ ยาว 伸びる/ ยาม ガードマン/ สงัเกต 
注意を払う 

 

練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. อาหารเชา้ ฉนัทานบา้งไม่ทานบา้ง (อาหารเชา้ 朝ごはん) 

2. ดาราคนน้ีใชแ้ต่ของแบรนดเ์นม ไม่วา่เส้ือผา้หรือกระเป๋า  (แบรนดเ์นม ブランド

ネーム)  

3.  ร้านน้ีขายเคร่ืองปรุงอาหารไทยทุกอยา่ง แมก้ระทัง่กะปิ (เคร่ืองปรุงอาหาร 調味料

／กะปิ [タイの調味料]エビペースト) 

4. ฉนัไม่กลา้ใส่พริกมาก กลวัวา่เดก็จะทานไม่ได(้พริก 唐辛子)  

5. วนัน้ีประธานาธิบดีเกาหลีจะมาแถวน้ี ตาํรวจตอ้งคอยสงัเกตการณ์ตามตึกต่าง ๆ 
(ประธานาธิบดี 大統領／เกาหลี 韓国／ตาํรวจ 警察／สงัเกตการณ์ 見張る，警戒する)  

129



 

130 

 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. 暇なとき，私は本を読んだり，好きな歌を聞いたりしています。（暇なとき เวลาวา่ง／
歌 เพลง) 

2. 平日であろうと土・日であろうとこの店は客がいっぱいです。（平日 วนัธรรมดา／土・

日 เสาร์อาทิตย／์客 ลูกคา้／いっぱい เตม็) 

3. タイ料理は揚げ虫でさえ僕はなんでも食べたことがある。（揚げ虫 แมลงทอด) 

4. 後ろの人が見られないのではないかと心配なので，大きなスクリーンを用意した方が

いいと思う。（スクリーン สกรีน／用意する เตรียม) 

5. 水がなくならないように見張ってください。 
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       第25 課 

 

  
会話 

มะลิ – คนญ่ีปุ่น ใคร ๆ กบ็อกวา่ภาษาไทยยาก ใช่ไหม 

เคน็ – ใช่ 

มะลิ – เคน็เรียนมา๒ปี เป็นไงบา้ง 

เคน็ – ไม่เห็นยากเลย 

มะลิ – จริงเหรอ 

เคน็ – จริง ภาษาไทยไม่ยากเลย สนุกออก 

มะลิ – อะไรสนุก 

เคน็ – ไดพ้ดูกบัคนไทยสนุก  ยิง่เรียนยิง่สนุก 

มะลิ – เหรอ 

เคน็ – เออ... ตอนแรกเราวา่จะเรียนเล่น ๆ สกั ๒-๓ เดือน  

มะลิ – แลว้ตอนน้ีล่ะ 

เคน็ – ตอนน้ีตั้งใจจะเรียนต่อไปเร่ือย ๆ 

มะลิ – งั้นเหรอ ขอใหมี้ความสุขกบัการเรียนนะ 

เคน็ –  เออ....ขอบใจ 

 

ยิง่เรียนยิง่สนุก 
勉強すればするほど楽しい 
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    単語 

ยาก             難しい 

ตอนแรก   初めは，最初は 

เรา   我々，[友人の間で用いられる一人称代名詞]私 

ตอนน้ี   今，現在 

ตั้งใจจะ....    ～するつもりだ 

ไปเร่ือย ๆ    このままずっと～していく 

ความสุข    幸せ 

การเรียน    勉強 

ขอบใจ   [対等以下の人に対するお礼の言葉]ありがとう 

   

   文法と表現 

 

25.1   「ใคร ๆ ก ็....」「誰でも」 

「ใคร 誰」「อะไร 何」「ท่ีไหน どこ」「เม่ือไร いつ」「ยงัไง どのように」は，「ใครๆ
ก็ 誰でも」「อะไรๆก็ 何でも」「ท่ีไหนๆก็ どこでも」「เม่ือไรๆก็ いつでも」「ยงัไงๆก็
どのようにしても」のように，「.... ๆก」็という形で用いられると，不特定多数の一般の人

や事柄を表す。  

1. คนญ่ีปุ่นบางคนคิดวา่ อาหารไทย อะไร ๆ กเ็ผด็ 

日本人には，タイ料理は何でも辛いと思う人がいる。 
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2. วนัหยดุ โรงแรมท่ีไหน ๆ กเ็ตม็ 

祝日は，ホテルはどこでもいっぱい。 

3. พรุ่งน้ีมีประชุมสาํคญั ยงัไง ๆ คณบดีกต็อ้งเขา้ร่วม  

明日大切な会議があるので，学部長はどうしても出席しないといけない。 

วนัหยดุ 祝日/  โรงแรม ホテル/  ประชุม 会議/  สาํคญั 大切な/  คณบดี 学部長/  เขา้ร่วม 
参加する，出席する 

           

25.2   「ไม่เห็น＋動詞（句）」「（言われていた，または予想されたのとは違って）

～とは思わない」 

 体験している現状は，持っていた情報，または予想通りとはなっていない，または予想

したほどではないことを表す。「เลย」が後続すると意味が強調される。  

1. ปีใหม่ปีท่ีแลว้ ผมไปโอซากามา ไม่เห็นหนาวเลย 

昨年のお正月，僕は大阪へ行ってきたが，全然寒いとは思わなかった。 

2. ใคร ๆ กบ็อกวา่ทาครีมน้ีแลว้จะขาวข้ึน ฉนัทามา ๒ ปีแลว้ ไม่เห็นขาวข้ึนเลย  

誰でもこのクリームを塗ったら肌が白くなると言っていたが，私は 2 年も塗っている

が，全然白くなっているとは思わない。 

3. หนงัสือเล่มน้ีขายดีมาก ฉนัลองอ่านดู ไม่เห็นสนุกเลย  

この本はよく売れています。私は読んでみましたが，全然面白いとは思いません。 

ปีใหม่ 新年/  ครีม クリーム/  ขายดี よく売れる 
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25.3   「状態を表す語（句）＋ออก」「結構～」 

体験したことによって，その現状が，事前に持っていた情報，または予想したこととは反

対になっている，と分かったことを表す場合に用いられる。 

 1. ฉนัวา่คุณทาโรใส่เส้ือสีเขียวกบักางเกงสีแดงอยา่งน้ีเท่ห์ออก 

タロウさんは，このように赤いズボンに緑のシャツを着ると，結構格好いいと私は思

う。 

2. นึกวา่รถจะติด ถนนวา่งออก 

渋滞だと思っていたが，意外と道路は空いている。 

3. เขาเรียนภาษาไทยมาแค่ ๒ เดือนเองหรือ พดูไดเ้ก่งออก 

 彼はタイ語を勉強し始めてからたった 2 ヶ月だけですか。結構上手に話せますね。 

เท่ห์ 格好いい/  วา่ง 空く 

 

25.4   「ยิง่ A ยิง่ B」「A をすればするほど B になる」 

A と Bは動詞（句）である。 

1. ปลาหมึกยา่งแบบน้ี ยิง่เค้ียวยิง่อร่อย  

このような焼きするめいかは噛めば噛むほど美味しくなる。 

2. คนท่ียิง่เครียดยิง่กินจะอว้นง่าย 

ストレスがたまればたまるほどたくさん食べる人は太りやすい。 

 

134



 

135 

 

3. ยิง่เดินยิง่เจบ็ ฉนัเลยตอ้งหยดุเดิน  

歩けば歩くほど痛くなったので，私は歩くのを止めなければならなかった。 

ปลาหมึก するめいか/ ยา่ง 焼く/ เค้ียว 噛む/ เครียด ストレスがたまる/เจบ็ 痛い 

 

25.5   「動詞（句）+  เล่น ๆ 」「軽い気持ちで，思いつきで，本気ではなく～をす

る」 

 その行動にもともと具体的な目的や目標があったわけではないことを表す。 

1. หลงัเกษียณผมวา่งมาก เลยไปเรียนวาดรูปดูเล่น ๆ   

定年退職後，僕は暇がたくさんあるので，（暇つぶしのために）絵（を描くこと）をち

ょっと習いに行っている。 

2. เห็นน่ากิน เลยซ้ือมากินเล่น ๆ  

美味しそうだったので，味を見るためにちょっと買ってきた。 

3. ฉนัลองต่อราคาดูเล่น ๆ ไม่นึกวา่คนขายจะลดใหจ้ริง ๆ   

軽い気持ちで交渉してみましたが，店員が本当に負けてくれるとは思わなかった。 

วาดรูป 絵を描く/ น่ากิน 美味しそう/ ต่อราคา 値段を交渉する/ ลด [値段を]負ける 

 

25.6   「 สัก＋数量や単位の語（句）」「～程度で～」「（せめて）～ぐらい」 

依頼や願望においての最小限の数や量を表す場合に用いられる。 
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1. ขอเล่ือนเวลาเดินทางออกไปสกั ๑ อาทิตยไ์ดไ้หมคะ  

出発日を一週間延期させていただけないでしょうか。 

2. ขอเวลาคิดสกั ๒ วนันะคะ 

2 日間でも考えさせてください。 

3. หนาวจงั อยากทานนํ้าชาร้อน ๆ สกัถว้ยนะ  

すごく寒い。温かいお茶一杯でも飲みたいね。 

เล่ือน....ออกไป 延期する/ นํ้าชา お茶/ ถว้ย コップ，[コップに入れているものの類別

詞]～杯 

 

25.7   「 ขอให้＋動詞（句）または文」「～でありますように」「～になるように

祈る」 

1. ขอใหโ้ชคดีในการสอบนะคะ  

試験がうまくいけるようにお祈りします。 

2. ขอใหมี้ความสุขและสุขภาพดีตลอดปีใหม่น้ีนะครับ 

この新年にお幸せとご健康でありますようにお祈りいたします。 

3. ขอใหไ้ดเ้จอคนถูกใจในเร็ว ๆน้ีนะ  

近い内に気に入る人に会えますようにね。 

โชคดี 運がいい，好運である/ สอบ 試験，試験を受ける/ มีความสุข 幸せな/ สุขภาพ
ดี 健康/ เจอ 出会う/ ถูกใจ 気に入る/ ในเร็ว ๆ น้ี 近いうちに 
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練習問題 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1. ฉนัโทรไปเม่ือไร ๆ เขากบ็อกวา่ไม่วา่ง  

2. ผมลองทานทุเรียนดูแลว้ ไม่เห็นเหมน็เลย  (เหมน็ 臭い)  

3.   ฉนัลองฟังเพลงนั้นดูแลว้ เพราะออก ทาํไมคุณไม่ชอบล่ะ (เพราะ [歌]きれい) 

4. เดก็ผูห้ญิงคนน้ียิง่โตยิง่สวย(เดก็ผูห้ญิง 女の子／โต 大きくなる，成長する)  

5. รถแบบน้ี ผมอยากซ้ือมาลองขบัดูเล่น ๆ สกัคนั 

6. ฉนัอ่ิมแลว้ค่ะ ไม่อยากทานอะไรแลว้ ขอกาแฟสกัถว้ยกพ็อค่ะ  

7. ขอใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพนะครับ(โดยสวสัดิภาพ 無事に) 

 
Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. この本を読んだ人は誰でも｢とても面白い｣と言っていた。 

2. たくさん唐辛子を入れたのに，全然辛くなっているとは思わない。 

3. 大統領のスピーチは結構長かったよ。（大統領 ประธานาธิบดี／スピーチ สุนทรพจน์) 

4. 話せば話すほど分からなくなった。（分かる รู้เร่ือง) 

5. (本気ではないが)彼女を誘ってみたんですが，彼女は本当に行った。（誘う ชวน) 

6. 一度でも日本へ桜を見に行きたいですね。 

7. ご健康とご多幸をお祈りいたします。（健康である มีสุขภาพดี／幸せである มีความสุข) 

137





文法と表現の索引

*各文例の後ろの数字は本書に登場する課の番号です。 

139 

 

ๆ 

....ๆ....                     7 

....ๆ....ๆ                 10 

ก 

ก.็...                                13 

....ก.็...                                20 

....(ก)็ยงัดีกวา่.....                   20 

กลา้....                   5 

....กนั....                 13 

เกือบ....                   2 

กลวั(วา่จะ).....                       24 

กาํลงัจะ....                6 

ข 

ขอโทษท่ี....               23 

ขอให.้....                              25 

ขอบคุณท่ี.....                        23 

ข้ีเกียจ.....                              19 

....ข้ึน                  2 

ค 

คอย.....                              24 

แค่....เท่านั้น....             11  

ใคร ๆ ก.็....               25 

ใคร....กวา่กนั              10 

ใครบา้ง                1 

ใคร....ไหม                6 

ใคร....สกัคน              19 

จ 

....จน....               14 

....จนกวา่จะ.....          22 

....จะได.้...                18 

ช 

....เชียวหรือ                9 

ซ 

....ซี             14,16 

ด 

....ดว้ย               10 

....เดียว                 1 

....เด๋ียว...              8，23 

.....ได.้...                 5 

ไดย้นิวา่....                13 

ต 

....ต่อ               22 

ตั้ง....             1，13 

ตาม.....                 18 

แต่....              7，18 

ถ 

ถา้....ก.็....                19 

ถึง....ก.็....                 5 

ถึงขนาด.....               21 

....ถึงจะ.....               12 

....เถอะ               17 

ท 

ทั้ง.....               10 

ท่ีไหน ๆ  ก.็...           25 

ท่ีไหน....กวา่กนั             10 

ท่ีไหนบา้ง                1 

ท่ีไหน....ไหม                 6 

ท่ีไหน....สกัแห่ง      19 

....ทีไร....ทุกที            20 

ทาํท่าจะ.....                8 
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....เท่าไรกไ็ม่.....      16 

น 

น่าจะ.....              11 

นึกวา่.....               9 

บ 

บาง....             21 

....บา้ง(มัง่)              14 

บา้ง....บา้ง             24 

.....บา้งหรือเปล่า       4 

เบ่ือท่ี.....              23 

ป 

.....เป็น              5 

.....เป็นเพื่อน               6 

....เปล่า              15 

.....ไปหน่อย               3 

ผ 

....เผือ่.....               19 

ฝ 

ฝาก.....               18 

 

พ 

เพิ่ง....มาได.้....             16 

ม 

....มัง่               14 

....มา.....               2 

มี....               12 

มีความสุขท่ี.....           23 

แมก้ระทัง่....               24 

เม่ือไร ๆ ก.็....                25 

เม่ือไรบา้ง                1 

.....เหมือนกนั                4 

ไม่ค่อย....เท่าไร....          12 

ไม่ได.้...                1 

ไม่....ทั้ง....               10 

ไม่น่าจะ.....               11 

ไม่น่า....เลย               20 

ไม่....บา้งหรือ               4 

ไม่ยอม.....               16 

ไม่วา่....หรือ.....              24 

ไม่....สกัที.....               15 

....ไม่ไหว               20 

ไม่เห็น.....               25 

....ใหม่                8 

....ใหม่ ๆ                 2 

ย 

ยอม......               16 

.....ยงั...               . 6 

ยงัไง ๆ ก.็....               25 

ยงัไงบา้ง                1 

ยงัไม่....อีกหรือ              22 

ยงั....อยู ่.....              3，23 

อยา่....เลย                14 

อยา่ง....ก.็...               11 

ยิง่....ยิง่.....                25 

....อยูก่่อนแลว้              17 

อยู ่ๆ ก.็.....                21 

....อยูแ่ลว้               14 

ร 

.....หรือเปล่า                3 

....หรือเปล่ากไ็ม่รู้     20 
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....หรือไม่ ก.็.....             21 

.....หรือยงั               6 

ล 

....ลง                2 

....เล่น ๆ                25 

....แลว้....                9 

....แลว้(จะ)....              14 

....แลว้ก.็...               1 

.....แลว้ยงั               6 

.....แลว้หรือยงั            6 

ว 

วา่....               11 

วา่จะ....               15 

เวลา....จะ....               7 

....ไหว               20 

ส 

สงสยัจะ.....               21 

....สกั.....               25 

....สิ               19 

....แสดงวา่....                10 

ห 

ให.้....                7 

....ให.้...               7,9 

อ 

....ออก                25 

อะไร ๆ ก.็....                25 

อะไร....กวา่กนั             10 

อะไรบา้ง                1 

อะไร....ไหม               6 

อะไร....สกัอยา่ง           19 

อีก....                12 

อีก....กจ็ะ....แลว้            22 

....อีกแลว้                17 

อุตส่าห์.....                23 

.....เอง             3,9,16 

เอา....ติด(ตวั)ไปดว้ย           19 
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解答例 

第 1 課 

会話 

マリ－ ケン！久しぶり！どこへ行ってきたの？ 

ケン－ 地方へ行ってきた。 

マリ－ 地方ですか。どんなところへ行ってきたの？ 

ケン－ ナコーンパトム，ガーンチャナブリ―，ペチャブリ―，それと，プラチュアプ。 

マリ－ 誰と行ったの？ 

ケン－ 一人で行った。 

マリ－ 楽しかった？ 

ケン－ とても楽しかった。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．私は 3日間寝ていません。 

2．ヒロシは歌手ではない。彼は作家です。 

3．ガソリン代は 1リットルに 40 バーツもする。 

4．タイの果物は，どんなものがお好きですか。 

5．今年の夏休み，タイへ行く人はどなたですか。 

6．僕はドリアン，マンゴスチン，そしてマンゴーが好きです。 

7．サックさんは車を２台持っているが，チャイさんは１台しか持っていない。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. นอ้งชายไม่ไดเ้ล่นฟุตบอล 

2. ฉนัไม่ไดต้ดัผมตั้งแต่ปีท่ีแลว้ 

3. ค่าเช่าบา้นเดือนละตั้ง ๑ ลา้นเยน 

4. คุณชอบสีอะไรบา้ง 

5. ฉนัซ้ือเส้ือ ถุงเทา้ แลว้กผ็า้เช็ดหนา้มา 
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6. ร้านขายเคร่ืองปรุงอาหารไทยมีร้านเดียว 

 

第 2 課 

会話 

ダム－ ケンさん，タイに来てからどれぐらい経ちましたか。 

ケン－ もう少しで 1 年になります。 

ダム－ タイ語がずいぶん上手になりましたね。 

ケン－ 本当ですか。 

ダム－ 本当です。タイに来た最初の頃よりとても上手になりました。 

ケン－ ありがとうございます。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．僕はここで働いてもう 10 年になりました。 

2．昨年，僕はもう少しで留年するところだった。 

3．あとほぼ 20 分の時間があります。 

4．昼間は，暑くなる。 

5．夜 8時以降，お客さんが少なくなる。 

6．タクヤは車を買ったばかりの時は，毎日洗っていた。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. เดก็คนนั้นดูโทรทศัน์มาตั้งแต่เชา้ ยงัไม่ไดท้านขา้วเชา้ 

2. ผมคอยเธอเกือบสองชัว่โมงแลว้ 

3. เงินเยนถูกลง ตัว๋เคร่ืองบินเลยแพงข้ึน 

4. ตอนฉนัมาโอซากาใหม่ ๆ ไม่ค่อยเขา้ใจภาษาโอซากา 
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第 3 課 

会話 

ダム－ 相変わらずまだその学校でタイ語を勉強していますか。 

ケン－ もう行っていません。 

ダム－ なぜですか。 

ケン－ その学校はちょっと遠いです。 

ダム－ 今はどこで勉強していますか。     ケン－ 自分で勉強しています（独学しています）。 

ケン－ 今は独学で勉強しています。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．もう午前 2時になりましたが，タロウはまだ宿題をしています。 

2．あなたは毎日運動をしていますか。 

3．2人で食べて 3万円もするのが，ちょっと高いですね。 

4．この家は，僕が自分で建てたんです。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. เส้ือตวัน้ีซกั ๒ คร้ังแลว้ แต่รอยเป้ือนยงัอยู ่

2. ตั้งแต่เรียนจบ คุณใชภ้าษาไทยบา้งหรือเปล่า 

3. ตอ้งคอยตั้ง ๒ ชัว่โมงหรือ นานไปหน่อยนะ 

4. ผมซ่อมรถเอง 

 

第 4 課 

会話 

ケン－ 今日は，先生。 

先生－ 今日は，ケン。どうですか、元気ですか。 

ケン－ 僕は元気です。先生は？ 
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先生－ ぼちぼちです。ケンはタイに来てどれぐらいになりましたか。 

ケン－ もう 1 年になりました。 

先生－ たまに日本の実家に帰ったりしていますか。 

ケン－ 全然帰っていません。 

先生－ たまにホームシックになったりしていませんか。 

ケン－ たまになります。 

Ⅰ 和訳をしなさい。 

1．あなたはたまにテレビドラマを観ていますか。 

2．あなたは全然着物を着たくないんですか。 

3．パンはたまに食べますが，普通はご飯を食べます。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. คุณไปหาหมอฟันบา้งหรือเปล่า 

2. คุณใส่รองเทา้สน้สูงเดินนาน ๆ ไม่เจบ็เทา้บา้งหรือ 

3. รองเทา้คู่น้ีใส่สบาย แต่เดินนาน ๆ กเ็จบ็เหมือนกนั 

 

第 5 課 

会話 

ダム－ ケンさんは車を運転できますか。 

ケン－ できます。 

ダム－ タイで運転したことがありますか。 

ケン－ ありません。僕は国際免許証を持っていませんので，タイでは運転できません。 

ダム－ そうですか。 

ケン－ 免許を持っていても，運転する勇気がないです。 

ダム－ なぜですか。 

ケン－ 怖いです。 
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 Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．あなたは絵を描くことが出来ますか。 

2．彼はラオス語が出来ますが，タイ語が出来ません。 

3．お金があっても，幸せを買うことは出来ない。 

4．僕は雪道で車を運転する勇気がない 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. คุณแกค้อมพิวเตอร์เป็นไหม 

2. มหาวิทยาลยัคุณ ข่ีมอเตอร์ไซคไ์ปเรียนไดไ้หม 

3. คุณดีดเปียโนเป็นไหม 

4. ถึงไม่ชอบกต็อ้งทานนะ 

5. เขาขบัรถเร็วมาก ฉนัไม่กลา้นัง่รถท่ีเขาขบั 

 

第 6 課 

会話 

ヤイ－ ケンさん，食事は済みましたか。 

ケン－ これから食べに行くところです。 

ヤイ－ 一人で（食べに）行きますか。 

ケン－ はい。 

ヤイ－ 僕も付き合いましょうか。 

ケン－ 本当ですか。いいですね。ありがとうございます。 

ヤイ－ 何か特別に食べたいものがありますか。 

ケン－ パッタイを食べたいです。 

ヤイ－ そうしたら「タムナーン・タイ」という店に行った方がいいと思います。その店のパ
ッタイは美味しいです。 
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4．マリはお兄さんに空港まで送ってもらった。 

5．彼は昨年、この絵を私に描いてくれた。  

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. เวลาไปต่างประเทศ ตอ้งมีพาสปอร์ต 

2. พอ่ฉนัพดูไดแ้ต่ภาษาโอซากา 

3. บา้นสีขาว ๆ หลงันั้นคือบา้นอาจารยย์ามาดะ 

4. อาจารยใ์หน้กัศึกษาอ่านหนงัสือ ๑๐ เล่ม 

5. เธอซ้ือกระเป๋าใบน้ีใหฉ้นั 

 

第 8 課 

会話 

ケン－ もしもし，マリ。 

マリ－ もしもし，ケン。 

ケン－ 今，電話で話せる？ 

マリ－ 今,車を運転している。後で，折り返し電話してもいい？ 

ケン－ 分かった。 

[20 分後] 

マリ－ もしもし，ケン，どうした….やばい！バッテリーがなくなりそう。 

ケン－ そう？じゃ，今夜，僕がかけ直した方がいい。 

マリ－ そうね。ごめんね。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．コーヒーですか？あとで飲みます。先にご飯を食べます。 

2．猫はネズミを捕まえようとしている。 

3．私の友人はタロウさんのお兄さんと再婚した。 

 

149



 

150 

 

 

 

 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. เขาออกไป ๒ ชัว่โมงก่อน เด๋ียวคงถึง 

2. ดอกซากรุะทาํท่าจะบาน 

3. บทความน้ีคงตอ้งเขียนใหม่ 

 

第 9 課 

会話 

マリ－ 誰かと思った！ケンじゃない！全然分からない。 

ケン－ そんなに？ 

マリ－ このような格好いい服を着て，どこへ行くの？  

ケン－ 今日は仕事が終わってから，友達の結婚式へ行く。 

マリ－ そう？彼女とデートがあるかと思った。 

ケン－ 彼女とデートがあったら，今よりもっと格好良くするよ。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．その女性はタナカ先生の奥さんだと思っていた。(実際はタナカ先生の奥さんではない) 

2．そのことを言った人は(他の人ではなく)僕自身です。 

3．彼はタイに 20 年間も住んでいたのですか。 

4．電車を降りてからバスに乗り換えて，あと 20 分間行かなければならないです。 

5．今よりもっときれいに書いてくれません。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. มองขา้งหลงั นึกวา่เขาเป็นผูห้ญิง 

2. บา้นหลงันั้นเป็นบา้นของอาจารยย์ามาดะเองหรือ 

3. รายไดต่้อปีของเขาตั้ง ๒ พนัลา้นเชียวหรือ(รายไดเ้ขาปีละตั้ง ๒ พนัลา้นเชียวหรือ) 

4. ตามปกติ เขาอาบนํ้าก่อนแลว้ทานขา้วเยน็ 
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5. เดินใหเ้ร็วกวา่น้ีอีกหน่อย 

 

第 10 課 

会話 

ヤイ  － グリーンカレーとトムヤムクンでは，どちらの方が好きですか。 

ヨウコ － トムヤムクンの方が好きです。 

ヤイ  － なぜですか。  

ヨウコ － トムヤムクンには酢っぱみもあるからです。 

ヤイ  － 酸っぱい料理が好きということですね。 

ヨウコ － そうです。私は酸っぱくて，しょっぱくて，辛い料理が好きです。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．サッカーと野球では，日本人の子供はどちらの方が好きですか。－両方とも好きです。 

2．この写真とその写真では，どちらの方がはっきり写っていますか。－両方ともはっきり写って
いないです。 

3．食べてから，お皿を洗ってください。 

4．電気が消えています。彼女はもう寝ているということです。 

5．お薬は，飲んだり止めたりすると治るのが遅くなってしまいますよ。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. ทาโรกบัจิโร คนไหนหล่อกวา่กนั – หล่อทั้ง ๒ คน 

2. ปีท่ีแลว้กบัปีน้ี ปีไหนหนาวกวา่กนั – ปีน้ีหนาวกวา่ 

3. ภาษาไทยกบัภาษาญ่ีปุ่น ภาษาไหนง่ายกวา่กนั – ไม่ง่ายทั้งสองภาษา 

4. จะไปซ้ือแซนวิชหรือ ซ้ือนํ้าชามาดว้ยนะ 

5. รถเขาจอดอยู ่แสดงวา่กลบับา้นแลว้ 

6. ฝนตก ๆ หยดุ ๆ ตั้งแต่เชา้ 
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第 11 課 

会話 

ヤイ  － 今回のワールドカップは，どの国が優勝すると思う？ 

タロウ － きっと南米の国だと思う。 

ヤイ  － 僕はヨーロッパの国だと思う。  

タロウ － アジアの国は？ 

ヤイ  － 難しいでしょう。よくて準決勝進出。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．彼女は世界で一番演技が上手な女優だと思う。 

2．こんなに大きな文字なので，見えないはずがない。 

3．乗客は多くても 20 キロしか荷物を飛行機に預けることが出来ない。 

4．食事代は 1日に 1,000 円しかない。 

5．このモデルさんはとても細いです。体重は多くても 40 キロしかないと思います。           

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. ฉนัวา่เธอไม่เหมาะเลยท่ีจะเป็นผูน้าํประเทศ 

2. เสียงดงัขนาดน้ีน่าจะไดย้นิ 

3. นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาไทยมีปีละอยา่งมาก ๒๐ คน 

4. เขายุง่มาก ไดน้อนอยา่งมากแค่วนัละ ๓ ชัว่โมง 

5. รถแบบน้ีถูก อยา่งแพงคนัละไม่เกิน ๑ ลา้นเยน 

 

第 12 課 

会話 

ケン － 昨日，僕はタイ語検定を受けに行ってきた。 

マリ － 受ける人は多かった？ 
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ケン － 結構多かった。  

マリ － 試験は難しかった？ 

ケン － そんなに難しくなかった。 

マリ － 結果は分かった？ 

ケン － まだ。あと 2 週間したら，結果が分かる。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．バス停では，バスを待っている人が 4～5人いる。 

2．彼女はとても早くしゃべっていたので，私はあまり(思っていたほど)分からなかったです。 

3．もう一杯コーヒーを飲みますか。 

  4．このズボンを履けるようになるには，僕はあと体重を少なくとも 2 キロ減らさないといけない
です。 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. ในเคร่ืองบินมีผูโ้ดยสารอยู ่๒๒๒คน 

2. เส้ือตวัน้ีราคาตั้ง ๓ หม่ืนเยน แต่ผา้ไม่ค่อยดีเท่าไร 

3. ขอนอนอีก ๒๐ นาที 

4. ฉนัตอ้งอธิบายตั้ง ๓ คร้ัง เขาถึงจะเขา้ใจ 

 

第 13 課 

会話 

ケン－ 若者たちはよく「テェーチャン」という店に髪の毛を切りに行ったらしい。 

ヤイ－ そうです。 

ケン－ その店で切ってもらったことがありますか。  

ヤイ－ あります。 

ケン－ どうでしたか。 

ヤイ－ まあ，悪くなかったです。 
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ケン－ 予約しないといけないでしょう？ 

ヤイ－ そうです。僕は 3 週間前に予約をしていました。 

ケン－ 3 週間もですか。 

ヤイ－ はい，そうです。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．来年，この辺で新しいデパートが開店するらしい。そうですか。 

2．彼らは先月結婚したばかりです。 

3．ヤマダ先生は授業が上手ですか。－まあ，上手ですけど。 

4．この会社，社員は 2時間も昼休みをとることが出来る。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. เขานอนวนัละตั้ง ๑๕ ชัว่โมง 

2. นกัศึกษาคุยกนัเสียงดงั อาจารยเ์ลยโมโห 

3. ทะเลท่ีนัน่สวยไหม – กส็วย 

4. เดือนท่ีแลว้ เขาลาหยดุตั้ง ๒๐วนั 

 

第 14 課 

会話 

マリ  － 先日，大学の時の友達に会った。彼女は顔の整形をしてきたと言った。 

サクラ－ そう？きれいになった？  

マリ  － 私は気が付かないほどずいぶんきれいになった。  

サクラ－ そう？ 

マリ  － そう。それを見て，私も同じようにしたくなった。 

サクラ－ しない方がいい。今の顔はもうきれいから。 

マリ  － 本当？ 

サクラ－ もちろん，本当だよ。 
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Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．お相撲さんは飛行機のトイレに入れないほど身体が大きいです。 

2．空港に着いたら，私に電話をしてね。 

3．私立大学は祝日に授業をしているので，国立大学も同じように祝日に授業をするようになる。 

4．これらのお菓子はカロリーが高いので，食べないでください。あなたは痩せたいんじゃないん
ですか。 

5．元々僕は歩いて大学へ行くので，バスと電車がストをしても，大学へ行けます。問題がないで
す。 

6．彼はタイ語が上手だと確信していますか。－もちろん，確信しています。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. ร้อนมากจนฉนันอนไม่หลบั 

2. นํ้าหนกัลดลงอีก ๕ กิโล แลว้คุณคงใส่กางเกงตวัน้ีได ้

3. ทาคุยายอ้มผมสีเขียว ฮิโรชิเลยอยากยอ้มมัง่ 

4. ดึกแลว้ อยา่เดินเลย นัง่แทก็ซ่ีไปกนัเถอะ 

5. ฟันคุณสวยอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งดดัหรอก 

6. โดนคนขายหลอก คุณไม่โกรธหรือ – โกรธซี 

 

第 15 課 

会話 

マリ   － 「こんにちは！バンコク」という映画を観（に行ってき）た？ 

サクラ － まだ。マリは観に行ってきたの？ 

マリ   － 昨日，観に行ってきた。 

サクラ － 私も観に行くつもりですが，なかなか時間がない。 

マリ   － 観に行かなくてもいい。 

サクラ － なぜ？ 
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マリ   － 全然面白くなかった。観にいって，時間が無駄だった。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．サクラは友達の結婚式にタイの衣装を着て行くつもりです。 

2．昨日，僕は旅券の更新に行くつもりでしたが，雨が降ったので，行けなかった。 

3．四月に入りましたが，なかなか寒さが和らがない。 

4．この店の料理は美味しくないですよ。食べにいったら，お金が無駄になるよ。  

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1.พรุ่งน้ีฉนัวา่จะต่ืนเชา้ 

2. ฉนัวา่จะเลิกคบกบัเขาตั้งหลายหนแลว้ 

3. ชยัเรียนภาษาญ่ีปุ่นมา ๒ ปีแลว้ แต่พดูไม่เก่งข้ึนสกัที 

4. วนัน้ีแพอี้กแลว้ ไปดูมาเสียเวลาเปล่า 

 

第 16 課 

会話 

マリ － バイクはどうしたの，ケン？ 

ケン － どうしてか分からない。いくらエンジンをかけても，なかなかかからない。 

マリ － エンジンの故障？このバイク，中古よね？ 

ケン － でも買ってからまだ 1 カ月だけですよ。 

マリ － 修理に持っていったらどう？。 

ケン － そうね，今晩修理に持っていこうかなと思っている。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．ナムプラーがこぼれて服にかかったので，いくら洗っても臭さはなかなか消えない。 

2．会長は謝罪するようになったが，なかなか辞任しようとはしない。 

3．僕はこの会社に入ってからまだ 2週間だけです。 

4．その飛行機の乗客はたった 10 人しかいなかった。  
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5．ナムプラーとライムを足したらどうですか。美味しくなるかもしれませんよ。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1.ฉนัลดความอว้นเท่าไร นํ้าหนกักไ็ม่ลด 

2. เธอเกลียดปลาตม้ บงัคบัเท่าไรกไ็ม่ยอมทาน 

3. ร้านอาหารไทยร้านน้ี เปิดมาเพิ่งได ้๑ เดือน 

4. เขามีรายไดเ้ดือนละ ๓ หม่ืนเยนเอง 

5.กางเกงสีแดงตวัน้ีใส่กบัเส้ือเช้ิตสีเขียวซี ตอ้งหล่อแน่ ๆ  

 

第 17 課 

会話 

マリ－ ケン，バイクを修理に持っていってきた？ 

ケン－ 修理してきたが，今朝またエンジンがかからなかった。 

マリ－ それは，元々エンジンがよくなかったということですね。 

ケン－ 本当にうんざりだ。 

マリ－ 買い換えてよ。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．私のパソコンはまたフリーズした。 

2．彼は元々借金がありました。私と結婚した後の借金ではないです。 

3．この辞書はとてもいいので，高くても買ってよ。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. พอ่สูบบุหร่ีอีกแลว้ 

2. ประตูพงัอยูก่่อนแลว้ ไม่ใช่เพราะแผน่ดินไหวคราวน้ีหรอก 

3. ญ่ีปุ่นเดือนสิงหาคมร้อนมาก หนีร้อนไปเมืองไทยกนัเถอะ 
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第 18 課 

会話 

ヨウコ－ マリ，化粧品を買う時，どこへ行って買うの？ 

マリ  － デパートで買う。 

ヨウコ－ 薬局では，化粧品が売られていないの？ 

マリ  － 薬局にはない。デパートでしか売られていない。 

ヨウコ－ そう？ 

マリ  － どんな化粧品が欲しいの？ 

ヨウコ－ エステー・レ―ド― 

マリ  － 明日，姉がアメリカに行く。買ってもらうようにたのんであげるよ。どう？ 

ヨウコ－ 遠慮するよ。お姉さんに迷惑をかけたくないの。 

マリ  － 遠慮しないで。アメリカで買ったら，安く買えるのよ。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．ガソリンスタンドでこのような店が見られる。 

2．私はこの新聞しか読まない。他の新聞は読んだことがない。 

3．銀行へ行くの？お金の振り込みをしてくれない？ 

4．友達がタイへ遊びに行きます。私は彼女にマンゴーを買ってもらうように頼みます。 

5．子供が食べられるように唐辛子を入れないでね。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1.ถา้อยากทานส้มตาํ ตอ้งไปทานตามร้านอาหารไทย 

2. แฟนคลบัของดาราคนน้ีมีแต่ผูช้าย 

3. ไปเซเวน่หรือ ฝากซ้ือขนมปังมาดว้ยไดไ้หม 

4. เขาไปซ้ือตัว๋คอนเสิร์ต ฉนัเลยฝากเขาซ้ือมาใหฉ้นัดว้ย 

5.พกัผอ่นใหม้าก ๆ จะไดห้ายเร็ว ๆ  
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第 19 課 

会話 

マリ  － 今日，雨が降る？ 

ヨウコ－ 分からない。天気予報を見ていない。 

マリ  － そう？ 

ヨウコ－ 傘を持っていって！ 

マリ  － 持つのは面倒ね。 

ヨウコ－ 雨が降るかもしれないので，持っていってよ。 

マリ  － 雨が降ったら，どこかで雨宿りすればいい。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．外は寒いので，マフラーも持っていったらどう？  

2．値切ってみて！負けてくれるかもしれないよ。 

3．この記事はとても長いので，読むのが面倒くさい。 

4．雨が降るかもしれないので，傘も持っていってね。 

5．雨が降ったら，今日の試合は（必然的に）中止になる。 

6．今年の夏休みは，僕は海外のどこかへ遊びに行きたいと思う。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1.เวลาไปเมืองไทย เขาจะเอายาแกป้วดทอ้งติดตวัไปดว้ย 

2. เปิดหนา้ต่างสิ ลมเยน็ ๆ จะไดเ้ขา้มา 

3. รัฐบาลโกหกอีกแลว้ ฉนัข้ีเกียจฟัง 

4. เอายาทาน้ีไปดว้ย เผือ่โดนยงุกดั 

5.ถา้ง่วงกน็อนไม่ดีกวา่หรือ  

6.ของหวาน ช่วยเตรียมขนมญ่ีปุ่นอะไรสกัอยา่งไดไ้หม 
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第 20 課 

会話 

ヨウコ － はあ！雨が降るたびに，いつも渋滞だ。いやだな。 

マリ  － 車で来るんじゃなかったね。 

ヨウコ － サヤームで止めておいて，それで BTS に乗り換えない？ 

マリ   － BTS に乗ったら，どこで降りるの？ 

ヨウコ － シーロムで降りてから，歩いて行く。 

マリ   － 遠いよ。歩ける？ 

ヨウコ － このまま車の中に座っているよりましよ。車は全然動いていない。 

マリ   － まあ，仕方がない。歩いてもいい。 

ヨウコ － ちなみに，サヤームで駐車場が空いているかどうかは分からない。 

マリ   － それはそうですね。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．冬になったら，いつもインフルエンザが流行る。  

2．運転免許証を持ってくるのを忘れなければよかった。 

3．夕べ眠れなかったんですか。お化けが怖いんですか。寝る前にお化けの映画を見なければよか
ったのに。 

4．とても暑いので，我慢できない。寝るときに，私はいつも冷房を付けないといけないです。 

5．酒は健康によくないですが，煙草よりはましだ。 

6．まあ，仕方がない。歩きたくなければ歩かなくていい。タクシーで行ってもいい。 

7．美味しいかどうか分からないですが，彼は全部食べて，全然残っていないです。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1.ฟังเพลงน้ีทีไร นึกถึงสมยัเป็นนกัศึกษาทุกที 

2.สอบวนัน้ีทาํไม่ไดเ้ลย เม่ือวานน้ีไม่น่าไปเท่ียวเลย 

3. เงินเดือนเดือนน้ีไม่เหลือแลว้ใช่ไหม ไม่น่าซ้ือแต่ของมียีห่อ้เลยนะ 
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4. คนัจนทนไม่ไหว เกามากเลยเป็นแผล 

5.ตึกหลงัน้ีเก่ามาก แต่กย็งัดีกวา่หลงันั้น  

6.ไม่มีซีอ๊ิวใช่ไหม เกลือกเ็กลือ 

7.ชินกนัเซ็นขากลบั มีท่ีนัง่วา่งหรือเปล่ากไ็ม่รู้ 

 

第 21 課 

会話 

医者 － どうされましたか。 

ケン － ここが痛いです。 

医者 － 何をしたんですか。 

ケン － 分かりません。突然痛みを感じて，それから腫れています。 

医者 － ひょっとしたら百足または蠍に刺されたんじゃないかしら。 

ケン － そうですか。 

医者 － 熱はありますか。 

ケン － ないです。 

医者 － まだましです。熱が出るほど負ける人もいるんですよ。 

ケン － そうですか。 

医者 － 炎症止めの飲み薬と塗り薬を出します。 

ケン － はい。 

医者 － 炎症止めの薬は朝食と夕食の後で飲みます。 

ケン － はい。 

医者 － 塗り薬は痛い部分に 1 日に 4～5 回塗ります。 

ケン － ありがとうございました。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．突然エンジンが止まった。  
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2．このような渋滞では，飛行機に間に合わないんじゃないかしら。 

3．あなたは，賞金を受ける際，身分証明書として，運転免許証または健康保険証を見せなければ
ならないです。 

4．大きな犬もいれば，小さな犬もいますが，全ての犬がとても可愛いです。 

5．宿題もしないし，ご飯も食べないほどゲームに熱中する子供が大勢いる。 

Ⅱ  タイ語に訳しなさい。 

1. อยู ่ๆบา้นกถู็กพายพุดัปลิวไป  

2.รถไฟสายมาก สงสยัเกิดอุบติัเหตุ 

3.ตอ้งใชป้ากกานํ้าเงินหรือไม่กป็ากกาดาํเขียนนะ 

4. ท่ีโอซากา บางปีหิมะตกหนกั บางปีไม่ตกเลย 

5.ท่ีนัน่หนาวมากขนาดไม่มีส่ิงมีชีวิตอยูไ่ด ้ 

 

第 22 課 

会話 

ヤイ － もう（夜の）8 時ですよ。まだ帰らないのですか。 

ケン － 仕事がまだ終わっていないんです。 

ヤイ － 帰りましょうよ。続きは来週の月曜日にしましょう。 

ケン － この仕事が出来上がるまで帰れません。 

ヤイ － そんなに急いでやらないといけないんですか。 

ケン － 提出の締め切りを 1 週間も過ぎてるんです。 

ヤイ － 家に持って帰ってするのはどうですか。 

ケン － あと少しで出来上がります。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．もう午後 1時です。タロウはまだ起きていない？  

2．今，社員は昼休みをとっています。あとで仕事を続けます。 

3．僕はお客さんが皆帰るのを待って，それから閉店します。 

162



 

163 

 

 

 

4．あと 10 分で飛行機が降ります。 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. ๕ ทุ่มแลว้ รถเมลย์งัไม่หมดอีกหรือ 

2. นัง่รถไฟต่อไปอีก ๓ สถานี 

3. ฉนัจะอยูเ่มืองน้ีต่อไปจนกวา่สามีจะเกษียณ 

4. อีก ๔ วนักจ็ะเปิดเทอมใหม่แลว้ 

 

第 23 課 

会話 

ケン － 先日，わざわざ病院へ連れていっていただいてありがとうございます。 

ヤイ － どういたしまして。もう治りましたか。 

ケン － ずいぶんましになりました。 

ヤイ － まだお薬を飲んでいますか。 

ケン － 炎症止めの薬はもうなくなりましたので，ひょっとしたらまた病院へ行かないといけない
かもしれません。 

ヤイ － 僕も病院へ行くところです。身体中湿疹が出来ています。 

ケン － 今から行かれるんですか。 

ヤイ － はい，一緒に行きませんか。 

ケン － ありがとうございます。先にトイレへ行かせていただきます。すぐに追いつきます。 

ヤイ － はい。後で車で会いましょう。 

Ⅰ  和訳をしなさい。 

1．日本への留学奨学金にうかっておめでとうございます。  

2．マリはわざわざお仕事を休んで私を病院へ連れていってくれます。 

3．ヨウコはせっかく日本料理を作って（待って）くれましたが，私は身体の調子が悪いので，食
べにいけませんでした。 

4．友達は皆大学を卒業したが，僕はまだ 1年生です。 

5．これぐらいのお皿（の量）なら，後で洗ってもいいでしょう。まず寝かせてください。 
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Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. ฉนัตกใจท่ีไดย้นิวา่บริษทันั้นลม้ละลาย  

2. ก่อนไปทาํงาน เธออุตส่าห์มารับฉนัถึงโรงแรม 

3. เขาอุตส่าห์สอนภาษาโอซากาใหผ้ม ผมลืมหมดแลว้ 

4. ลมหยดุแลว้ แต่ฝนยงัตกอยู ่

5.ขา้วท่ีเหลืออยา่เพิ่งเกบ็ เด๋ียวกลบัมากิน  

 

第 24 課 

会話 

マリ   － サクラ，タイのテレビを時々観ている？ 

サクラ － 観たり観なかったり。時間があったら観る。 

マリ   － どんな番組が好き？ 

サクラ － ニュースであろうとドキュメンタリーであろうと，何でも観る。 

マリ   － そう？ 

サクラ － そうよ。子供の番組まで観ているわ。 

マリ   － ドラマは？時々観ている？ 

サクラ － たまに観るわ。でも，あまり観たくないわ。 

マリ   － どうして？タイのドラマは面白くないの？ 

サクラ － 面白くないことではないの。観たら病みつきになって，毎回観ないと気が済まなくなる
ことが怖いから。 

 1Ⅰ   和訳をしなさい。 

1．朝ごはんは，私は食べたり食べなかったりしています。  

2．この女優は，服であろうと鞄であろうと，ブランドものしか使っていない。 

3．この店は，エビペーストまで，タイの調味料は何でも売っています。 

4．子供が食べられないのを心配しているので，唐辛子をたくさん入れられない。 

5．今日，韓国の大統領はこの辺に来たので，警察はいろんなビルを警戒しないといけなかった。 
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Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1. เวลาวา่ง ฉนัจะอ่านหนงัสือบา้ง ฟังเพลงท่ีชอบบา้ง 

2. ร้านน้ีลูกคา้เตม็ทุกวนัไม่วา่วนัธรรมดาหรือวนัเสาร์อาทิตย ์

3. ผมเคยทานอาหารไทยทุกอยา่งแมก้ระทัง่แมลงทอด 

4. ฉนักลวัวา่คนขา้งหลงัจะมองไม่เห็น  เลยคิดวา่เตรียมสกรีนใหญ่ ๆ ไวดี้กวา่ 

5. คอยดู อยา่ใหน้ํ้ าหมด 

 

第 25 課 

会話 

マリ － 日本人は，誰でもタイ語が難しいと言っていたでしょう？ 

ケン － そう。 

マリ － 2 年間勉強していて，どう？ 

ケン － 全然難しいとは思わないよ。 

マリ － 本当？ 

ケン － 本当。タイ語は全然難しくない。結構楽しいんだ。 

マリ － 何が楽しい？ 

ケン － タイ人と話が出来て楽しい。勉強すればするほど楽しい。 

マリ － そう？ 

ケン － うん，最初は半分遊びで，2～3 ヶ月ぐらい勉強してみたかっただけだったけど。 

マリ － 今は？ 

ケン － 今は勉強し続けていきたいと思う。 

マリ － そう？勉強するのを楽しんでね。 

ケン － うん。ありがとう。 

 1Ⅰ    和訳をしなさい。 

1．いつ電話をしても，彼はいつも空いていないと言った。  
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2．僕はドリアンを食べてみました。全然臭いとは思いませんでした。 

3．あの歌を聞いてみたんですが，結構きれいでしたよ。なぜあなたは好きではないのですか。 

4．この女の子は大きくなればなるほど美人になってきている。 

5．このような車は，1台でも買って乗ってみたいです。 

6．もう（お腹が）いっぱいです。もう何もいらないです。コーヒーの一杯でもいただければそれ
で十分です。 

7．ご無事でありますように。 

Ⅱ タイ語に訳しなさい。 

1.คนท่ีอ่านหนงัสือเล่มน้ี ใคร ๆ กบ็อกวา่ “สนุกมาก” 

2. ใส่พริกตั้งเยอะ ไม่เห็นเผด็ข้ึนเลย 

3. สุนทรพจนป์ระธานาธิบดียาวออก 

4. ยิง่พดูยิง่ไม่รู้เร่ือง 

5. ผมลองชวนเธอดูเล่น ๆ แต่เธอไปจริง ๆ  

6. อยากไปดูดอกซากรุะท่ีญ่ีปุ่นสกัคร้ัง 

7. ขอใหมี้สุขภาพดีและมีความสุขมาก ๆ นะคะ 
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