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บทสนทนาในชีวิตประจำาวัน

　かつては若い女性がショッピングや観光に手軽に行けるところとしてタ
イは人気のスポットでしたが，現在では企業の駐在員とその家族はもちろ
ん，ロングステイで滞在する方々も増えています。さらにタイの経済発展
に伴って日本へ観光にやってくるタイ人も激増したため，日本でタイ語の
ガイドしたいという人たちも増えています。本書はそのような幅広い層の
方々の会話をサポートするのが目的です。
　タイ語の会話の本では今まで入門，初級レベルのものが多く出版されて
きたため，入門レベルを終えた方々の会話の本はたいへん少ないのが現状
です。本書では，挨拶のようなやさしい会話から，情報を伝える，意思を
伝える，依頼する，などのより高度な表現までを，目的別，状況別にそれ
ぞれ 3パターンで表現してあります。こんな時はどう言ったらいいのだろ
う，という疑問に応えられる表現をそろえました。場面設定は家族，親し
い友人，現地法人の同僚などの対話が多いため，語末の丁寧語（男性のク
ラップ，女性のカ）がついていない文も多いですが，実際に使われるとき
は必要に応じてつけるかどうかを決めてください。
　タイ文字を読めない方のために発音記号を併記してあります。ポイント
のところでは単語毎にカタカナ表記もあります。音の微妙な違いは CDを
聞きながら，発音してみる，を繰り返してください。繰り返し口に出して
言ってみて，実際に使えるようにマスターしていきましょう。本書の練習
で表現の幅が広がって，さらに会話を楽しむことができることを願ってお
ります。
　最後に企画から編集，校正まで細かい作業にご尽力いただきました（株）
語研編集部の島袋一郎さま，ネイティブチェックの泉田スジンダさま，CD
吹き込みの諸江ボーウォンさま，金沢サイフォンさまに心より感謝申し上
げます。
　2014 年 5 月

著者
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★	本書のタイ語タイトルは，“บทสนทนาในชีวิตประจำาวัน” です。
★	CDには，対話例のタイ語のみが１回，自然な速さで収録されています。また，
対話例でA*: や B*: の “*” マークが付いているところは女性パートを，付い
ていないところは男性パートを表しています。

★	タイ語には日本語にない発音があります。正確なタイ語の発音を身につける
ためには，付属のCDを用いた繰り返し学習が効果的です。

【タイ語校閲】
泉田スジンダ

【CDナレーション】
諸江ボーウォン
金沢サイフォン

【装丁】
平木 千草

【イラスト】
オガワ ナホ

本書の付属CDには，トラック名・CDタイトルなどのテキストデータは一切収録されておりま
せん。パソコンで再生した場合に表示されるトラック名やCDタイトルは，弊社の管理下にない
外部のデータベースを参照しております。予めご了承ください。
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1-01. 挨拶をする①

どこへ行くの？
ไปไหน

A*: อ้าว ศักดิ์ ไป ไหน 
 çaw S≈k pay n√y

B: จะ ไป ตี กอล์ฟ 
 ca pay tii kfl‚f

A: あら，サック，どこへ行くの？
B: ゴルフだよ。

どこへ行ってきたの？
ไปไหนมา

A: ไป ไหน มา 
 pay n√y maa

B*: ไป ช็อบปิ้ง มา 
 pay chflpp∂µ maa

A: どこへ行ってきたんだい？
B: 買い物よ。

どうしてる？
เป็นไงบ้าง 

A*: เปี๊ยก คะ  เป็นไง บ้าง 
 PiΩk khΩ  pen µay bça±

B: เรื่อยๆ 
 r®ayr®ay

A: ピアック，どうしてるの？
B: まあまあさ。

pay n√y［パイナイ］外で出会ったときにする挨拶の定番。pay［パイ］行く　　n√y［ナイ］どこ
（th∂i n√y）の略　　ca［ヂャ］未来の意志を表す助動詞　　pay tii kfl‚f［パイ ティー ゴーフ］ゴルフ
をしに行く　　tii［ティー］打つ，叩く　　kfl‚f［ゴーフ］ゴルフ　　

pay n√y［パイナイ］に maa［マー］（来る）をつけると「どこへ行ってきた」となる。

pen［ペン］は動詞で「～である」　　µay［ンガイ］：《yaµµay［ヤンガイ］（ยังไง）の省略形》どう，い
かが。pen µay bçaµ［ペン・ンガイバーング］どうしてる？，調子はどう？　　r®ayr®ay［ルアイルアイ］

《体調，状況などが同じ状態で続いていることを表し》「まあまあ」。ๆ は前の語を反復して読む符号。
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1-02. 挨拶をする②

A*: ดึก แล้ว พรุ่งนี้ ทำา ต่อ นะ คะ 
 d∑k l¸ıw phr‰µnåi tham t‡‚ nΩ khΩ

B: โอเค   งั้น ราตรีสวัสดิ์ ครับ 
 ookhee  µΩn raatriisaw≈t khrΩp

A: もう遅いですから，明日続きをやりますね。
B: OK。じゃあ，おやすみなさい。

おやすみなさい
ราตรีสวัสดิ์ 

A: ไม่ เห็น หน้า นาน แล้ว   สบายดี เหรอ 
 mçy hÏn nça naan l⁄fiw  sabaaydii lˆØ

B*: สบายดี ค่ะ   คุณ ล่ะ คะ 
 sabaaydii khç  khun lç khΩ

A: しばらく見なかったね，元気なの？
B: 元気ですよ。あなたは？

元気ですか？
สบายดีเหรอ 

A: สวัสดี ครับ  อาจารย์ 
 saw≈tdii khrΩp  aacaan

B*: สวัสดี ค่ะ  คุณ คะโต 
 saw≈tdii khç  khun Kato

A: こんにちは，先生。
B: こんにちは，加藤さん。

こんにちは［おはようございます，こんばんは］
สวัสดี 

saw≈tdii［サワッディー］は「ごきげんよう」というような表現で，朝，昼，晩いつでも使える
khrΩp［クラップ］は男性が，khç［カ］は女性が文末に使う丁寧語　　aacaan［アーヂャーン］先生，
教授　　khun［クン］（～さん）を名前の前につけると丁寧になる

mçy［マイ］《否定詞》～ではない，～ない　　hÏn［ヘン］見る，見える　　nça［ナー］顔　　naan［ナーン］長
く　　sabaaydii［サバーイ ディー］～元気である　　lˆØ［ルゥー］～か《疑問》　　khun［クン］あなた《二人称》
khun lç［クン ラ］《同じ質問を相手に聞き返して》「あなたは？」　　khΩ［カ］女性が疑問文に使う丁寧語

d∑k［ドゥック］夜遅い　　l¸ıw［レーウ］すでに，もう～　　
tham［タム］する　　t‡‚［トー］続ける　　µΩn［ンガン］じゃあ
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1-03. 街中で初対面の人に

A*: ชอ ถาม หน่อย ค่ะ   สถานทูต ญี่ปุ่น ไป ยังไง ดี 
 kh·‚ th√am n‡y khç  sath√anth‰ut y∂ip„n pay yaµµay dii

B: เดิน ตรงไป   แล้ว เลี้ยว ขวา ที่ สี่แยก นะ ครับ
 dØØn troµpay  l¸ıw låaw khw√a th∂i sßi yÇık nΩ khrΩp

A: お尋ねしますが，日本大使館へはどう行けばいいですか？
B: まっすぐ行って，交差点で右に曲がってください。

お尋ねしますが，〜
ชอถามหน่อย 

A*: ขอโทษ ค่ะ   ขอ ทาง หน่อย ค่ะ 
 kh·‚thÔot khç  kh·‚ thaaµ n‡y khç

B: เชิญ ครับ 
 chØØn khrΩp

A: すみませんが，ちょっと通してください。
B: どうぞ。

すみませんが…
ขอโทษ ~

A*: ขอโทษ   ห้องน้ำา อยู่ ที่ไหน คะ 
 kh·‚thÔot  h°µnΩam y„u th∂i n√y khΩ

B: อยู่ ชั้น สอง ครับ 
 y„u chΩn s·‚µ khrΩp

A: すみません，トイレはどこですか？
B: ２階にありますよ。

すみませんが…
ขอโทษ 

h°µnΩam［ホングナーム］お風呂，トイレ　　y„u［ユー］ある，いる
th∂i n√y［ティナイ］どこ　　chΩn［チャン］階

kh·‚［コー］～ください　　thaaµ［ターング］道《発音注意》　　n‡y［ノイ］ちょっと　　
chØØn［チューン］どうぞ

th√am［ターム］尋ねる　　sath√anth‰ut［サターントゥート］大使館　　y∂ip„n［イープン］日本　　
dØØn［ドゥーン］歩く　　troµpay［トロンパイ］まっすぐ行く　　l¸ıw［レーウ］そして，それから　
låaw［リアウ］曲がる　　khw√a［クワー］右。「左」は sΩay［サーイ］
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1-04. 公共施設で

A*: ไป ห้องน้ำา   ผ่าน ทางนี้ ได้ ไหม คะ 
 pay h°µnΩam  ph≈an thaaµnåi dçy mΩy khΩ

B: ไม่ ได้   เชิญ ไป ทางโน้น ครับ 
 mçy dçy  chØØn pay thaaµn˝on khrΩp

A: トイレに行くのに，ここを通ってもいいですか？
B: だめです，あちらからいらしてください。

ここを通ってもいいですか？
ผ่านทางนี้ได้ไหม 

A*: เข้า แถว อยู่ หรือเปล่า คะ 
 khçw th◊w y„u rœpl≈aw khΩ

B: เข้า ครับ   ผม เป็น คน สุดท้าย 
 khçw khrΩp  phm pen khon s„tthΩay

A: 列に並んでいますか？
B: 並んでいます。わたしが最後です。

列に並んでいますか？
เข้าแถวอยู่หรือเปล่า 

A*: ขอโทษ ค่ะ   ที่นั่ง นี้ ว่าง ไหม 
 kh·‚thÔot khç  th∂inçµ nåi wçaµ mΩy

B: ว่าง ครับ   เชิญ นั่ง ครับ 
 wçaµ khrΩp  chØØn nçµ khrΩp

A: すみません，この席は空いていますか？
B: 空いています。どうぞおかけください。

この席は空いていますか？
ที่นั่งนี้ว่างไหม 

th∂inçµ［ティーナング］座席　　nåi［ニー］この　　wçaµ［ワーング］空いている，暇な　　mΩy［マイ］
《疑問詞》～ですか？　　nçµ［ナング］座る

khçw th›w［カウ テウ］（一列に）並ぶ　　rœpl≈aw［ルプラーウ］《疑問詞》～か（どうか）？　
khon［コン］人　　s„tthΩay［スッターイ］最後　　

ph≈an［パーン］通る　　thaaµnåi［ターングニー］こちら　　dçy［ダイ］～してもよい《許可》，～で
きる　　mçy［マイ］《否定詞》～ない　　thaaµn˝on［ターングノーン］あちら　　
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1-05. パーティーで　

A: โทษที  ขอ นั่ง ที่นี่ ได้ ไหม ครับ
 thÔotthii  kh·‚ nçµ th∂in∂i dçy mΩy khrΩp

B*: ได้ ซิ คะ   เชิญ นั่ง เลย 
 dçy så khΩ  chØØn nçµ lØØy

A: 失礼，ここにかけてもいい？
B: いいですよ，どうぞかけて。

ここにかけてもいい？
ขอนั่งที่นี่ได้ไหม 

A: มา ที่นี่ บ่อย หรือเปล่า ครับ 
 maa th∂in∂i b‡y rœpl≈aw khrΩp

B*: เปล่า ค่ะ   ไม่ บ่อย   นานๆที ค่ะ 
 pl≈aw khç  mçy b‡y  nannaanthii khç

A: ここにはよくおいでになりますか？
B: いいえ，それほどでも。たまにです。

ここにはよくおいでになりますか？
มาที่นี่บ่อยหรือเปล่า 

A: สนุก ไหม 
 san„k mΩy

B*: สนุก จังเลย  ยินดี มาก ที่ ได้ รับ เชิญ ค่ะ 
 san„k caµlØØy  yindii mçak th∂i dçy rΩp chØØn khç

A: 楽しんでる？
B: すご〜く楽しい。お招きありがとう。

楽しんでる？
สนุกไหม 

san„k［サヌック］楽しい，～を楽しむ　　caµlØØy［ヂャングルーイ］すごく，とても　　
yindii［インディー］うれしい　　mçak［マーク］とても，たくさん　　
rΩp chØØn［ラップチューン］招待を受ける

b‡y［ボイ］しばしば　　pl≈aw［プラーウ］いいえ　　nannaanthii［ナンナーンティー］たまに

thÔotthii［トートティー］ ：kh·‚ thÔot（ขอโทษ）［コー　トート］（すみません）の簡略な表現で，親し
い友人同士か歳下の相手にのみ使う　　så または sii［シまたはシー］もちろんというトーンの語気助
詞　　lØØy［ルーイ］動詞の後につけてその動作を強調
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1-06. 困っている人に

A: หน้าบึ้ง  เกิด อะไร ขึ้น หรือเปล่า 
 nça b®µ  kÁØt aray kh®n rœpl≈aw

B*: ทะเลาะ กับ แฟน อารมณ์ เสีย นี่ 
 thalfl k≈p fıın aarom sƒa n∂i

A: 仏頂面して。何かあったんじゃないのか？
B: 主人と喧嘩して機嫌がわるいのよ。

何かあったの？
เกิดอะไรขึ้น 

A: หน้าซีด มาก  เหนื่อย หรือเปล่า 
 nça s∂it mçak  n∑ay rœpl≈aw

B*: เมื่อคืน นอน ไม่ หลับ เลย 
 m®akh¥¥n n‚‚n mçy l≈p lØØy

A: 顔色が悪いね，疲れてるんじゃない？
B: 昨夜はまるで眠れなかったの。

顔色が悪いけど…
หน้าซีด 

A: เป็น อะไร ไป   ไม่ กิน อะไร เลย 
 pen aray pay  mçy kin aray lØØy

B*: ไม่ หิว เลย   ขอ พัก หน่อย 
 mçy hƒw lØØy  kh·‚ phΩk n‡y

A: どうかした？　何も食べてないじゃないか。
B: お腹すかないのよ。ちょっと休ませて。

どうかした？
เป็นอะไรไป 

mçy ~ lØØy ［マイ 〜 ルーイ］全然［まったく］～ない　　kin［ギン］食べる，飲む　　
hƒw［ヒウ］空腹である　　phΩk［パック］休む，休憩する

nça［ナー］顔　　s∂it［シート］青白い　　n∑ay［ヌアイ］疲れる
n‚‚n mçy l≈p［ノーンマイラップ］眠れない

nça b®µ［ナーブング］不機嫌な顔　　thalfl［タロッ］喧嘩する，口論する　　k≈p［カップ］～と　
ffifin［フェーン］主人，家内，恋人など特定の相手　　aarom sƒa［アーロムシア］機嫌がわるい，気分
を害する　　n∂i［ニー］言い訳するトーンの語気助詞
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1-07. 用事があって話がしたい

A*: ตอนนี้ มี เวลา คุย หรือเปล่า 
 t‚‚n nåi mii weelaa khuy r¥pl≈aw

B: ตอนนี้ เหรอ   กำาลัง ติดงาน นะ   เอาไว้ ตอนเย็น ได้ไหม 
 t‚‚n nåi lˆØ  kamlaµ tßtµaan nΩ  aw wΩy t‚‚n yen dçy mΩy

A: 今，話をする時間ある？
B: 今？　仕事中なんだ。夕方にしてくれるかい？

今，話する時間ある？
ตอนนี้มีเวลาคุยหรือเปล่า 

A: ขอ รบกวน เวลา หน่อย ได้ไหม ครับ 
 kh· r˝pkuan weelaa n‡y dçy mΩy khrΩp

B*: ได้ ค่ะ   มี อะไร เหรอ 
 dçy khç  mii aray lˆØ

A: ちょっと時間を割いていただけますか？
B: いいですよ。何か話があるの？

ちょっと時間を割いていただけますか？
ขอรบกวนเวลาหน่อยได้ไหมครับ/คะ 

A*: มี เรื่อง   ขอ คุย ตอนนี้ ได้ ไหม 
 mii r®aµ  kh·‚ khuy t‚‚nnåi dçy mΩy

B: ได้   เดี๋ยว เสร็จ นี่ ก่อน นะ 
 dçy  dƒaw sÍt n∂i k‡‚n nΩ

A: 話があるの，今ちょっと話せる？
B: いいよ。ちょっと待って，先にこれを終わらせるから。

今ちょっと話せる？
ขอคุยตอนนี้ได้ไหม 

mii［ミー］ある，いる，持つ　　r®aµ［ルアング］話，用件　　khuy［クイ］話す，会話する，おし
ゃべりする　　t‚‚nnåi［トーンニー］今　　dƒaw［ディアウ］間もなく，ちょっと待って《r‚‚［ロー］「待
つ」が省略》　　sÍt［セット］終わる，終える　　k‡‚n［ゴーン］まず，先に

r˝pkuan［ロプグアン］煩わす，邪魔する　　weelaa［ウェーラー］時間

t‚‚n nåi［トーンニー］今　　kamlaµ［ガムラング］～中［進行中］　　tßtµaan［ティットガーン］仕事から
離れられない，仕事で忙しい　　t‚‚n yen［トーンイェン］夕方
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1-08. 起床

A*: เมื่อคืน หลับ สบาย ไหม คะ 
 m®akh¥¥n l≈p sabaay mΩy khΩ

B: หลับ สบาย มาก ครับ   ห้อง ก็ เย็น สบาย ด้วย 
 l≈p sabaay mçak khrΩp  h°µ k° yen sabaay d‰ay

A: ゆうべはよく眠れましたか？
B: とてもよく眠れました。部屋も涼しかったですし。

よく眠れましたか？
หลับสบายไหม 

A*: ถึง เวลา ตื่น แล้ว 
 th†µ weelaa t∑¥n l¸ıw

B: เอ๊อ  กี่โมง แล้ว 
 ˇØ  kßi mooµ l¸ıw

A: もう起きる時間ですよ。
B: え〜，もう何時なの？

起きる時間ですよ
ถึงเวลาตื่นแล้ว 

A: รัตน์ รัตน์   ตื่น เถอะ   ๗ โมง แล้ว 
 RΩt RΩt  t∑¥n thÁ  cÍtmooµ l¸ıw

B*: รู้ แล้ว  รู้ แล้ว 
 rŒu l¸ıw  rŒu l¸ıw

A: ラット，ラット，起きなさい！　もう 7 時だ。
B: わかってる，わかってる。

起きなさい！
ตื่นเถอะ 

t∑¥n［トゥーン］起きる，目が覚める，目覚める　　thÁ［タッ］～しなさい；～しよう《行動を促
す語気助詞》　　l¸ıw［レーウ］もう～，すでに　　rŒu［ルー］知る，知っている

th†µ［トゥング］達する，到達する　　weelaa［ウェーラー］時間　　kßi mooµ［ギーモン］何時？

l≈p［ラップ］眠る　　h°µ［ホング］部屋　　sabaay［サバーイ］心地よい，快適な
yen［イェン］涼しい　　d‰ay［ドゥアイ］～も



10

ポ

トン
イ

ポ

トン
イ

ポ

トン
イ

01
6

027

026

025

1-09. 初対面の挨拶

A*: ได้ ยิน ชื่อ มา นาน แล้ว ค่ะ   ยินดี ที่ ได้ เจอ กัน 
 dçy yin ch®¥ maa naan l¸ıw khç  yindii th∂i dçy cØØ kan

B: งั้น เหรอ ครับ   ผม ก็ ยินดี ที่ ได้ พบ คุณ 
 µΩn lÁ khrΩp  phm k° yindii th∂i dçy ph˝p khun

A: お名前は以前から存じております。お会いできてうれしいです。
B: そうなんですか。わたしもあなたに会えてうれしいですよ。

お名前は以前から存じております
ได้ยินชื่อมานานแล้ว 

A: ยินดี ที่ ได้ รู้จัก ครับ   คุณ ศศิ 
 yindii th∂i dçy rŒuc≈k khrΩp  khun Sasß

B*: ยินดี เช่นกัน ค่ะ  มา เที่ยว กรุงเทพฯ เหรอ คะ 
 yindii chÎnkan khç  maa th∂aw kruµthÎep lÁ khΩ

A: お知り合いになれてうれしいです，サシさん。
B: わたしもうれしいです。バンコクに遊びにいらしたの？

お知り合いになれてうれしいです
ยินดีที่ได้รู้จัก 

A: ผม ชื่อ ทานากะ   สวัสดี ครับ 
 phm ch®¥ Tanaka  saw≈tdii khrΩp

B*: ดิฉัน ขื่อ ศศิ ค่ะ   สวัสดี ค่ะ 
 dichΩn ch®¥ Sasß khç  saw≈tdii khç

A: 田中です。初めまして
B: サシと申します。初めまして。

初めまして
สวัสดี 

タイ語には「初めまして」にあたる表現がない。初対面ではフォーマルな挨拶で使われる
“saw≈tdii”を使うことが多い。

yindii［インディー］うれしい　　dçy［ダイ］動詞の前に置かれると，その動作が終わっていること
を表す　　rŒuc≈k［ルーヂャク］知り合う，認識する　　chÎnkan［チェンガン］同様に　　
maa th∂aw［マーティアウ］遊びにくる　　

dçy yin［ダイイン］聞こえる　　naan［ナーン］長い，長い間　　l¸ıw［レーウ］すでに　　cØØ  kan［ヂ
ューガン］会う，出会う　　µΩn lÁ［ンガンルー］そうなのですか　　ph˝p［ポップ］出会う，会う　　
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1-10. 初対面かどうか確認する

A*: เรา เคย พบ กัน หรือเปล่า คะ 
 raw khØØy ph˝p kan rœpl≈aw khΩ

B: เออ  ที่ไหน นะ  อ้อ นึกออก แล้ว  ที่ งานเลี้ยงส่ง คุณ สมชาย มั้ง
 ØØ  th∂in√y nΩ  °‚ nœk‡‚k l¸ıw  th∂i µaanlåaµsÓµ khun Smchaay mΩµ

A: お会いしたことありませんでしたか？
B: う〜ん。どこだったかな。あぁ，思い出した，ソムチャイさんの送別会だったかな。

お会いしたことありませんでしたか？
เราเคยพบกันหรือเปล่า 

A: ขอโทษ  คุณ วิไล ใช่ หรือเปล่า ครับ 
 kh·‚thÔot  khun Wålay chçy rœpl≈aw khrΩp

B*: ใช่ ค่ะ   อ้าว   คุณ ซะโท ที่ เคย ทำางาน ที่นี่ ใช่ ไหม คะ 
 chçy khç  çaw  khun Sato th∂i khØØy thamµaan th∂in∂i chçy mΩy khΩ

A: すみません，ウィライさんじゃありませんか？
B: そうです。まあ，以前ここで働いていらした佐藤さんですよね。

〜さんじゃありませんか？
คุณ ~ ใช่หรือเปล่า 

A: จำา ผม ได้ หรือเปล่า ครับ 
 cam phm dçy rœpl≈aw khrΩp

B*: จำา ได้ ซิ คะ   เคย เจอ กัน ที่ บ้าน คุณ ยามาดะ 
 cam dçy så khΩ  khØØy cØØ kan th∂i bçan khun Yamada

A: わたしのこと，覚えていますか？
B: 覚えてますよ。山田さんの家で会ったことありますね。

わたしのこと覚えている？
จำาผมได้หรือเปล่า 

cam［ヂャム］覚える，記憶している　　khØØy［クーイ］《経験の助動詞》～したことがある

chçy rœpl≈aw［チャイルプラーウ］そうじゃないの？，違うかい？　　çaw［アーウ］《感嘆詞》ああ，
まあ，あら　　thamµaan［タムガーン］働く，仕事をする　　th∂in∂i［ティー ニー］ここ，こちら
chçy mΩy［チャイマイ］～ですね？，そうでしょう？，でしょう？

raw［ラウ］私たち　　ph˝p  kan［ポップガン］会う　　nœk‡‚k［ヌックオーク］思い出す
µaanlåaµsÓµ［ンガーンリアングソング］送別会　　mΩµ［マング］～かも，かもしれない
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