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Tiny Dict

a   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

English
かな

(rough)
Thai pronunciation

読み
(rough)

%
ぱーせん
と

เปอรเ์ซน็ต์paasen パアセン

about やく ประมาณ praman プラマン

abundant ほうふな สมบรูณ์ sombun ソムブン

account かんじょう บัญชี banchi バンチ

act しばい ละคร lakon ラコン

add たす เพ�ิม pam プム

add たす เสรมิ serim セリム

administrate
かんりす
る

บรหิาร brihan ボリハン

administration うんえい ธรุการ torakan トラカン

advertisement こうこく โฆษณา kosana コサナ

affirm
かくしんす
る

ยนืยัน yunyan イニヤン

afraid こわい กลัว klua クルア

again もういちど อกี ik イク

air くうき อากาศ akas アカス

airplane ひこうき เคร�ืองบนิ kruangbin
クルアン
グビン

all みんな ทกุ tuk ツク

all すべて บรรดา banda バンダ

allow させる ยอม yom ヨム

almost dark เรยีงๆ riang riang
リアングリ
アング

alphabet もじ อักษร akson アクソン

already すでに แลว้ lew レウ

also も ดว้ย dowy ドウイ

always いつも เสมอ semo サマー

America あめりか อเมรกิา omerika アメリカ

and と และ le レ

angry おこる โกรธ krot クロト

announce しらせる ประกาศ prakat プラカト

answer こたえ ตอบ top トプ

apply สมัคร smakr サマコン

April 4月
เดอืน
เมษายน duanmesayon

ドゥアンメ
サヨン

area めんせき เน�ือท�ี nuati ヌアティ

arrest
つかまえ
る

จับ chap チャプ

art あーと สังคโลก sangklok
サングク
ロク

as ような อยา่ง yang ヤング
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as..as
できるだ
け

เทา่ท�ี....จะ
ทาํได้

tauti....chatamdai
タウティ....
チャタム
ダイ

assistant じょしゅ ผู้ชว่ย pujuwai
プチュワ
イ

at least
すくなくと
も

อยา่งนอ้ย yangny
ヤングノ
イ

atmosphere たいき อากาศ akat アカス

attitude たいど ทา่ที tati タティ

August 8月
เดอืน
สงิหาคม

duansinghakm
ドゥアンシ
ングハク
ム

auspicious
さいさき
のよい

มงคล mongkon
モングコ
ン

away はなれて หา่ง hang ハング

B   a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

bag かばん กระเป๋า krapau クラパウ

Bangkok ばんこく
กรงุเทพฯ
บางกอก

krungtep
bangkok

クルングテ
プ バング
コク

bank ぎんこう ธนาคาร tnakan タナカン

bathe あびる อาบ ab アブ

beautiful きれい งดงาม gotgam ゴトガム

beautiful きれい สวย swoy スウォイ

because なぜなら เพราะ pro プロ

because なぜなら เพราะวา่ prowa プロワ

before まえ กอ่น kon コン

before まえ หนา้ na ナ

benefit สวัสดกิาร swatdikan
サワディカ
ン

benefit
ためにな
る

ประโยชน์ prayot プラヨト

between あいだ ระหวา่ง rawang ラワング

big おおきい ใหญ่ yai ヤイ

blend ぶれんど ผสม potm パソム

body からだ ตั�ว tua ツア

bomb ばくだん ระเบดิ rabat ラバト

book ほん สมดุ smut サムト

book ほん หนังสอื nangsu ナングス

borrow かりる ยมื yum ユム

bravo ぶらぼー ไชโย chaiyo チャイヨ

bright あかるい สวา่ง swang サワング

brilliant はんえい จรญู chrun チャルン

build たてる สรา้ง srang サング

building びる โรง rong ロング

burn もえる คลอก klok クロク

bus ばす รถเมล์ rotme ロトメ

business しごと กจิการ kitkan キチャカン

いそがし



busy い ยุ่ง yung ユング

C  a(top)  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

can
できる
だけ

ได้ dai ダイ

can できる สามารถ sama サマー

can かん กระป๋อง krapong
クラポ
ング

cancer がん มะเรง็ mareng
マレン
グ

candy おかし ขนม kanom カノム

capital かぶ ทนุ tun ツン

card かーど ไพ่ pai パイ

carry พก pok ポク

case ばあい คดี kdi カディ

case ばあい กรณี karani カラニ

catch
つかま
える

จับ chap チャプ

cause
げんい
ん

เหตุ hetu ヘツ

celebrate いわう ฉลอง chlong
チャロ
ング

century せいき ศตวรรษ stowans サトワ

characteristic ลักษณะ laksana
ラクサ
ナ

charge ขอ้หา koha コハ

check
しらべ
る

ตรวจ trawati
トラワッ
チ

Christ
きりす
と

ครสิต์ krit クリト

city まち เมอืง muang
ムアン
グ

classifier กระบอก krabok
クラボ
ク

classifier for
knife

แหลม lem レム

clean
せいけ
つ

สะอาด saad サアド

clever
かしこ
い

ฉลาด chlat
チャラ
ト

clock とけい นาฬกิา nalika ナリカ

close とじる ปดิ pit ピト

cloth ふく เส�ือ sua スア

cloth きもの ผา้ pa パ

cloud くも เมฆ mek メク

cold さむい หนาว naw ナウ

cold かぜ หวัด wat ワト

college
かれっ
じ

วทิยาลัย wityalay
ウイト
ヤライ

come くる มา ma マ

commission いにん คอม kom コム



company
かいし
ゃ

บรษัิทจาํกัด britatchamkat
ボリサ
トチャ
ムカト

compare
くらべ
る

เทยีบ tiap
ティア
プ

compensation
だいし
ょう

ผลตอบแทน pontopten
ポント
プテン

complete
かんぜ
ん

สมบณู์ sombu ソムブ

completely ぜんぶ หมด mot モト

completely เรยีบ riap リアプ

completely ครบถว้น konbtown
コンブ
トウン

computer
こんぴ
ゅーた
ー

คอมพวิเตอร์ kompiwtaa
コムピ
ウタア

concerning
につい
て

เก�ียวกับ kiawkap
キアウ
カプ

condition อาคาร akan アカン

confess สารภาพ sanpap
サンパ
プ

constitution
けんぽ
う รัฐธรรมนญู rattanmnun

ラトタン
ムヌン

consume
しょう
ひ

บรโิภค bripok
ボリポ
ク

contain บรรจุ banchu
バンチ
ュ

continue つづく ตอ่เน�ือง tonuang
トヌア
ング

convenience べんり สะดวก satwok
サドワ
ク

cool
つめた
い

เยน็ yen イエン

coordinate ประสานงาน prasangan
プラサ
ングア
ン

corpse ศพ sop ソプ

crab かに ปู pu プ

culture ぶんか วัฒนธรรม watanatanm
ワタナ
タンム

custody ほご คมุตัว kumtua
クムツ
ア

custom ぶんか ขนบธรรมเนยีม kanoptammanian
カノップ
タンマ
ニアム

cut down
せつや
く ประหยัด prayat

プラヤ
ト

cut short รวบรัด rowbrat
ロウブ
ラト

D a(top)    b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

damage เสยีหาย siahay



ひがい シアハイ

dance おどり งานเตน้ราํ gantenram
ガンテン
ラム

dangerous
あぶな
い

อันตราย oantray
アンタラ
イ

dark くらい มดื mut ムト

data でーた ขอ้มลู komun コムン

day ひ วันท�ี wanti ワンティ

day today きょう วันน�ี wanni ワンニ

deceive だます หลอก lok ロク

December 12月 เดอืนธันวาคม duantanwakm
ドゥアン
タンワク
ム

deck of cards สาํรับ samrap サムラプ

deep ふかい ลกึซ�ึง luksung
ルクスン
グ

degree ていど ลาํดับ lamdap ラムダプ

degree ど องศา ongsa オングサ

degree ていど อันดับ oandap アンダプ

democracy
みんしゅ
しゅぎ

ประชาธปิไตย prachatiptai
プラチャ
ティパタ
イ

department แผนก penk ペンク

department
store

でぱーと หา้ง hang ハング

deposit
あずけ
る ฝาก fak ファク

detail くわしい ละเอยีด laeiyot
ラエイヨ
ト

develop พัฒนา patna パトナ

die しぬ ตาย tay タイ

difficult
むずか
しい

ยาก yak ヤク

direction ほうがく ทศิ tit ティト

director
しどうし
ゃ

ผู้กาํกับ pukamkap
プカムカ
プ

disintegrate うしなう สลาย slay サライ

disperse さんらん กระจาย krachay
クラチャ
イ

district ちほう เขต ket ケト

district ちほう ตาํบล tambon タムボン

district ちほう อาณาเขต anaket アナケト

district ちほう อาํเภอ ampaa アムプー

dizzy めまい วงิเวยีน wingwian
ウイング
ウイアン

do する ทาํ tam タム

do not するな อยา่ ya ヤ

doctor いしゃ หมอ mo モ

door どあ ประตู pratu プラツ

dowry
じさんき
ん

สนิสอด sinsot シンソト



drink のむ ด�ืม dum ドゥム

drive うんてん ขับ kap カプ

dry season かんき ฤดแูลง้ rduleng
ロドゥレ
ング

duty ぜい หนา้ท�ี nati ナティ

E   a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

ear みみ หู hu フ

east ひがし ตะวันออก tawanook
タワンオ
ク

eat たべる กนิ kin キン

eat しょくじ รับประทาน rappratan
ラププラタ
ン

economy けいざい เศรษฐกจิ senstkit セタキト

edition へん ฉบับ chbap チャバプ

enclose แนบ nep ネプ

end しまう เสรจ็ sench セト

English えいご ภาษาอังกฤษ pataangkit
パサアン
グキト

era じだい สนัุข sunak スナク

escape にげる หนี ni ニ

establish たてる สถาปนะ stapna サタプナ

except のぞく ยกเวน้ yokwen
ヨクウエ
ン

expand のばす ขยาย kyay カヤイ

experience けいけん ประสบการณ์ pratbkan
プラソブ
カン

explain せつめい อธบิาย otibay
アティバ
イ

F    a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

factory こうじょう โรงงาน ronggan
ロングガ
ン

fail しくじる ลม่ lom ロム

fake ふり เก๊ ke ケ

family かぞく ครอบครัว kropkrua
クロプク
ルア

famous ゆうめい โดง่ดัง dongdang
ドングダ
ング

fan ふぁん พัด pat パト

far とおい ไกร krai クライ

fast はやい เรว็ rew レウ

father ちち พอ่ po ポ

February 2月
เดอืน
กมุภาพันธ์ duankumpapan ドゥアンク

ムパパン

fee คา่ธรรมเนยีม katanmniam
カタンム
ニアム

feel かんじる รู้สกึ rusuk ルスク

fill out กรอก krok クロク



finical จกุจกิ chukchik
チュクチ
ク

fire ひ ไฟ fai ファイ

fire truck
しょうぼう
しゃ

รถดับเพลงิ rotdapplang
ロトダプ
プラング

first はじめ ตน้ ton トン

flame เพลงิไหม้ plangmai
プラング
マイ

flower はな ดอกไม้ dokmai ドクマイ

follow ตดิตาม tittam ティトタム

food たべもの อาหาร ahan アハン

for ために เพ�ือ pua プア

for ため รักษา raksa ラクサ

foreign ほかの ตา่ง tang タング

free じゆう เสรภีาพ seripap セリパプ

friend ともだち เพ�ือน puan プアン

from から จาก chak チャク

from から ตั�งแต่ tangte タングテ

fruit くだもの ผลไม้ ponlamai
ポンラマ
イ

future みらい อนาคต onakt アナコト

G    a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

gang ぎゃんぐ แกง๊ keng ケング

gift ぎふと กาํนัล kamnan カムナン

go いく ไป pai パイ

good よい ดี di ディ

good by さよなら ซาโยนาระ sayonara サヨナラ

goods しな สนิคา้ sinka シンカ

grilled egg やきたまご ไขป่�ิง kaiping カイピング

gun がん ปนื pun プン

H     a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz 

hand て มอื mu ム

happen おこる เกดิ kat カト

happy うれしい ดใีจ dichai ディチャイ

happy うれしい ยนิดี yindi インディ

hat ぼうし หมวก hmowk ムアク

have ある มี mi ミ

health げんき สขุภาพ sukpap スカパプ

heart こころ หัวใจ huachai
フアチャ
イ

heavy おもい หนัก nak ナク

help たすける ชว่ย chowy チョウイ

here ここ ท�ีน�ี tini ティニ

heroin ひろいん เฮโรอนี ehroin
エフロイ
ン

history れきし ประวัตศิาสตร์ prawatisat
プラワティ
サト



hobby しゅみ งานอดเิรก ganodirek
ガンアデ
ィレ

holiday やすみ ปดิเทอม pittaam ピトタアム

hospital
びょうい
ん

โรงพยาบาล rongpyaban
ロングパ
ヤバン

hot あつい รอ้น ron ロン

hotel ほてる โรงแรม rongrem
ロングレ
ム

how どのよう อยา่งไร yangrai
ヤングラ
イ

how old いくつ อายุ ayu アユ

human มนษุย์ mnut ムヌト

hundred ひゃく รอ้ย ry ロイ

hungry くうふく หวิ hiw ヒウ

husband おっと สามี sami サミ

I               a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz 

identify みわける ช�ีตัว chitua チツア

if もし ถา้ ta タ

if もし หาก hak ハク

immediately すぐに ทันที tanti タンティ

important だいじ สาํคัญ samkan サムカン

in なか ใน nai ナイ

in love れんあい รักใคร่ rakkrai
ラククラ
イ

industry さんぎょう อตุสาหกรรม utsahkanm
ウトサカ
ム

inhaler
きゅうに
ゅう

ยาดม yatm ヤトム

intend きめる ตั�งใจ tangchai
タングチ
ャイ

interested きょうみ สนใจ sonchai
ソンチャ
イ

interview
いんたび
ゅー

สัมภาษณ์ sampat サムパト

intoxicated よう เมา mau マウ

invest とうし ลงทนุ longtun
ロングツ
ン

investigate そうさ ชันสตูร chansutr
チャンス
トロ

investigate สอบสวน sopswon
ソプスウ
ォン

invite まねく ชวน chown チョウン

is です เป็น pen ペン

is いる อยู่ yu ユ

isan いさん อสีาน isan イサン

island しま เกาะ ko コ

J           a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz 

January 1月 เดอืนมกราคม duanmkrakm
ドゥアンモ
クラコム



Japan にほん ประเทศญ�ีปุ่น pratetyipun
プラテトイ
イプン

joyful
おもしろ
い

สนกุ snuk サヌク

July 7月
เดอืน
กรกฎาคม

duankonkotakom
ドゥアンカ
ラカダコ
ム

June 6月 เดอืนมถินุายน duanmitunayn
ドゥアンミ
トナヨン

K     a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz 

key かぎ กญุแจ kunche クンチェ

knife ないふ มดี mit ミト

know しる ทราบ sab サブ

know しる รู้ ru ル

know しる รู้จัก ruchak ルチャク

L    a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

lady ふじん ผู้หญงิ puying プイング

land りく ดนิแดน dinden ディンデン

late おそい สาย say サイ

latest さいご ลา่สดุ lasut ラスト

law きそく กฎหมาย kotmay コトマイ

leading おもな ชั�นนาํ channam
チャンナ
ム

learn まなぶ เรยีน rian リアン

lieutenant じょうかん รอ้ยเวร rywen ロイウエン

little すこし นอ้ย ny ノイ

little すこし นดิ nit ニト

little すこし หนอ่ย hony ノイ

local ちほう ทอ้งถ�ิน tongtin
トングティ
ン

long ながい นาน nan ナン

long ながい ยาว yaw ヤウ

long ながさ ระยะ raya ラヤ

look みる ดู du ドゥ

look みる มอง mong モング

lose うしなう หาย hay ハイ

lowland ていち ลุ่ม lum ルム

M  a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

machine きかい เคร�ืองจักร kruangchakr
クルアン
グチャク

manager
まねーじ
ゃー

ผู้จัดการ puchatkan
プチャト
カン

manufacture せいぞう ผลติ plit パリト

many おおい มาก mak マク

many おおい หลาย lay ライ

March 3月 เดอืนมนีาคม duanminakm
ドゥアン



ミナコム

marketing
まーけて
ぃんぐ

การตลาด kantlat カントラト

marry けっこん แตง่งาน tenggan
テングガ
ン

May 5月
เดอืน
พฤษภาคม

duanporspakm
ドゥアン
プルサ
パコム

me わたし ฉัน chan チャン

me わたし ผม pom ポム

mean すなわち แสดง sadeng サデング

mean いみ ความหมาย kwammay
クワムマ
イ

mean すなわち คอื ku ク

menstruation げっけい รอบเดอืน ropduan
ロプドゥ
アン

mention のべる ระบุ rabu ラブ

message
めっせー
じ

ขอ้ความ kokwam コクワム

micro まいくろ ไมโคร maikro マイクロ

middle まんなか กลาง klang クラング

minister だいじん นายกรัฐมนตร nีaykratmontri
ナヨクラ
ッタモン
トリ

minute ふん นาที nati ナティ

mister
みすた
ー

นาย nay ナイ

mix みっくす ละเลง laleng ラレング

moment ฤกษ์ rk ロク

money おかね เงนิ gan ガン

money おかね เงนิสด gansot ガンソト

month つき เดอืน duan ドゥアン

mood むうど อารมณ์ arom アロム

more もっと อกี ik イク

morning あさ เชา้ chau チャウ

mountain やま ภเูขา pukau プカウ

mouse くち ปาก pak パク

movie えいが ภาพยนตร์ papynot パパヨン

movie えいが หนัง nang ナング

N  a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

nation くに รัฐบาล ratban ラタバン

near ちかい ใกล้ klai クライ

need いる ความจาํเป็น kwamchampen
クワムチ
ャムペン

need いる ความตอ้งการ kwamtongkan
クワムト
ングカン

need ひつよう จาํเป็น champen
チャムペ
ン

new
あたらし ใหม่ mai マイ



い

newspaper しんぶん หนังสอืพมิพ์ nangsupim
ナングス
ピム

next つぎ
ตอ่ไป; ภายภาค
หนา้

topai; paypakna
トパイ;
パイパク
ナ

no problem
だいじょ
うぶ

ไมเ่ป็นไร maipenrai
マイペン
ライ

not でない ไม่ mai マイ

not いいえ ไมใ่ช่ maichai
マイチャ
イ

not in time
まにあわ
ない

ไมทั่น maitan マイタン

nothing
だいじょ
うぶ

ไมม่อีะไรเลย maimiarailey
マイミア
ライレイ

November 11月 พฤศจกิายน porschikayn
プルサチ
カヨン

number かず จาํนวน chamnown
チャムヌ
アン

O   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

October 10月 เดอืนตลุาคม duantulakm
ドゥアント
ラコム

odor กล�ิน klin クリン

of の ของ kong コング

office おふぃす ท�ีทาํการ titamkan
ティタムカ
ン

old ふるい แก่ ke ケ

old-fashioned โบราณ boran ボラン

on top of ครอ่ม krom クロム

one いち หน�ึง nun ヌン

oneself じしん เอง eng エング

only たった เพยีง piang ピアング

opportunity きかい โอกาส ookat オオカス

opulent ほうふな มั�งคั�ง mangkang
マングカ
ング

or または หรอื ru ル

order じゅんい ระดับ radap ラダプ

organization องคก์ร ongkon
オングコ
ン

overtime ざんぎょう โอที ooti オオティ

P  a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

pad แผง peng ペング

pair つい คู่ ku ク

paradise てんごく สวรรค์ sowan サワン

park こうえん อทุยาน utyan ウタヤン

part いちぶ สว่น swon スウォン

pass すぎる ผา่น pan パン



passer-by とおりす
がり

ผู้สัญจร pusanchon プサンチ
ョン

patrol
ぱとろー
る

สายตรวจ saytonwot
サイトラワ
チ

pay ชาํระ chamra チャムラ

peace へいわ สันตภิาพ santipap
サンティ
パプ

pencil えんぴつ ดนิสอ dinso ディンソ

people ひと บคุคล bukkon ブクコン

per つき ละ la ラ

permit ゆるす อนญุาต onunat アヌヤト

persimmon きょか ตอตะโก totako トタコ

person ひと คน kon コン

person ひと ผู้ pu プ

personnel บคุลากร buklakr ブクラコン

picture え รปู rup ルプ

pitiful อนาถ onat オナト

pity あわれ สงสาร songsan
ソングサ
ン

place ところ แหง่ hen ヘン

place ばしょ บรเิวณ boriwen
ボリウェ
ン

plastic
ぷらすち
く

พลาสตกิ plattik
プラトティ
ク

play きょく บรรเลง banleng
バンレン
グ

please どうか เชญิ chan チャン

please どうぞ โปรด prot プロト

police けいさつ ตาํรวจ tamrowch
タムルワ
チ

population じんこう ประชากร prachakr
プラチャ
コン

position たち ฐานะ tana タナ

position いち ตาํแหนง่ tamneng
タムネン
グ

pray いのる อธษิฐาน otittan アティタン

prevent ふせぐ ปอ้งกัน pongkan
ポングカ
ン

price ねだん ราคา raka ラカ

private
ぷらいべ
っと

เอกชน ekchon エカチョン

problem もんだい ปัญหา panha パンハ

proceed ดาํเนนิการ damnankan
ダムナン
カン

product せいひん ผลติ plit パリト

product せいひん ผลติภัณฑ์ plitpan
パリトパ
ン

profit りえき กาํไร kamrai カムライ

progress しんぽ กา้วหนา้ kawna カウナ

public おおやけ ราชการ ratkan
ラチャカ
ン



public มหาชน mahachon マハチョ
ン

put つける จดุ chut チュト

put おく วา่ง wang ワング

Q   a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

qualification วฒุิ wuti ウウティ

quality ひんしつ คณุภาพ kunpap
クンナパ
プ

quality สรรพคณุ sanpkun
サンパク
ン

quickly as
desired

ทันใจ tanchai タンチャイ

quiet しずか เงยีบ giap ギアプ

quiet しずか สงบ sgop サゴプ

R   a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

race みんぞく พันธุ์ pant パント

rainy season あめ ฝน fon フォン

rainy season うき ฤดฝูน rdufn
ルドゥフォ
ン

rather いくぶん คอ่นขา้งใหญ k่onkangyai
コンカング
ヤイ

rather good むしろ คอ่นขา้งดี konkangdi
コンカング
ディ

raw なま ดบิ dip ディプ

reach いたる ถงึ tung ツング

really ほんとう จรงิ ching チング

reason りゆう สาเหตุ sahetu サヘツ

recently さいきん ปัจจบัุน patchuban
パチュバ
ン

record きろく บันทกึ bantuk バンツク

refuse こばむ ปฏเิสธ potiset パティセト

region ちほう ทอ้งถ�ิน tongtin
トングティ
ン

register とうろく ทะเบยีน tabian タビアン

registration no เลขทะเบยีน lektabian
レクタビア
ン

relative しんせき ญาติ yati ヤティ

relieve บรรเทา bantau バンタウ

religion
しゅうきょ
う

ศาสดา satda サッサダ

religion
しゅうきょ
う ศาสนา satna サッサナ

remain のこる เหลอื lua ルア

replace おきかえ แทน ten テン

report れぽーと รายงาน raygan ライガン

research けんきゅう วจิัย wichay ウイチャイ

residence すむ อาศัย asay アサイ



road どうろ ถนน tonn タノン

rob จ�ี chi チ

robber โจร chon チョン

room へや หอ้ง hong ホング

S  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

sad かなしい เหงา gau ガウ

safe あんぜん สวัสดภิาพ swatdipap
スワトディ
パプ

satisfied まんぞく พอใจ pochai ポチャイ

schedule よてい กาํหนด kamhnot カムノト

school がっこう โรงเรยีน rongrian
ロングリ
アン

science かがく วจิัย wichay
ウイチャ
イ

sculpt ปั�น pan パン

sea うみ ทะเล tale タレ

search さがす คน้หา konha コンハ

season きせつ ฤดู rdu ルドゥ

sect せくと นกิาย nikay ニカイ

select えらぶ เลอืก luak ルアク

September 9月 เดอืนสงิหาคม duansinghakm
ドゥアン
シングハ
クム

serious きびしい รนุแรง runreng
ルンレン
グ

service さーびす บรกิาร brikan ボリカン

sex せい เพศ pet ペト

sharp แหลม lem レム

sharp head หัวแหลม hualem フアレム

ship ふね เรอื rua ルア

short circuit しょーと ลัดวงจร latwangotr
ラトワン
グチョン

shortcut ちかみち ลัด lat ラト

shy
はずかし
い

อาย ay アイ

sign さいん เซน็ช�ือ senchu センチュ

size こんな ขนาด kanat カナト

sky そら ฟา้ fa ファ

smile わらう ย�ิม yim イム

some ある บา้ง bang バング

someone
answer

こたえる บางคนตอบวา่ bangkontopwa
バングコ
ントプワ

song うた เพลง pleng プレング

sorry ごめん ขอโทษ kotoo コトオ

sound おと เสยีง siang シアング

speak はなす พดู put プト

sport すぽーつ กฬีา kila キラ

spray すぷれい ฉดี chit チト



stage ぶたい เวที weti ウエティ

stamp すたんぷ แสตมป์ setm サテンプ

start はじめる เรมิ ram ラム

station えき สถานี stani サタニ

status ちい ฐานะ tana タナ

steal air time จนู chun チュン

still まだ ยัง yang ヤング

stop とまる ยคุ yuk ユク

stop とまる หยดุ yut ユト

stop ระงับ ragap ラガプ

stop すとっぷ สกัด skat スカト

story はなし เร�ือง ruang ルアング

straight まっすぐ ตรง tonng トロン

strong つよい รนุแรง runreng
ルンレン
グ

student せいと นักเรยีน nakrian
ナクリア
ン

style かた ระบบ rapb ラボプ

style かた ระบอบ rabop ラボプ

success せいこう สาํเรจ็ samret サムレト

such とか เชน่ chen チェン

such とか เชน่นั�น chennan
チェンナ
ン

summer
なつやす
み

พักรอ้น pakron パクロン

summer なつ ฤดรูอ้น rduron
ルドゥロ
ン

sunshine ひかり แดด det デト

suspect かんづく ผู้ตอ้งหา putongha
プトング
ハ

suspicion うたがい พริธุ pirut ピルト

sustain ささえる รองรับ rongrap
ロングラ
プ

sweep กวาด kwat クワト

sweet あまい หวาน wan ワン

sweet black
soy

แตา้เจ�ียว teachiaw
テアチア
ウ

symptom อาการ akan アカン

T   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

tax ぜい ภาษี pati パシィ

teacher せんせい ครู kru クル

temple てら วัด wat ワト

temporary かりの ชั�วคราว chuakraw
チュアク
ラウ

test しけん สอบ sop ソプ

Thai language たいご ภาษาไทย patatai パサタイ

Thailand たい ประเทศไทย pratettai
プラテトタ
イ

ありがと



thank you う ขอบคณุ kopkun コプクン

that あの โนน่ non ノン

that あの โนน้ non ノン

then で ก็ ko コ

think おもう คดิ kit キト

though たとえ ถงึแมว้า่ tungmewa
ツングメ
ワ

through ずっと ตลอด tlot タロト

thursday もくよう พฤหัสบดวีาร porhatbdiwan
パルハッ
トサボデ
ィ

time とき เวลา wela ウエラ

tip ปลาย play プライ

tired つかれる เหน�ือย nuay ヌアイ

today きょう วันน�ี wanni ワンニ

tomorrow あす วันพรุ่งน�ี wanprungni
ワンプル
ングニ

tool どうぐ เคร�ืองมอื kruangmu
クルアン
グム

toward へ สู่ su ス

translate ほんやく แปล ple プレ

trip たび ทัศนาจร tatnatr
タッサナ
チョン

try つとめる พยายาม pyayam
パヤヤ
ム

type かた แบบ bep ベプ

U   a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz

under した ใต้ tai タイ

under もと ภายใต้ paytai パイタイ

understand わかる เขา้ใจ kauchai
カウチャ
イ

understand わかる
เขา้ใจไขว้
เขว kauchaikaiwkew

カウチャ
イカイウ
ケウ

uniform
ゆにふぉ
ーむ

แบบฟอรม์ bepfom
ベプフォ
ム

unite そろう สามัคคี samakki サマクキ

urgent いそぐ ดว่น down ドウン

usual ふつう ธรรมดา tanmda タンマダ

usual ふつう ปกติ pokti ポカティ

usual ふつう ปรกติ ponkti ポカティ

V    a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz 

vacation やすみ ปดิเทอม piton ピトゥン

vacuum
cleaner

เคร�ืองดดูฝุ่น kruangdutfun
クルアン
グドゥトフ
ウン

various いろいろ ตา่งๆ tang tang
タング タ
ング



village いなか หมู่บา้น muban ムバン

visit たずねる เยยีน yian イイアン

W-Z   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  wxyz 

wait まつ รอ ro ロ

want したい อยากจะได้ yakchadai
ヤクチャダ
イ

warm
あたたか
い

อุ่น un ウン

waste ごみ ขยะ kya キャ

waterfall たき น�ําตก namtok ナムトク

wealthy ร�ํารวย ramrowy ラムロウイ

wed สมรส smons スモンス

wedding けっこん ววิาห์ wiwa ウイワ

week しゅう อาทติย์ atit アティト

welcome むかえる ตอ้นรับ tonrap トンラプ

welcome ようこそ ยนิดตีอ้นรับ yinditonrap
インディト
ンラプ

what なに ไร rai ライ

what なに อะไร arai アライ

when とき เม�ือ mua ムア

which つまり ซ�ึง sung スング

why なぜ ใคร krai クライ

will う จะ cha チャ

wind かぜ พัด pat パト

winter かんき ฤดหูนาว rdunaw ルドゥナウ

wisdom ちしき ปัญญา panya パンヤ

wish のぞむ ประสงค์ pratng プラソング

with と กับ kap カプ

withdraw
money

ひきだす เบกิเงนิ bakgan バクガン

within いない ภายใน paynai パイナイ

work しごと การ kan カン

work しごと ทาํงาน tamgan タムガン

world せかい โลก lok ロク

worship おがむ บชูา bucha ブチャ

write かく เขยีน kian キアン

wrong まちがい ผดิ pit ピト

yes はい ใช่ chai チャイ

yes はい ครับ krap クラプ

you あなた เธอ taa タア

you あなた คณุ kun クン

    a(top)   b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r 
s  t  u  v  wxyz


