
日本語教育動画制作～⑧溶接編単語～

No. Thai カタカナ読み 発音記号 日本語 ひらがな ローマ字

1 อปุกรณนิ์รภยั ウッ パ ゴーン ニッ ラ パイ ʔùʔ pà kɔɔn níʔ rá phay 保護具 ほごぐ hogogu

2 หนา้กากป้องกนัฝุ่นละออง ナー ガー(クッ) ポーン ガン フン ラッ オーン nâa kàak pɔ̂ɔŋ kan fùn láʔ ʔɔɔŋ 防塵マスク ぼうじんますく boujin masuku

3 ถงุมือนิรภยั トゥン ムー ニッ ラ パイ thǔŋ mɯɯ níʔ rá phay 保護手袋 ほごてぶくろ hogo tebukuro

4 ถงุมือหนัง トゥン ムー ナン thǔŋ mɯɯ nǎŋ 革手袋 かわてぶくろ kawa tebukuro

5 ถงุมือทํางาน トゥン ムー タム ｎガーン thǔŋ mɯɯ tham ŋaan 軍手 ぐんて gunte

6 หมวกนิรภยั ムアッ(クッ) ニッ ラ パイ mùak ní rá phay 安全帽 あんぜんぼう anzen bou

7 หนา้กากเชอืม ナー ガー(クッ) チュアム nâa kàak chɯ̂am 遮光面 しゃこうめん shakou men

8 แวน่เซฟตี ウェーン セープ ティー wɛ̂ɛn taa se ̂ep ti ̂i 保護メガネ ほごめがね hogo megane

9 เครืองเชอืมไฟฟ้า クルゥアン チュアム ファイ ファー khrɯ̂aŋ chɯ̂am fay fáa 溶接機 ようせつき yousetsuki

10 การเชอืมทิก ガーン チュアム ティッ(ク) kaan chɯ̂am thík ティグ溶接 てぃぐようせつ tigu yousetsu

11 หวัเชอืม フア チュアム hǔa chɯ̂am トーチ とーち to-chi

12 ลวดเชอืม ルアッ(ト) チュアム lûat chɯ̂am 溶接棒 ようせつぼう yousetsu bou

13 ถงัแกส๊ タン グェー(ト) thǎŋ kɛ́ɛt ガスポンべ がすぼんべ gasubonbe

14 สายดิน サーイ ディン sǎay din アース あーす a-su

15 ปุ่ มทํางาน プム タム ｎガーン pùm tham ŋaan 起動ボタン きどうぼたん kidou botan

16 กา๊ซ、แกส๊ ガース、グェー(ト) káas、kɛ́ɛt ガス がす gas

17 กา๊ซอารก์อน ガース アー ゴーン káas ʔaa kɔɔn アルゴンガス あるごんがす arugon gasu

18 แทง่อิเล็กโทรดทงัสเตน テーン イッ レッ(ク) トー ロッ(ト) タン サ テーン thɛ̂ɛŋ ʔì lék thoo rót thaŋ sa teen タングステン電極棒 たんぐすてんでんきょくぼう tangusten denkyokubou

19 ไฟฟ้ากระแสลบั(AC) ファイ ファー クラ(ッ) セー ラップ fay fáa krà sɛ̌ɛ láp ( AC ) 交流 こうりゅう kouryuu

20 ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ファイ ファー クラ(ッ) セー トロン fay fáa kra sɛ̌ɛ troŋ( DC ) 直流 ちょくりゅう chokuryuu

21 เครืองเจียร ク(ル)ゥアン ヂィ-ア khrɯ̂aŋ cian グラインダー ぐらいんだー gurainda-

22 เครืองมือตรวจสอบมุมฉาก クルゥアン ムー トゥルアッ(ト) ソープ ムム チャーク khrɯ̂aŋ mɯɯ trùat sɔ̀ɔp mum chàak スコヤ すこや sukoya

23 ตวัจบัยึดชนิงาน トゥア ジャップ ユゥ(ト) チン ｎガーン tua càp yɯ́t chín ŋaan クランプ くらんぷ kuranpu

24 เขม็ทําเครืองหมาย ケム タム クルゥアン マーイ khěm tham khrɯ̂aŋ mǎay けがき針 けがきばり kegaki bari

25 แทน่จบัยึดชนิงาน テン ジャップ ユゥ(ト) チン ｎガーン thɛ̂ɛn càp yɯ́t chín ŋaan 定盤 じょうばん jouban
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