お詫びと訂正

『表現を身につける初級タイ語』
（ISBN978-4-384-05837-6）の第１刷・第２刷に誤り
がございました。深くお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正いたします。
なお、◆以外の箇所は、第２刷で修正済です。
株式会社三修社
記

◆13 頁：子音の表の-t：h の挿入
【誤】例）汚い［kitanai］
【正】例）汚い［khitanai］
◆15 頁：下から 4 行目：h の挿入、下線位置の変更
【誤】谷＝「tani」
（有気音）
、汚い［kitanai］
（無気音）
【正】谷＝「thani」
（有気音）
、汚い［khitanai］
（無気音）
◆17 頁：末子音の表の-m：h の挿入
【誤】
［kam］で止めた時の［-m］の音。
【正】
［kham］で止めた時の［-m］の音。
●25 頁：下から 6 行目：
「
（男性）
」をカット
【誤】ありがとうね。
（男性）
【正】ありがとうね。
●46 頁：7 行目：発音記号に a を挿入
【誤】
【否定形】ไม่ได้ [mây dây]＋動詞
【正】
【否定形】ไม่ได้ [mây dâay]＋動詞
●46 頁：10 行目（
「父は、今はシャワーを〜」の文の発音記号）
：a を挿入
【誤】dây

【正】dâay

●50 頁：下から 6 行目（
「センチメートル」の発音記号）： h を削除
【誤】sen-thi-méet

【正】sen-ti-méet

●52 頁：下から 3 行目（ナッの台詞の最初の語の発音記号）
：h を挿入
【誤】pèt

【正】phèt

●57 頁：下から 3 行目（เปล่า の発音記号）
：a を挿入
【誤】plàw

【正】plàaw

●73 頁：7 行目および下から 12 行目（ไม่ได้ の発音記号）
： á→â
【誤】máy dâay

【正】mây dâay

●77 頁：練習 4 (2)の一番右の 1 行目（ด → ด้）
【誤】ได

【正】ได้

●89 頁：練習 1 (2)の一番右の 1 行目（ที →ที）
่
【誤】ทํางานทีตา
่ งประเทศ 【正】ทํางานทีต
่ า่ งประเทศ
●108 頁：下から 5 行目（
「机」の発音記号）
：ʔ を削除
【誤】tóʔ tham-ŋaan

【正】tó-tham-ŋaan

●109 頁：1 行目（
「テニスラケット」の発音記号）
：h を挿入
【誤】máay₋ten-nít

【正】máay₋then-nít

●115 頁：下から 11 行目：
「ウボン行きの電車の〜」の発音記号の最後に「kh.」を挿入
◆116 頁：3 行目（１つ目の例文の訳）
【誤】今日は午前 8 時から午後 2 時まで仕事をしました。
【正】今日は午前 8 時から午後 8 時半まで仕事をしました。
●116 頁：下から 10 行目（
「バイクタクシーで」のタイ語）
：ด์ → ค์
【誤】มอเตอร์ไซคด์

【正】มอเตอร์ไซค์

●126 頁：下から 2 行目、一番左（
「2 番目の交差点を右折」の発音記号）
：êe →ɛ̂ɛ
【誤】sìi-yêek

【正】sìi-yɛ̂ɛk

◆138 頁：下から 5〜6 行目の文
文法的な間違いではありませんが、タイの国番号は 66 です（81 は日本の国番号）
。
●141 頁：8 行目（
「いつあなたにまた会えますか？」の発音記号）
：ǝ̀ → ǝ
【誤】càʔ dâay cǝ̀ǝ

【正】càʔ dâay cǝǝ

●145 頁：路線図上の右から２つ目の駅（ลาดพร้าว）の発音記号：l → r
【誤】lâat-phláaw

【正】lâat-phráaw

●145 頁：路線図下方の BTS シーロム線の上から３駅目 ศาลาแดง（sǎa-laa-dɛɛŋ）と、
その次の MRT との乗り換え駅に位置する ราชดําริ（râat-cha-dam-rìʔ）を入れ替える
（BTS シーロム線の３駅目は

ราชดําริ（râat-cha-dam-rìʔ）、その次の乗り換え駅は

ศาลาแดง（sǎa-laa-dɛɛŋ）トナル）
์ ิ มต
＊なお、路線図への記載はありませんが、BTS シーロム線の โพธิน
ิ ร（phoo-ní-mít）
と วุฒากาศ（wút-thaa-kàat）の間に ตลาดพลู（ta-làat-phluu）駅があります。また、
記載の路線の延伸計画が進行中です。
◆148 頁：上から 12 行目：h の挿入
【誤】la-kɔɔn テレビドラマ
【正】la-khɔɔn テレビドラマ

●150 頁：本文 2 行目（ナッの最初の文の 1 つ目の語の発音記号）
：ɔ̂ → ɔ̌
【誤】khɔ̂ɔ

【正】khɔ̌ɔ

●152 頁：
「1」の２つ目の例文（
「カッパットを１皿ください」
）
：น を挿入
【誤】ขอข้าวผัดจาหนึ่ง

ค.

【正】ขอข้าวผัดจานหนึ่ง

ค.

●153 頁：
「2」の２つ目の例文（
「よい友達は嘘を〜」の発音記号）
：i → î
【誤】thii

【正】thîi

●154 頁：下から 13 行目（
「ありません。全部食べられます」の発音記号）
：i → y
【誤】mâi

【正】mây

●156 頁：下から 4 行目（
「シンハー」のタイ語）
：ย์ → ห์
【誤】สิงย์

【正】สิงห์

●165 頁：
「2」の解説文の 2 行目・3 行目（２箇所：ขอบใจ の発音記号）
：à → a
【誤】khɔ̀ɔp-cày

【正】khɔ̀ɔp-cay

◆166 頁：１つ目の例文（タイに遊びに〜）の発音記号に「thîaw」を挿入
【誤】maa mɯaŋ-thay
【正】maa thîaw mɯaŋ-thay
●別冊 5 頁：右上「子音字の読み方」
：ɔ̂ → ɔ̌
【誤】注）高子音の場合のみ上声（ɔ̂ɔ）
【正】注）高子音の場合のみ上声（ɔ̌ɔ）
●別冊 10 頁：上から 3 つ目の ɯ の欄：
「ดิน
【誤】ดิน

din 土

din 土」を差し替え

【正】จึง cɯŋ だから

●別冊 44 頁：下から 5 行目（
「いつ会いましょうか？」の最初の語の発音記号）
：ǝ̀ → ǝ
【誤】cǝ̀ǝ

【正】cǝǝ

●別冊 48 頁：練習２ (9)の訳
【誤】東京から小笠原まで船で 30 時間かかります。
【正】東京から小笠原まで船で 5 時間かかります。
＊なお、設問上では「5 時間」となっていますが、実際の所要時間は 24 時間です。
●別冊 57 頁：6 行目 練習 1（
「空芯菜炒め 1 皿と〜」の最後の語の発音記号）
：ɛ́ → ɛ̂
【誤】kɛ́ɛw

【正】kɛ̂ɛw

●別冊 60 頁：練習 1 (6)（
「ワーンがムーへネクタイをあげた」の最初の語の発音記号）
：
a→ǎ
【誤】waan

【正】wǎan

●別冊 78 頁：m の項の 5 行目（
「テニスラケット」の発音記号）
：h を挿入
【誤】máay-ten-nít

【正】máay-then-nít

