お詫びと訂正

『表現を広げる中級へのタイ語』（ISBN978-4-384-05838-3）の第１刷に誤りおよび訂
正がございます（第２刷にて訂正済）。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。

株式会社三修社
記
●16 頁：最終行：ถ ้วยの訳
【正】カップ / お椀

【誤】コップ

●27 頁：コラム「タイの地域②」の②西部地方の地図
【誤】ヘチャブリー

【正】ペッチャブリ―

●43 頁：コラム「タイの地域④」の地図
【誤】チュムホン
●47 頁：3

【正】チュムポン

ร ้านสุดท ้ายの訳

【誤】最初のお店

【正】最後の店

●52 頁：練習 7 (1) の設問文を変更
【誤】彼がタイ料理を食べないというのは、彼が辛いものを食べられないということです。
【正】彼が辛いものを食べられないというのは、彼がタイ料理を食べないということです。
●59 頁：2 の最後の A のセリフの発音記号：a →à
【誤】chí-baʔ

【正】chí-bàʔ

●76 頁：下から 4 行目：ะを削除
【誤】ดอยแม่สะลอง
●95 頁：練習 3 の設問文：จั →

【正】ดอยแม่สลอง

สึ

【誤】รู ้จัก

ึ
【正】รู ้สก

●103 頁：最終行右の単語の訳を変更
【誤】貸す

【正】借りる

●104 頁：5 の２つ目の例文の訳を変更
【誤】母のように学生たちが好きな先生になりたいです。
【正】母のように学生たちに愛される先生になりたいです。
●106 頁：練習 1 の設問および例の発音記号：a → ǎ
【誤】sɔ̌ŋ-say

【正】sɔ̌ŋ-sǎy

●107 頁：練習 2 (3) ：ต →

ท

【誤】อินเตอร์เน็ ต

【正】อินเทอร์เน็ ต

●109 頁：練習 6 (4) ：ปิ กを加える
【誤】โอลิม

【正】โอลิมปิ ก

●124 頁：1 の解説文：หน่ →

น、
้ ɔ̀ → ɔ́ɔ
【誤】副詞มาก[mâak]やหน่อย[nɔ̀y]が入ります。
【正】副詞มาก[mâak]やน ้อย[nɔ́ɔy]が入ります。
●124 頁：2 の解説文：หน่ → น、
้ ɔ̀ → ɔ́ɔ
【誤】มาก[mâak]やหน่อย[nɔ̀y]が入ることがあります。
【正】มาก[mâak]やน ้อย[nɔ́ɔy]が入ることがあります。
●126 頁：7 の解説文：นี、
# -níi を追加し、「だけ」を削除
【誤】なお、เดีย
$ ว[dǐaw]だけを〜 【正】なお、เดีย
$ วนี[# dǐaw-níi]を〜
●132 頁：7 の解説文：วะを削除
【誤】โอกินาว่าวะกับ
【正】โอกินาว่ากับ
●139 頁：2 の最後の例文の B：ค์を最後に加える
【誤】กระเป๋ าตัง
【正】กระเป๋ าตังค์
●141 頁：2 の例文の A の後半：น่ → หน ้
ี นะ
ี นะ
【誤】น่าซด
【正】หน ้าซด
●142 頁：(2)の最後の例文の後半部分の訳
【誤】いつもついていけません。
【正】一緒にご飯を食べに行くと、いつも食べるのが追いつきません。
●147 頁：「手が固い」の発音記号：ě → ɛ̌
【誤】mɯɯ-khěŋ

【正】mɯɯ-khɛ̌ŋ

●149 頁：5 つ目の単語（〜のとき）：「…」の位置を移動
【誤】…

ตอน

【正】ตอน

…

●151 頁：4 の解説文
【誤】ตอน[tɔɔn]は基本的に過去のことを表す場合に用います。
【正】ตอน[tɔɔn]は特定の時を表す場合に用います。
●158 頁：本文（タイトル含まず）の 1・2・5 行目：ค์を加える
【誤】กระเป๋ าตัง

【正】กระเป๋ าตังค์

●別冊 17 頁：読解練習 1 の発音記号：本文 3 行目の後ろから２つ目の kháw の前に nɯ̀ŋ
を挿入
【誤】bɔɔ-ri-sàt-thua hɛ̀ŋ kháw bɔ̀ɔk

【正】bɔɔ-ri-sàt-thua hɛ̀ŋ nɯ̀ŋ kháw bɔ̀ɔk

●別冊 21 頁：練習 7
【誤】（66 ページ）

【正】（65 ページ）

●別冊 22 頁：練習 1
【誤】（72 ページ）

【正】（73 ページ）

●別冊 23 頁：練習 3
【誤】（73 ページ）

【正】（74 ページ）

●別冊 24 頁：練習 5
【誤】（74 ページ）

【正】（75 ページ）

●別冊 28 頁：練習 5 (2)の訳
【誤】タイ語を使える会社で仕事をしたいです。
【正】タイ語を使える会社で仕事をするといいよ。
●別冊 39 頁：練習 2 (3)：ต →
【誤】อินเตอร์เน็ ต

ท

【正】อินเทอร์เน็ ต

●別冊 39 頁：練習 2 (3) の発音記号：h を挿入
【誤】ʔin-tǝǝ-nèt

【正】ʔin-thǝǝ-nèt

B の訳
●別冊 40 頁：練習 3 (3) ○

【誤】今よりも元気かと思います。

【正】前よりも元気かと思います。

B の発音記号：ě → ɛ̌
●別冊 40 頁：練習 3 (3) ○

【正】khɛ̌ŋ-rɛɛŋ

【誤】khěŋ-rɛɛŋ
●別冊 43 頁：読解練習 3
【誤】（100 ページ）
●別冊 50 頁：第 10 課

【正】（110 ページ）
ダイアローグの発音記号：下から 5 行目の後ろから４つ目の

kɔ̀ɔn の前に thîi wát を挿入
【誤】… wâay phráʔ kɔ̀ɔn phɯ̂a pen sì-rì-moŋ-khon dii máy
【正】… wâay phráʔ thîi wát kɔ̀ɔn phɯ̂a pen sì-rì-moŋ-khon dii máy
●別冊 51 頁：練習 1 (1)の発音記号：ǝ̀ → ǝ
【誤】kǝ̀ǝn

【正】kǝǝn

●別冊 57 頁：練習 1 (3)の発音記号：o → ǒ
【誤】fon

【正】fǒn

●別冊 59 頁：練習 4 (1)：ค์を挿入
【誤】กระเป๋ าตัง

【正】กระเป๋ าตังค์

●別冊 60 頁：練習 6
【誤】（145 ページ）

【正】（146 ページ）

B の最後にค์を挿入
●別冊 66 頁： (1) ○

【誤】กระเป๋ าตัง

【正】กระเป๋ าตังค์

●別冊 86 頁：下から 10 行目（〜ではない）の発音記号：ม →
【誤】ไม

【正】ไม่

●別冊 89 頁：ฤの項の 1 行目（〜ではない）の発音記号：ด →
【誤】ฤด

ม่

【正】ฤดู

ดู

