れんしゅう

か

[練習 Ａ] ６課
① れい： あした どこへ いきますか。（アユタヤ）
… アユタヤへ いきます。
1） これから どこへ いきますか。（びょういん）
… びょういんへ いきます。
2） このまえの にちようび どこへ いきましたか。（ともだちの うち）
… ともだちのうちへ いきました。
3） こんどの やすみ どこへ いきますか。（パタヤー）
… パタヤーへ いきます。
4） こんばん どこへ いきますか。（どこへも）
… どこへも いきません。

พรุงนี้ไปไหน
-- ไปอยุธยา
หลังจากนี้ไปไหน
-- ไปโรงพยาบาล
วันอาทิตยที่แลวไปไหน
-- ไปบานเพื่อน
วันหยุดหนาไปไหน
--ไปพัทยา
คืนนี้ไปไหน
-- ไมไดไปไหน

② れい： なんで スクンビットへ いきますか。
… BTS で いきます。
1） なんで プーケットへ いきますか。
… ひこうきで いきます。
2） なんで パタヤーへ いきましたか。
… くるまで いきます。
3） なんで ルンピニーこうえんへ いきますか。
… ちかてつで いきます。
4） ゆうべ なんで うちへ かえりましたか。
… タクシーで かえりました。
5） まいにち なんで だいがくへ きますか。
… あるいて きます。
6） なんで いなかへ かえりますか。
… れっしゃで かえります。

ไปสุขุมวิทอยางไร (ไปสุขุมวิทโดยอะไร)
-- นั่ง BTSไป (ไปโดย BTS)
ไปภูเก็ตอยางไร
-- นั่งเครื่องบินไป
ไปพัทยาอยางไร
-- ขับรถไป
ไปสวนลุมพินีอยางไร
-- นั่งรถไฟใตดินไป
เมื่อคืนกลับบานอยางไร
-- นั่งแท็กซี่กลับบาน
ทุกวันมามหาวิทยาลัยอยางไร
-- เดินมา
กลับบานเกิดอยางไร
-- นั่งรถไฟกลับบาน

③ れい： だれと デパートへ いきましたか。（ともだち）
… ともだちと いきました。
1） だれと にほんへ いきますか。（かぞく）
… かぞくと いきます。
2） だれと こうえんへ いきますか。（こいびと）
… こいびとと いきます。
3） だれと ディスコへ いきましたか。（ソンポンさん）
… ソンポンさんと いきました。
4） だれと ゆうびんきょくへ いきましたか。（ひとりで）
… ひとりで いきました。
5） だれと カンチャナブリーへ いきましたか。（アノンさんたち）
… アノンさんたちと いきました。

ไปหางสรรพสินคามากับใคร
-- ไปมากับเพื่อน
ไปญี่ปุนกับใคร
-- ไปกับครอบครัว
ไปสวนสาธารณะกับใคร
-- ไปกับแฟน
ไปดิสโกมากับใคร
-- ไปมากับสมพงษ
ไปไปรษณียมากับใคร
-- ไปมาคนเดียว
ไปกาญจนบุรีมากับใคร
-- ไปมากับพวกอนงค

④ れい： いつ チェンマイへ いきましたか。（せんしゅう）
… せんしゅう いきました。
1） いつ アメリカへ いきますか。（らいげつ）
… らいげつ いきます。
2） いつ ぎんこうへ いきましたか。（けさ）
… けさ いきました。
3） いつ タイへ きましたか。（きょねんの９がつ）
… きょねんの９がつに きました。
4） いつ にほんへ かえりますか。（５がつ１５にち）
… ５がつ１５にちに かえります。

ไปเชียงใหมมาเมื่อไร
-- ไปมาเมื่อสัปดาหที่แลว
ไปอเมริกาเมื่อไร
-- ไปเดือนหนา
ไปธนาคารมาเมื่อไร
-- ไปมาเมื่อเชานี้
มาเมืองไทยเมื่อไร
-- มาเมื่อเดือนกันยายนของปที่แลว
กลับญี่ปุนเมื่อไร
-- กลับวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม

⑤ れい： たんじょうびは いつですか。
… さんがつ ここのかです。
1） あなたの たんじょうびは いつですか。
… ９がつ ついたちです。
2） ピポップさんの たんじょうびは なんがつ なんにちですか。
… １１がつ ３０にちです。
3） せんせいの たんじょうびは なんがつ なんにちですか。
… ４がつ ２０にちです。
4） ワンナーさんの たんじょうびは いつですか。
… ７がつ １４にちです。

วันเกิดเมื่อไร
-- วันที่ 9 เดือนมีนาคม
วันเกิดของคุณเมื่อไร
-- วันที่ 1 เดือนกันยายน
วันเกิดพิภพวันที่เทาไรเดือนอะไร
-- วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน
วันเกิดอาจารยวันที่เทาไรเดือนอะไร
-- วันที่ 20 เดือนเมษายน
วันเกิดวรรณาเมื่อไร
-- วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม

