
第１課
บทที่ 1

挨拶・基本表現

การทกัทาย / การแสดงออกพืน้ฐาน
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あいさつ きほんひょうげん



第１課（１）-1 บทที่ 1 (1)-1
今、午前8時50分です。実習生のリンさんは会社に出勤しました。

ตอนนีเ้วลา 8:50 น. คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานเดนิทางมาท างานทีบ่รษิทั
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第１課（１）-1 บทที่ 1 (1)-1

【会社の入り口で】

田中：おはよう。

リン：おはようございます。

【ทีท่างเขา้บรษิทั】

T: อรณุสวสัดิ ์

L: อรณุสวสัดิค์่ะ
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たなか

かいしゃ い ぐち



第１課（１）-1 บทที่ 1 (1)-1

【更衣室で】

リン：鈴木さん、おはようございます。

鈴木：おはよう。

【ทีส่ านักงาน】

L: คณุซซูกู ิอรณุสวสัดิค์่ะ

S: อรณุสวสัดิ ์
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すずき

こういしつ

すずき



第１課（１）-1 บทที่ 1 (1)-1

【事務所で】

田中：朝のミーティングを始めます。

おはようございます。

リン･鈴木：おはようございます。

【ทีส่ านักงาน】

T: จะขอเร ิม่ประชมุชว่งเชา้

อรณุสวสัดิค์รบั

L & S: อรณุสวสัดิค์่ะ / ครบั
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たなか あさ はじ

じむしょ

すずき



第１課（１）-2 บทที่ 1 (1)-2
今、午後5時です。実習生のリンさんは仕事が終わり、退勤します。

ตอนนีเ้วลา 5 โมงเย็น คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานท างานเสรจ็และก าลงัเลกิงาน
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第１課（１）-2 บทที่ 1 (1)-2

【作業場で】

鈴木：もう帰ってもいいですよ。

リン：はい、お先に失礼します。お疲れ様でした。

鈴木：おう。お疲れ。

【ทีส่ถานทีป่ฏบิตังิาน】

S: กลบัไดแ้ลว้ครบั

L: ค่ะ ขออณุญาตกิลบักอ่นค่ะ สวสัดคี่ะ

S: อืม้ สวสัดี
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すずき つか

すずき かえ

さき しつれい つか さま

さぎょうば



第１課（１）-2 บทที่ 1 (1)-2

【事務所で】

リン：お疲れ様でした。お先に失礼します。

田中：また明日。お疲れ様。

【ทีส่ านักงาน】

L: สวสัดคี่ะ ขออณุญาตกิลบักอ่นค่ะ

T: เจอกนัวนัพรุง่นี้ สวสัดี
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じむしょ

つか さま さき しつれい

たなか あした つか さま



第１課（２） บทที่ 1 (2)
実習生のリンさんと指導員の鈴木さんは作業場にいます。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานและคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนอยู่ทีส่ถานทีป่ฏบิตังิาน
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第１課（２） บทที่ 1 (2)

鈴木：じゃ、これから実習を始めます。

リン：よろしくお願いします。

S: งัน้จากนีไ้ปจะเร ิม่การฝึกงานแลว้

L: รบกวนดว้ยค่ะ
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すずき じっしゅう はじ

ねが



第１課（２） บทที่ 1 (2)

鈴木：この道具を作業台に置いてください。

リン：わかりました。作業台に置きます。

鈴木：そうそう。

S: น าเคร ือ่งมอืนีไ้ปวางไวท้ีแ่ท่นส าหรบัการท างาน

L: รบัทราบค่ะ น าไปวางทีแ่ท่นส าหรบัการท างาน

S: ใช ่ใช่

食品製造 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved. 11

すずき どうぐ さぎょうだい お

さぎょうだい お

すずき



第１課（２） บทที่ 1 (2)

鈴木：今日の実習を終わります。

リン：ありがとうございました。

S: การฝึกงานของวนันีจ้บเพยีงเท่านี้

L: ขอบคณุมากค่ะ
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すずき きょう じっしゅう お



第１課（３） บทที่ 1 (3)
実習生のリンさんは、指導員の鈴木さんの説明を聞いていますが、よくわかりま
せんでした。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานฟังค าอธบิายจากคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนแตไ่ม่คอ่ยเขา้ใจ
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第１課（３） บทที่ 1 (3)

鈴木：赤いボタンを押してください。

リン：……わかりません。あか……？

鈴木：赤いボタン。これです。

リン：あ、これですね。

S: ชว่ยกดปุ่ มสแีดงดว้ยครบั

L: ...ไม่เขา้ใจค่ะ あか……？

S: ปุ่ มสแีดง อนันี้

L: อา้  อนันีน้ะคะ
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すずき あか お

すずき あか



第１課（３） บทที่ 1 (3)

鈴木：じゃ、道具を片づけましょう。

リン：すみません。もう一度お願いします。

鈴木：道具を、片づけましょう。

リン：……道具を……片づけますか。

鈴木：うん、そうそう。

S: งัน้มาเก็บเครือ่งมอืเขา้ทีก่นัดกีว่า

L: ขอโทษค่ะ กรณุาพูดอกีรอบไดไ้หมคะ

S: มาเก็บเครือ่งมอืเขา้ทีก่นั

L: ...เคร ือ่งมอื...  เก็บเขา้ที.่..

S: อืม้ ใชใ่ช่
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すずき どうぐ かた

すずき どうぐ かた

どうぐ かた

いちど ねが

すずき



第１課（４） บทที่ 1 (4)
実習生のリンさんと指導員の鈴木さんは作業場にいます。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานและคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนอยู่ทีส่ถานทีป่ฏบิตังิาน
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第１課（４） บทที่ 1 (4)

鈴木：リンさん、やり方が違いますよ。

リン：すみません。もう一度マニュアルを見ます。

S: คณุลนิ วธิที าไม่ถกูตอ้งนะ

L: ขอโทษค่ะ จะดคูู่มอืการท างานอกีรอบค่ะ
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すずき かた ちが

いちど み



第１課（４） บทที่ 1 (4)

リン：失敗しました。すみません。

鈴木：これはだめですね。

リン：すみません。気をつけます。

L: ท าผดิพลาด ขอโทษค่ะ

S: อนันีไ้ม่ไดน้ะ

L: ขอโทษค่ะ จะระวงัค่ะ
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しっぱい

すずき

き



第２課
บทที่ 2

とっさの指示

ค ำสัง่แบบกระทนัหนั

食品製造 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved. 1

しじ



第２課（１） บทที่ 2 (1)
実習生のリンさんは作業をしています。指導員の鈴木さんに危険な行為を指摘さ
れます。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำนก ำลงัท ำงำน ถกูคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนชีแ้นะเกีย่วกบัพฤตกิรรมที่

อนัตรำย
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第２課（１） บทที่ 2 (1)

【リンさんは道具を適切な方法で運んでいません。】

鈴木：それ、危ないよ！

【 คณุลนิไม่ไดล้ ำเลยีงเคร ือ่งมอืดว้ยวธิทีีเ่หมำะสม 】

S: น่ันมนัอนัตรำยนะ !
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どうぐ てきせつ ほうほう はこ

すずき あぶ



第２課（１） บทที่ 2 (1)

【リンさんは床のコードにひっかかりそうです。】

鈴木：危ない！足元！

【คณุลนิเกอืบจะสะดดุสำยไฟทีพ่ืน้ 】

S: อนัตรำย ! ทีเ่ทำ้ !
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ゆか

すずき あぶ あしもと



第２課（１） บทที่ 2 (1)

【リンさんの右手が機械の稼動部分に触れそうです。】

鈴木：おい！右手！

【 มอืขวำของคณุลนิเกอืบถกูสว่นของเครือ่งจกัรทีข่ยบัอยู่หนีบ 】

S: เฮย้ ! มอืขวำ !
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みぎて きかい かどう ぶぶん ふれ

すずき みぎて



第２課（１） บทที่ 2 (1)

【リンさんは水で濡れている場所を走っています。】

鈴木：走るな！

【คณุลนิก ำลงัวิง่บนพืน้ทีเ่ปียกน ำ้อยู่】

S: อย่ำวิง่ !
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みず ぬ ばしょ はし

すずき はし



第２課（１） บทที่ 2 (1)

【リンさんは薬品が漏れているところを触ろうとしています。】

鈴木：触るな！

【คณุลนิก ำลงัจะจบัสว่นทีน่ ำ้ยำร ัว่ออกมำ】

S: อย่ำจบั !
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やくひん も さわ

すずき さわ



第２課（１） บทที่ 2 (1)

【機械の稼動部にリンさんの手袋が巻き込まれそうです。】

鈴木：機械を止めろ！

【ถงุมอืของคณุลนิก ำลงัจะถกูสว่นทีเ่คลือ่นไหวของเครือ่งจกัรมว้นเขำ้ไป】

S: หยดุเคร ือ่งจกัรซะ !
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きかい かどうぶ てぶくろ ま こ

すずき きかい と



第２課（２）-1 บทที่ 2 (2)-1
作業場で地震が発生しました。

เกดิแผ่นดนิไหวขึน้ทีส่ถำนทีป่ฏบิตังิำน
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第２課（２）-1 บทที่ 2 (2)-1

鈴木：

• 地震だ！机の下にもぐれ！

• 電源を落とせ！

• 外へ逃げろ！

Suzuki : 

• แผ่นดนิไหว ! มุดใตโ้ตะ๊ !

• ตดัไฟเครือ่งจกัร !

• หนีออกไปขำ้งนอก !
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じしん つくえ した

すずき

でんげん お

そと に



第２課（２）-2 บทที่ 2 (2)-2
作業場で火災が発生しました。

เกดิไฟไหมข้ึน้ทีส่ถำนทีป่ฏบิตังิำน
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第２課（２）-2 บทที่ 2 (2)-2

鈴木：

• 火事だ！火を消せ！

• 火に近づくな！

• 煙を吸うな！

Suzuki : 

• ไฟไหม ้! ดบัไฟซะ !

• อย่ำเขำ้ใกลไ้ฟ !

• อย่ำสดูควนั !
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かじ ひ け

すずき

ひ ちか

けむり す



第３課
บทที่ 3

表示理解

ท ำควำมเขำ้ใจเคร ือ่งหมำย
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ひょうじりかい



第３課（１） บทที่ 3 (1)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんに工場の中を案内してもらっています。

คณุซซูกูซิ ึง่เป็นผูฝึ้กสอนคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำนภำคปฏบิตัชิมภำยในโรงงำน
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第３課（１） บทที่ 3 (1)

鈴木：工場の中にいろいろな表示があります。

これを見てください。

リン：はい。

鈴木：これは「立入禁止」です。

ここに入ってはいけません。

リン：すみません。もう一度お願いします。

鈴木：ここに入ってはいけません。

リン：わかりました。入りません。

S: ภำยในโรงงำนมเีคร ือ่งหมำยอยู่มำกมำย

กรณุำดทูีน่ี่

L: ค่ะ

S: น่ีคอื 「立入禁止」

หำ้มเขำ้ไปขำ้งใน

L: ขอโทษค่ะ กรณุำพูดอกีรอบไดไ้หมคะ

S: เขำ้ไปขำ้งในนีไ้ม่ได ้

L: รบัทรำบค่ะ จะไม่เขำ้ไป
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すずき こうじょう なか ひょうじ

み

すずき たちいり きんし

はい

すずき はい

いちど ねが

はい



第３課（２） บทที่ 3 (2)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんに工場の中を案内してもらっています。

คณุซซูกูซิ ึง่เป็นผูฝึ้กสอนพำคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำนภำคปฏบิตัชิมภำยในโรงงำน
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第３課（２） บทที่ 3 (2)

リン：すみません。これは何ですか。

鈴木：それは「高温部」の表示です。

リン：どういう意味ですか。

鈴木：ここは熱いという意味です。

リン：ああ、熱い。

鈴木：ええ。だから、触らないでください。

L: ขอโทษค่ะ น่ีคอือะไร

S: น่ันคอืเคร ือ่งหมำยบ่งชีว้่ำ 「高温部」

L: มคีวำมหมำยว่ำอะไร

S: หมำยควำมว่ำทีน่ี่มนัรอ้นครบั

L: อมื  รอ้น

S: ใช่ ดงัน้ัน กรณุำอย่ำจบั
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なん

すずき こうおんぶ ひょうじ

いみ

すずき さわ

すずき あつ いみ

あつ



第３課（３） บทที่ 3 (3)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんに工場の中を案内してもらっています。

คณุซซูกูซิ ึง่เป็นผูฝึ้กสอนพำคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำนภำคปฏบิตัชิมภำยในโรงงำน

食品製造 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved. 6



第３課（３） บทที่ 3 (3)

リン：すみません。この漢字は何と読みますか。

鈴木：「ひじょうぐち」ですよ。

リン：ひじょ……？

鈴木：「ひじょうぐち」。

リン：「ひじょうぐち」？

鈴木：そうです。火事や地震のとき、あそこから逃げます。

L: ขอโทษค่ะ ตวัคนัจนีิอ้่ำนว่ำอย่ำงไรคะ

S: อ่ำนว่ำ "「ひじょうぐち」"

L:  ひじょ……？

S: 「ひじょうぐち」。

L: 「ひじょうぐち」？

S: ใชค่รบั เมือ่เกดิไฟไหมห้รอืแผ่นดนิไหว ใหห้นีออกจำกตรงนี้
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かんじ なん よ

すずき

すずき

すずき かじ じしん に



第４課
บทที่ 4

勤怠管理

การควบคมุการขาดลามาสาย
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きんたいかんり



第４課（１） บทที่ 4 (1)
実習生のリンさんは始業時間に会社に来ていません。指導員の鈴木さんはリンさ
んを待っています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานไม่ไดม้าทีบ่รษิทัในเวลาเร ิม่ท างาน คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนก าลงัรอคณุลิ
นอยู่

食品製造 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved. 2



第４課（１） บทที่ 4 (1)

鈴木：リンさん、遅刻ですよ。

リン：遅れてすみません。寝坊してしまいました。

鈴木：だめだよ！会社は時間厳守ですよ。早く行って。

リン：はい、わかりました。明日から気をつけます。

S: คณุลนิ มาสายนะ

L: ขอโทษทีม่าสายค่ะ ตืน่สายจนไดค้่ะ

S: ไม่ไดน้ะ ! บรษิทัตอ้งรกัษาเวลาอย่างเครง่ครดั รบีไปซะ

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ จะระวงัตัง้แต่พรุง่นีเ้ป็นตน้ไป
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すずき ちこく

おく ねぼう

すずき かいしゃ じかんげんしゅ はや い

あした き



第４課（２） บทที่ 4 (2)
実習生のリンさんは朝からおなかが痛いです。昼休みに指導員の鈴木さんに話し
ます。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานปวดทอ้งตัง้แตเ่ชา้ ไดบ้อกกบัคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนในชว่งพกัเทีย่ง
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第４課（２） บทที่ 4 (2)

リン：鈴木さん、すみません。

早退してもいいですか。朝からおなかが痛いです。

鈴木：そうですか。わかりました。いいですよ。

リン：ありがとうございます。お先に失礼します。

L: คณุซซูกูิ ขอโทษนะคะ

ขออนุญาตกิลบักอ่นเวลาไดไ้หมคะ ปวดทอ้งตัง้แต่เชา้

S: จรงิหรอื เขา้ใจละ ไดค้รบั

L: ขอบคณุค่ะ ขออณุญาตกิลบักอ่นค่ะ
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すずき

そうたい あさ いた

さき しつれい



第４課（３） บทที่ 4 (3)
実習生のリンさんは来週の金曜日に休みたいので、指導員の鈴木さんに話しま
す。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานอยากลาหยดุวนัศกุรส์ปัดาหห์นา้จงึบอกกบัคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第４課（３） บทที่ 4 (3)

リン：鈴木さん、来週の金曜日に休みたいです。いいですか。

鈴木：いいですよ。有休ですね。

じゃ、この申請書を書いて、田中部長に出してください。

リン：はい、わかりました。

L: คณุซซูกู ิอยากลาหยดุวนัศกุรข์องสปัดาหห์นา้ค่ะ ไดไ้หมคะ

S: ไดค้รบั ลาพกัรอ้นนะครบั

ถา้อย่างน้ัน กรอกใบค ารอ้งนีแ้ลว้ยืน่ใหก้บัผูจ้ดัการฝ่ายคณุทานากะ

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ
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すずき らいしゅう きんようび やす

すずき ゆうきゅう

しんせいしょ か たなか ぶちょう だ



第５課
บทที่ 5

安全

ความปลอดภยั
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あんぜん



第５課（１） บทที่ 5 (1)
箱が床に置いてあります。指導員の鈴木さんはそれを見て、実習生のリンさんを
呼びました。

มกีลอ่งวางอยู่บนพืน้ คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนมองดแูลว้เรยีกคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงาน
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第５課（１） บทที่ 5 (1)

鈴木：リンさん、ちょっと。

リン：はい、何ですか。

鈴木：箱が床に置きっぱなしですよ。

リン：あ、すみません。忘れていました。

鈴木：誰かが転倒するかもしれません。

リン：そうですね。すぐ片づけます。

S: น่ี  คณุลนิ

L: ค่ะ  อะไรคะ

S: กลอ่งถกูวางทิง้ไวบ้นพืน้

L: อะ๊  ขอโทษค่ะ ลมืไป

S: อาจจะมใีครหกลม้เอาได ้

L: จรงิดว้ยค่ะ จะรบีเก็บทนัทคี่ะ
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すずき

かた

すずき だれ てんとう

わす

すずき はこ ゆか お

なん



第５課（２） บทที่ 5 (2)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんとこれから工場に入ります。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัเขา้ไปในโรงงานกบัคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第５課（２） บทที่ 5 (2)

鈴木：じゃ、工場に入りましょう。

リン：はい。

鈴木：あれ？お金を持っていますか。

お金を持って、工場に入ってはいけません。

異物混入になりますから。

リン：どうもすみません。

S: งัน้  เขา้ไปในโรงงานกนั

L: ค่ะ

S: เอะ๊  พกเงนิมาดว้ยรเึปลา่

พกเงนิเขา้ไปในโรงงานไม่ไดน้ะ

เพราะสิง่แปลกปลอมจะเขา้ไปเจอืปน

L: ขอโทษค่ะ
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すずき こうじょう はい

いぶつ こんにゅう

かね も こうじょう はい

すずき かね も



第５課（３） บทที่ 5 (3)
指導員の鈴木さんは、スライサーの洗浄をするまえに、実習生のリンさんを呼び
ました。

คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนเรยีกคณุลนิกอ่นทีจ่ะลา้งท าความสะอาดเคร ือ่งหัน่
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第５課（３） บทที่ 5 (3)

鈴木：スライサーを洗いますから、手伝ってください。

リン：はい、わかりました。

鈴木：じゃ、カバーを外してください。

リン：カバーを外すとき、ここを触ってもいいですか。

鈴木：いいえ、ここは触らないでください。

手を切りますよ。両手でカバーを持ってください。

リン：はい、こうですね。

S: ผมจะลา้งเคร ือ่งหั่น คณุชว่ยผมหน่อย

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ

S: งัน้ ถอดฝาครอบออก

L: เวลาถอดฝาครอบนิรภยั จบัตรงนีไ้ดไ้หม

S: ไม่ครบั อย่าจบัตรงนี้

เดีย๋วมนัจะบาดมอืเอา ถอืฝาครอบดว้ยสองมอื

L: ค่ะ แบบนีน้ะคะ
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すずき あら てつだ

て き りょうて も

はず さわ

すずき はず

すずき さわ



第６課
บทที่ 6

服装確認

ตรวจสอบเคร ือ่งแตง่กาย
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ふくそうかくにん



第６課（１） บทที่ 6 (1)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんに作業着の着方を教えてもらいます。

คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนก าลงัสอนวธิสีวมชดุท างานใหก้บัคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงาน
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第６課（１） บทที่ 6 (1)

リン：どうやって作業着を着ますか。

鈴木：まずぼうしをかぶります。

それから髪をぼうしの中に入れます。

リン：次にマスクをしますか。

鈴木：いいえ、作業着を着てから、マスクをします。

リン：作業着を着ます。それからマスクをしますね。

鈴木：はい、そうです。じゃ、着てください。

L: สวมใสช่ดุท างานอย่างไรคะ

S: กอ่นอืน่สวมหมวกกอ่น

หลงัจากน้ันเก็บเสน้ผมเขา้ไปในหมวก

L: ต่อไปใสห่นา้กากรเึปลา่คะ

S: ไม่ครบั ใสช่ดุท างานกอ่นแลว้ค่อยใส่หนา้กาก

L: ใสช่ดุท างาน เสรจ็แลว้ค่อยใสห่นา้กากนะคะ

S: ใชค่รบั งัน้ ใสเ่ลยครบั
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さぎょうぎ き

すずき き

さぎょうぎ き

つぎ

かみ なか い

すずき

すずき さぎょうぎ き



第６課（２） บทที่ 6 (2)
実習生のリンさんは作業着に着替えました。指導員の鈴木さんがリンさんの服装
をチェックします。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานเปลีย่นเสือ้เป็นชดุท างาน คณุซซูกูทิีเ่ป็นผู ้ฝึกสอนตรวจสอบเคร ือ่งแตง่
กายของคณุลนิ
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第６課（２） บทที่ 6 (2)

鈴木：チェックします。ぼうしから髪が出ていますよ。

直してください。

リン：はい、わかりました。

直しました。これでいいですか。

鈴木：はい、いいですね。

次にローラーで作業着のほこりを取ってください。

S: จะตรวจสอบนะ เสน้ผมโผลอ่อกมาจากหมวกนะ

แกไ้ขดว้ย

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ

แกแ้ลว้ค่ะ แบบนีใ้ชไ้ดม้ัย้คะ

S: ครบั ดคีรบั

ต่อไปใชล้กูกลิง้เอาฝุ่ นออกจากชดุท างาน
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すずき かみ で

すずき

なお

なお

つぎ さぎょうぎ と



第６課（３） บทที่ 6 (3)
工場に入るまえに、指導員の鈴木さんは実習生のリンさんの爪をチェックしていま
す。

กอ่นจะเขา้ไปในโรงงาน คณุซซูกูติรวจสอบเล็บของคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงาน
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第６課（３） บทที่ 6 (3)

鈴木：じゃ、爪を見せてください。

リン：お願いします。

鈴木：あれ？リンさん、指輪を外していませんよ。

リン：これは結婚指輪ですが、つけてもいいですか。

鈴木：いいえ、だめです。

落としたら、危険です。外してください。

リン：わかりました。どうもすみません。

S: งัน้ขอดเูล็บหน่อยครบั

L: รบกวนดว้ยค่ะ

S: อ่าว  คณุลนิ ไม่ไดถ้อดแหวนน่ี

L: น่ีเป็นแหวนแต่งงาน ใสไ่ดไ้หมคะ

S: ไม่ไดค้รบั

ถา้ท าตกจะเป็นอนัตราย ถอดออกดว้ยครบั

L: รบัทราบค่ะ ขอโทษค่ะ
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すずき つめ み

お きけん はず

けっこんゆびわ

すずき ゆびわ はず

すずき

ねが



第７課
บทที่ 7

緊急事態

สถานการณฉุ์กเฉิน
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きんきゅうじたい



第７課（１） บทที่ 7 (1)
実習生のリンさんは機械を使って、作業をしています。機械の赤いランプが点灯し
ていますが、気がついていません。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัท างานโดยใชใ้ชเ้คร ือ่งจกัร เคร ือ่งจกัรมไีฟสแีดงขึน้แตไ่ม่สงัเกตเห็น
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第７課（１） บทที่ 7 (1)

鈴木：リンさん、危ない！非常停止ボタンを押せ！

リン：あ！はい！

鈴木：大丈夫？

リン：はい。

鈴木：赤いランプがついたら、

すぐ非常停止ボタンを押してください。

リン：わかりました。気をつけます。

S: คณุลนิ อนัตราย ! กดปุ่ มหยดุฉุกเฉินซะ !

L: อะ๊ !ค่ะ !

S: ไม่เป็นอะไรนะ ?

L: ค่ะ

S: ถา้ไฟสแีดงขึน้เตอืนตอ้งรบีกดปุ่ มหยดุฉุกเฉิน

L: รบัทราบค่ะ จะระวงัตวั

食品製造 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved. 3

すずき あぶ ひじょうていし お

ひじょう ていし お

すずき あか

すずき だいじょうぶ

き



第７課（２） บทที่ 7 (2)
実習生のリンさんは、指導員の鈴木さんから作業の説明を受けています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานฟังค าอธบิายจากคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอ
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第７課（２） บทที่ 7 (2)

鈴木：あ、機械の警報音が聞こえますね。

リン：ええ。この音を聞いたとき、どうしたらいいですか。

鈴木：すぐ機械を止めてください。それから報告してください。

リン：わかりました。すぐ止めます。それから報告します。

S: อะ๊ ไดย้นิเสยีงสญัญาณเตอืนของเครือ่งจกัรนะครบั

L: ค่ะ เมือ่ไดย้นิเสยีงนีแ้ลว้ตอ้งท ายงัไงคะ

S: รบีหยดุเคร ือ่งจกัรทนัที เสรจ็แลว้รายงานดว้ย

L: รบัทราบค่ะ จะรบีหยดุ แลว้รายงาน
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すずき きかい けいほうおん き

すずき きかい と ほうこく

おと き

と ほうこく



第７課（３） บทที่ 7 (3)
実習生のリンさんは、作業台に向かって歩いています。そのとき、ふと機械を見ま
した。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัเดนิไปทีแ่ท่นปฏบิตังิาน
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第７課（３） บทที่ 7 (3)

リン：あ！火事です！この機械から火が出ました！

鈴木：本当だ！リンさん、消火器！

佐藤くん、火災報知機を押して、119番に電話して！

リン：消火器を持って来ます！

L: อะ๊ ! ไฟไหม ้! มไีฟลกุออกมาจากเครือ่งจกัร !

S: จรงิดว้ย ! คณุลนิ ถงัดบัเพลงิ !

คณุซาโต ้กดปุ่ มเคร ือ่งเตอืนอคัคภียัแลว้โทร 119 !

L: จะไปหยบิถงัดบัเพลงิค่ะ !

食品製造 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved. 7

かじ きかい ひ で

さとう かさい ほうちき お ばん でんわ

すずき ほんとう しょうかき

しょうかき も き



第８課
บทที่ 8

清潔

ความสะอาด
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せいけつ



第８課（１） บทที่ 8 (1)
実習生のリンさんは、指導員の鈴木さんに手の洗い方を教えてもらっています。

คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนสอนวธิลีา้งมอืใหก้บัคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงาน
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第８課（１） บทที่ 8 (1)

鈴木：手を洗うまえに、手や手首に傷がないかどうか、

確認してください。

リン：はい。

鈴木：せっけんをたくさんつけて、ゴシゴシ洗ってください。

リン：はい、わかりました。

鈴木：指と爪の間もよく洗ってくださいね。

リン：こうですか。

鈴木：いいですね。最後に水でよく流してください。

S: กอ่นทีจ่ะลา้งมอื ตรวจสอบกอ่นว่ามอืหรอืขอ้มอืมบีาดแผลรไึม่

L: ค่ะ

S: ฟอกสบู่ใหเ้ยอะแลว้ลา้งมอืโดยขดัถขูดัถใูหส้ะอาด

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ

S: ลา้งชว่งระหว่างนิว้และเล็บใหส้ะอาดดว้ยนะ

L: แบบนีเ้หรอคะ

S: ดคีรบั สดุทา้ยลา้งออกดว้ยน า้ใหส้ะอาด
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すずき て あら て てくび きず

すずき さいご みず なが

すずき ゆび つめ あいだ あら

すずき あら

かくにん



第８課（２） บทที่ 8 (2)
実習生のリンさんは、作業場で作業をしています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัท างานทีส่ถานทีป่ฏบิตังิาน
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第８課（２） บทที่ 8 (2)

リン：鈴木さん、調理をしているとき、包丁で指を切ってしまいました。

鈴木：大丈夫？ああ、傷が深いね。

リン：もう血は止まったんですが、どうしたらいいですか。

鈴木：すぐ事務所に行って、絆創膏を貼ってください。

それから今日は調理をしないでください。

リン：えーっと……事務所に行って、絆創膏を貼って、

それから、また調理をしますか。

鈴木：いいえ、けがをしましたから、今日は調理をしないでください。

L: คณุซซูกูคิะ ในระหวา่งปรงุอาหารถกูมดีบาดนิว้มอื

S: เป็นอะไรมากไหม ? อา แผลลกึนะคะ

L: เลอืดหยดุไหลแลว้แตค่วรท าอยา่งไรดคีะ

S: รบีไปทีส่ านักงานแลว้ใชพ้ลาสเตอรย์าสมานแผล

แลว้ก็วนันีอ้ยา่ท างานปรงุอาหารนะครบั

L: เออ่...ไปทีส่ านักงาน ตดิพลาสเตอรย์า หลงัจากน้ันปรงุอาหารไหมคะ

S: ไม่ครบั เพราะไดร้บับาดเจ็บ วนันีอ้ยา่ปรงุอาหาร
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すずき ちょうり ほうちょう ゆび き

じむしょ い ばんそうこう は

すずき だいじょうぶ きず ふか
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すずき じむしょ い ばんそうこう は



第８課（３） บทที่ 8 (3)
実習生のリンさんは、作業場がとても暑いので、ドアを開けて作業をしています。

เน่ืองจากสถานทีป่ฏบิตังิานรอ้นมากคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานจงึเปิดประตทู างาน
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第８課（３） บทที่ 8 (3)

鈴木：リンさん、このドアを開けっぱなしにしないで。

リン：あ、すみません。とても暑いので……。

鈴木：「開放厳禁」と書いてあるでしょ？

リン：はい、必ず閉めるようにします。

鈴木：開けっぱなしにすると、虫が入るから。

リン：はい、次から気をつけます。

S: คณุลนิ อย่าเปิดประตนีูท้ิง้ไว ้

L: อะ๊ ขอโทษค่ะ มนัรอ้นมาก...

S: มเีขยีนไวว้่า "หา้มเปิดทิง้ไว"้ ใชไ่หม ?

L: ค่ะ จะปิดเสมอค่ะ

S: ถา้เปิดทิง้ไวแ้ลว้แมลงจะบนิเขา้มา

L: ค่ะ จากนีไ้ปจะระวงัค่ะ
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すずき あ

かなら し

すずき かいほうげんきん か
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つぎ き



第９課
บทที่ 9

清掃

ท ำควำมสะอำด
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せいそう



第９課（１） บทที่ 9 (1)
実習生のリンさんは、ごみの分別について指導員の鈴木さんに教えてもらってい
ます。

คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนก ำลงัสอนเร ือ่งเกีย่วกบักำรคดัแยกขยะใหค้ณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำน
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第９課（１） บทที่ 9 (1)

鈴木：このごみ箱に燃えるごみを捨ててください。

リン：これに燃えるごみを捨てるんですね。

鈴木：そう。でも、生ごみはこの容器に入れてね。

リン：はい、わかりました。

鈴木：廃油はあの容器に入れてね。

リン：すみません。廃油って何ですか。

鈴木：廃油は捨てる油だよ。

S: ทิง้ขยะทีเ่ผำไหมไ้ดล้งในถงัขยะนี้

L: ทิง้ขยะทีเ่ผำไหมไ้ดล้งในนีน้ะคะ

S: ใช ่แต่ขยะสดใสใ่นภำชนะนีน้ะ

L: ค่ะ รบัทรำบค่ะ

S:廃油 ใสใ่นภำชนะนีน้ะ

L: ขอโทษค่ะ 「廃油」 คอือะไรคะ

S: 「廃油」คอืน ำ้มนัทีจ่ะน ำไปทิง้
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すずき ばこ も す

すずき はいゆ す あぶら

すずき はいゆ ようき い

はいゆ なん

すずき なま ようき い

も す



第９課（２） บทที่ 9 (2)
実習生のリンさんは、先週、指導員の鈴木さんに冷蔵庫の掃除のしかたを教えて
もらいました。今から一人で掃除をしますが、少し心配です。

คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนสอนวธิที ำควำมสะอำดเคร ือ่งแชเ่ย็นใหก้บัคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำน จำกนี้

ไปจะท ำควำมสะอำดคนเดยีวรูส้กึเป็นห่วง
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第９課（２） บทที่ 9 (2)

リン：鈴木さん、お忙しいところ、すみません。

冷蔵庫の掃除の手順について、質問してもいいですか。

鈴木：うん、いいよ。

リン：まず冷蔵庫のコンセントを抜きます。

それから別の冷蔵庫に食材を移します。

鈴木：そうそう。

リン：そのあと洗剤をつけて、よく拭きます。

最後に乾拭きします。これでいいですか。

鈴木：うん、問題ないよ。

L: คณุซซูกู ิขอโทษทีร่บกวนชว่งทีค่ณุยุง่

ขอถำมเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรท ำควำมสะอำดตูแ้ชเ่ย็นไดไ้หมคะ

S: อืม้  ไดส้ิ

L: กอ่นอืน่ถอดปลัก๊ไฟของตูแ้ชเ่ย็น

เสรจ็แลว้เคลือ่นยำ้ยวตัถดุบิไปยงัตูแ้ชเ่ย็นตูอ้ืน่

S: ใช ่ใช่

L: เสรจ็แลว้ทำน ำ้ยำท ำควำมสะอำดแลว้เชด็ใหส้ะอำด

สดุทำ้ยเชด็ดว้ยผำ้แหง้ แบบนีใ้ชไ้ดม้ัย้คะ

S: อืม้  ไมม้ปัีญหำนะ
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第９課（３） บทที่ 9 (3)
実習生のリンさんは作業が終わりました。指導員の鈴木さんに声をかけられまし
た。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำนท ำงำนเสรจ็ จงึไปทกัคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第９課（３） บทที่ 9 (3)

鈴木：リンさん、これでおしまいだから、

作業台と床を洗剤で掃除しておいて。

リン：はい。でも、棚には洗剤がいろいろあります。

どれを使ったらいいですか。

鈴木：作業台も床も、緑の容器の洗剤を使ってください。

リン：緑……。これですか。

鈴木：うん、それ。

リン：わかりました。掃除を始めます。

S: คณุลนิ สิน้สดุงำนเพยีงเท่ำนี ้ชว่ยท ำควำมสะอำดแท่นปฏบิตังิำนและ
พืน้ดว้ยน ำ้ยำท ำควำมสะอำด

L: ค่ะ แต่ว่ำทีช่ ัน้วำงมนี ำ้ยำท ำควำมสะอำดอยู่หลำยตวั

ควรใชต้วัไหน

S: ทัง้แท่นปฏบิตังิำนและพืน้ใชน้ ำ้ยำท ำควำมสะอำดในภำชนะสเีขยีว

L: เขยีว...แบบนีใ้ชไ้ดม้ัย้คะ

S: อืม้ น่ันแหละ

L: รบัทรำบค่ะ จะเร ิม่ท ำควำมสะอำดค่ะ
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第１０課
บทที่ 10

整理整頓

สะสางจดัสะดวก

食品製造 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved. 1

せいり せいとん



第１０課（１） บทที่ 10 (1)
実習生のリンさんは野菜を切る作業を終えました。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานท างานตดัผดัเสรจ็
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第１０課（１） บทที่ 10 (1)

リン：鈴木さん、作業は終わりました。

鈴木：ありがとう。じゃ、まな板と包丁を洗って。

リン：はい。あのう、まな板は洗ったあと、

どこに戻したらいいですか。

鈴木：消毒するから、あの保管庫に立てて、入れといて。

リン：あの保管庫ですね。わかりました。

L: คณุซซูกูคิะ  ท างานเสรจ็แลว้ค่ะ

S: ขอบคณุ งัน้ ลา้งเขยีงและมดี

L: ค่ะ เอ่อ หลงัจากทีล่า้งเขยีงแลว้ควรเอากลบัคนืไปไวท้ีไ่หน

S: จะเอาไปฆ่าเชือ้ น าไปวางตัง้ไวใ้นตูเ้ซฟตวัน้ันนะ

L: ตูเ้ซฟตวัน้ันนะคะ รบัทราบค่ะ
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すずき さぎょう お
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第１０課（２） บทที่ 10 (2)
実習生のリンさんは、ざるを洗い終わり、片づけようとしています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานลา้งกระชอนสานเสรจ็แลว้ก าลงัจะน าไปเก็บ
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第１０課（２） บทที่ 10 (2)

リン：すみません。このざるはどこに片づけたらいいですか。

鈴木：それは流しの横の棚に片づけといて。

リン：はい、わかりました。

鈴木：リンさん、流しの下じゃないよ。流しの横の棚だよ。

リン：えっ、横。あ、ここですね。

鈴木：うん、流しの下は掃除の道具を置くところだよ。

一緒に置かないでね。

リン：はい、気をつけます。

L: ขอโทษค่ะ กระชอนสานนีเ้ก็บทีไ่หนดคีะ

S: อนัน้ันน าไปเก็บไวใ้นช ัน้วางขา้งอ่างลา้งภาชนะนะ

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ

S: คณุลนิ ไม่ใชข่า้งลา่งอ่างลา้งภาชนะ ช ัน้วางขา้งอ่างลา้งภาชนะนะ

L: เอะ๊ ขา้ง อ๋อ ทีน่ี่นะคะ

S: อือ้ ขา้งลา่งอ่างลา้งภาชนะเป็นทีว่างอปุกรณท์ าความสะอาดน่ะ

อย่าวางไวด้ว้ยกนันะ

L: ค่ะ จะระวงัค่ะ
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第１０課（３） บทที่ 10 (3)
実習生のリンさんは、指導員の鈴木さんと道具を準備しています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัเตรยีมอปุกรณก์บัคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第１０課（３） บทที่ 10 (3)

鈴木：リンさん、調理を始めるから、バットを準備して。

リン：はい。

鈴木：大を2つと、小を4つ、並べといて。

リン：はい、大きいのを2つと、小さいのを4つですね。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

リン：鈴木さん、バットを並べました。

確認していただけますか。

鈴木：うん。あ、使う順番に並べてくれたんだ。ありがとう。

S: คณุลนิ จะเร ิม่ปรงุอาหารแลว้ เตรยีมถาดสแตนเลสหน่อยสิ

L: ค่ะ

S: วางเรยีงขนาดใหญ่ 2 ชิน้และขนาดเล็ก 4 ชิน้

L: ค่ะ ใหญ่ 2 และ เล็ก 4 นะคะ

L: คณุซซูกู ิเรยีงถาดสแตนเลสแลว้ค่ะ

ชว่ยตรวจสอบดว้ยค่ะ

S: อืม้  อะ๊ จดัเรยีงตามล าดบัทีจ่ะใชใ้หด้ว้ย ขอบคณุนะ
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第１１課
บทที่ 11

道具・材料

อปุกรณ ์/ วตัถดุบิ
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どうぐ ざいりょう



第１１課（１） บทที่ 11 (1)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんと調理器具の棚を見ています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัดชู ัน้วางอปุกรณป์รงุอาหารกบัคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第１１課（１） บทที่ 11 (1)

鈴木：調理器具はここにしまってあります。名前、わかる？

リン：はい、まな板、包丁、ボウル、ざる……。

鈴木：よく知ってるね。

リン：いろいろな色がありますね。赤、青、緑……。

鈴木：材料によって、調理器具を使い分けるんですよ。

リン：そうですか。

たとえば、赤い包丁は何を切るとき、使いますか。

鈴木：肉を切るとき、使います。青は魚、緑は野菜……。

リン：わかりました。使うまえに、よく確認します。

S: อปุกรณป์รงุอาหารถกูจดัเก็บไวต้รงนี้ รูช้ ือ่เรยีกไหม ?

L: คะ่  เขยีง  มดีปังตอ  ชาม  กระชอน…

S: รูด้มีาก

L: มสีหีลากหลายนะคะ แดง  น า้เงนิ  เขยีว..

S: ใชอ้ปุกรณป์รงุอาหารแยกตามวตัถดุบิน่ะ

L: เหรอคะ

เชน่ มดีสแีดงใชห้ั่นอะไร รูไ้หม

S: ใชห้ั่นเนือ้ น า้เงนิคอืปลา เขยีวคอืผกั..

L: รบัทราบคะ่ จะตรวจสอบกอ่นใช ้
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第１１課（２） บทที่ 11 (2)
実習生のリンさんは、魚の内臓を除去する作業が終わり、道具を洗おうとしていま
す。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานท างานก าจดัเคร ือ่งในของปลาออกเสรจ็แลว้ก าลงัจะลา้งอปุกรณ์
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第１１課（２） บทที่ 11 (2)

リン：鈴木さん、魚の内臓を取りました。まな板を洗いたいんですが……

鈴木：じゃ、まず、まな板の汚れを取って。

リン：はい。……取りました。

鈴木：洗剤で洗ったら、流水でよくすすいでください。

それからペーパータオルで拭いて、あそこに干してください。

リン：洗って、すすいで……。すみません、ちょっとわかりません。

鈴木：ペーパータオルで拭きます。それから干します。

リン：ペーパータオルで拭いてから、干します。

鈴木：うん、そうそう。

L: คณุซซูกูคิะ เอาเคร ือ่งในปลาออกเสรจ็แลว้คะ่ อยากจะลา้งเขยีงน่ะคะ่..

S: งัน้  กอ่นอืน่  เอาคราบเปรอะบนเขยีงออกกอ่น

L: คะ่  เอาออกแลว้คะ่

S: เมือ่ลา้งดว้ยน า้ยาท าความสะอาดแลว้ ใชน้ า้ทีไ่หลช าระลา้งออกใหส้ะอาด

เสรจ็แลว้ใชก้ระดาษเอนกประสงคเ์ชด็แลว้เอาไปตากตรงน้ัน

L: ลา้ง  ช าระลา้งดว้ยน า้ ขอโทษคะ่  ไม่คอ่ยเขา้ใจคะ่

S: ใชก้ระดาษเอนกประสงคเ์ชด็ เสรจ็แลว้น าไปตาก

L: ใชก้ระดาษเอนกประสงคเ์ชด็กอ่นแลว้คอ่ยตาก

S: อืม้  ใช ่ใช่
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第１１課（３） บทที่ 11 (3)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんと作業場で玉ねぎの下処理を行っていま
す。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัเตรยีมความพรอ้มของหวัหอมกอ่นน าไปปรงุกบัคณุซซูกูทิีเ่ป็นผู ้
ฝึกสอน
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第１１課（３） บทที่ 11 (3)

リン：鈴木さん、もうすぐ玉ねぎがなくなります。

鈴木：じゃ、冷蔵庫から取って来て。

リン：はい、取って来ます。いくつですか。

鈴木：そうだな……。5個、お願い。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

リン：持って来ました。でも、4個しかありませんでした。

鈴木：あ、そう。じゃ、田中部長に

玉ねぎがなくなったと連絡してください。

リン：はい、田中部長に連絡します。

L: คณุซซูกู ิหวัหอมใกลจ้ะหมดแลว้

S: งัน้  ไปหยบิมาจากตูแ้ชเ่ย็นหน่อยสิ

L: ค่ะ  ไปหยบิมานะคะ กีล่กูดคีะ

S: น่ันสนิะ... 5 ลกู รบกวนดว้ยนะ

L: ไปเอามาแลว้ค่ะ แต่มแีค่ 4 ลกูเองค่ะ

S: อ่าว เหรอ

งัน้  ไปแจง้ใหผู้จ้ดัการทานากะทราบว่าหวัหอมหมดแลว้ดว้ยครบั

L: ค่ะ  จะไปแจง้ผูจ้ดัการทานากะค่ะ
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すずき たま

たま れんらく

も き こ

と き

すずき こ ねが

すずき れいぞうこ と き

たなか ぶちょう れんらく

すずき たなか ぶちょう



第１２課
บทที่ 12

機械操作

ควบคมุเคร ือ่งจกัร
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きかいそうさ



第１２課（１） บทที่ 12 (1)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんから金属探知機についての説明を受けて
います。

คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนก ำลงัอธบิำยเกีย่วกบัเคร ือ่งตรวจจบัโลหะใหค้ณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำน
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第１２課（１） บทที่ 12 (1)

鈴木：この機械は金属探知機。

金属の異物を見つけることができます。

リン：もし異物を見つけたら、どうしますか。

鈴木：すぐ私を呼んでください。

商品は捨てないで、回収してください。

リン：商品は捨てますね。

鈴木：ううん、違うよ。捨てないよ。私が確認するから。

リン：あ、捨てませんね。わかりました。

S: เคร ือ่งตรวจจบัโลหะนี้

สำมำรถตรวจจบัสิง่แปลกปลอมได ้

L: ถำ้พบสิง่แปลกปลอมแลว้จะท ำอย่ำงไรคะ

S: รบีเรยีกฉันทนัที

อย่ำทิง้สนิคำ้ ขอใหเ้ก็บรวบรวมมำ

L: สนิคำ้ใหน้ ำไปทิง้นะตะ

S: ไม่ ไม่ใชน่ะ ไม่ทิง้นะ ฉันจะตรวจสอบ

L: ออ้  ไม่ทิง้นะคะ รบัทรำบค่ะ
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すずき きかい きんぞくたんちき

すずき ちが す わたし かくにん
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第１２課（２） บทที่ 12 (2)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんからスライサーの使い方についての説明
を受けています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำนฟังกำรอธบิำยเกีย่วกบัวธิใีชเ้คร ือ่งหัน่จำกคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第１２課（２） บทที่ 12 (2)

鈴木：これはパンを切るスライサーです。白いボタンと緑のボタンを

同時に押してください。これは両手を使うから、安全なんだよ。

リン：じゃ、やってみます。……あれ？……鈴木さん、すみません。

鈴木：何？

リン：うまく動かないので、ちょっと見ていただけませんか。

鈴木：やってみて。

リン：白いボタンを押して、緑のボタンを押して……。

鈴木：そうじゃないよ。白と緑を同時に……。いっしょに押すんだよ。

リン：ああ、いっしょに。あ！できました。

S: น่ีเป็นเคร ือ่งหั่นขนมปัง ลองกดปุ่ มสขีำวและสเีขยีวพรอ้มกนัดูสิ

น่ีใชส้องมอืก็เลยปลอดภยั

L: งัน้ จะลองดคูะ่ ...อำ่ว ?...คณุซซูกู ิขอโทษนะคะ

S: อะไร ?

L: มนัไม่ขยบั รบกวนชว่ยดใูหห้น่อยไดไ้หมคะ

S: ลองท ำดสูิ

L: กดปุ่ มสขีำว กดปุ่ มสเีขยีว...

S: ไม่ใชแ่บบน้ัน ขำวและเขยีวพรอ้มกนั... กดพรอ้มกนั

L: อ๋อ พรอ้มกนั อะ๊ ! ท ำไดล้ะ
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すずき き しろ みどり

うご み

すずき
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第１２課（３） บทที่ 12 (3)
実習生のリンさんは、作業場でミキサーを使っています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงำนก ำลงัใชเ้คร ือ่งผสมทีส่ถำนทีป่ฏบิตังิำน
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第１２課（３） บทที่ 12 (3)

リン：うーん、動かない。

鈴木：それじゃだめだよ。覆いを閉じないと、動かないよ。

リン：覆い？これですか。

鈴木：うん、それそれ。手順を忘れないで。

ミキサーに手を入れると、指を切断するかもしれないよ。

リン：危ないですね。すみません。

鈴木：じゃ、手順をもう一度言ってごらん。

リン：はい。覆いを閉じてから、スイッチを入れて、混ぜます。

鈴木：うん、そうだね。

L: อมื..ไม่ขยบัเลย

S: ถำ้แบบน้ันก็ไม่ไดส้ิ ถำ้ไม่ปิดตวับงัจะไม่ขยบันะ

L: ตวับงั ? น่ีเหรอคะ

S: อืม้ น่ันแหละน่ันแหละ อยำ่ลมืขัน้ตอนนะ

ถำ้เอำมอืใสเ่ขำ้ไปในเคร ือ่งผสมอำจจะท ำใหนิ้ว้ถกูตดัขำดนะ

L: อนัตรำยนะคะ ขอโทษคะ่

S: งัน้ ลองบอกขัน้ตอนอกีรอบดสูิ

L: คะ่ ปิดตวับงักอ่นแลว้คอ่ยกดสวทิช ์จงึจะผสม

S: อืม้ ใชแ่ลว้
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うご

あぶ
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て い ゆび せつだん
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第１３課
บทที่ 13

製造作業(1)

งานการผลติ (1)
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せいぞうさぎょう



第１３課（１） บทที่ 13 (1)
実習生のリンさんは、指導員の鈴木さんと魚の下処理のまえの解凍について話し
ています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัคยุกบัคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนเกีย่วกบัการละลายน ้าแข็งของปลา
กอ่นน ามาเตรยีมความพรอ้มกอ่นปรงุ
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第１３課（１） บทที่ 13 (1)

鈴木：リンさんはサバの解凍をやったことがある？

リン：いいえ、ありません。

鈴木：じゃ、説明するね。まず冷凍庫からサバを取り出して。

それから解凍機に入れて、しばらくそのまま。

リン：あのう、何分ぐらいそのままにしますか。

鈴木：1時間ぐらい。でも、時間だけじゃなくて、

温度もよく見てね。水温は10度以下だよ。

リン：水温は10度以下ですね。わかりました。

S: คณุลนิเคยละลายน า้แข็งปลาซาบะไหม ?

L: ไม่ค่ะ / ครบั  ไม่มคี่ะ / ครบั

S: งัน้จะอธบิายใหฟั้งนะ กอ่นอืน่ น าเอาปลาซาบะออกจากตูแ้ชแ่ข็ง

เสรจ็แลว้น าไปใสไ่วใ้นเครือ่งละลายของแชแ่ข็ง ปลอ่ยทิง้ไวซ้กัพกั

L: เอ่อ  ปลอ่ยทิง้ไวป้ระมาณกีน่าทคีะ

S: ประมาณ 1 ช ัว่โมง แต่ไม่เพยีงแค่เวลาเท่าน้ัน ตอ้งดอูณุหภมูใิหด้ดีว้ยนะ

อณุหภมูนิ า้ต ่ากว่า 10 องศานะ

L: อณุหภมูนิ า้ต ่ากว่า 10 องศานะคะ รบัทราบค่ะ
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すずき かいとう

おんど み すいおん ど いか

すずき じかん じかん

なんぷん

すずき せつめい れいぞうこ と だ
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第１３課（２） บทที่ 13 (2)
実習生のリンさんは作業場でじゃがいもの下処理をしています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัท าการเตรยีมความพรอ้มของมนัฝร ัง่กอ่นน าไปปรงุทีส่ถานที่

ปฏบิตังิาน
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第１３課（２） บทที่ 13 (2)

鈴木：じゃがいもの皮は剥いた？

リン：はい、剥きました。

鈴木：じゃ、切って、水に浸してください。

ここに完成品の写真があるから、これも見てね。

リン：わかりました。写真を見て、切ります。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

リン：あのう、鈴木さん。切りましたが、写真とちょっと違います。

何かいい方法がありますか。

鈴木：形が全部同じだね。ちょっと見て。半分に切って、こうして……。

リン：ああ、そうするんですね。わかりました。ありがとうございます。

S: ปอกเปลอืกมนัฝร ัง่รยึงั ?

L: คะ่ ปอกแลว้คะ่

S: งัน้ หั่นแลว้น าไปแชน่ า้นะ

ตรงนีม้รีปูถา่ยของชิน้งานทีท่ าเสรจ็แลว้ ดน่ีูดว้ยนะ

L: รบัทราบคะ่ ดรูปูถา่ยแลว้หั่น

L: เออ่  คณุซซูกูิ หั่นแลว้แตม่นัตา่งกบัในรปูนิดหน่อย

มวีธิทีีด่ไีหมคะ

L: รปูทรงเหมอืนกนัทุกชิน้นะ ลองดน่ีูนะ หั่นคร ึง่นึง แบบนี.้..

S: อ๋อ  ท าแบบนีน่ี้เอง เขา้ใจแลว้คะ่ ขอบคณุคะ่
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第１３課（３） บทที่ 13 (3)
実習生のリンさんはキャベツを洗浄しています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัลา้งกะหล ่าปลี
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第１３課（３） บทที่ 13 (3)

リン：鈴木さん、すみません。

鈴木：はーい。

リン：洗剤で洗ったあと、3回すすぎましたが、

これでいいですか。

鈴木：洗剤の泡もないし、土もないし、これでいいよ。

リン：このあと、どうしますか。

鈴木：ざるに揚げて、水気を切って。

リン：わかりました。

L: คณุซซูกู ิขอโทษนะคะ

S: ครา้บ

L: หลงัจากทีใ่ชน้ า้ยาท าความสะอาด ลา้งดว้ยน า้ 3 คร ัง้แลว้แบบนีใ้ชไ้ดม้ัย้คะ

S: ไม่มฟีองจากน า้ยาท าความสะอาดดว้ย ไม่มดีนิตดิอยู่ดว้ย แบบนีใ้ชไ้ดค้รบั

L: หลงัจากนี ้จะท าอะไรต่อคะ

S: ใสก่ระชอนแลว้สะเด็ดน า้ออก

L: เขา้ใจแลว้ค่ะ
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すずき

せんざい あら かい

すずき せんざい あわ つち

すずき

すずき あ みずけ き



第１４課
บทที่ 14

製造作業(2)

งานการผลติ (2)
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せいぞうさぎょう



第１４課（１） บทที่ 14 (1)
実習生のリンさんは、魚の下処理が終わり、次の作業について指導員の鈴木さん
から説明を受けています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานท าการเตรยีมความพรอ้มของปลากอ่นน าไปปรงุเสรจ็ แลว้รบัค าสัง่งาน
ตอ่ไปจากคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第１４課（１） บทที่ 14 (1)

鈴木：今から下処理した魚を調味液に漬けます。

リン：はい。

鈴木：まず調味液を作りましょう。食塩と水を量ってください。

リン：食塩と水……。はい、量りました。

鈴木：次にそれをバットに入れて、かき混ぜてください。

リン：かき混ぜます。

このぐらい混ぜればいいですか。

鈴木：うん、いいよ。じゃ、魚を調味液に漬け込んで。

リン：はい。

S: จากนีไ้ปน าปลาทีเ่ตรยีมพรอ้มแลว้น าไปแชใ่นสารปรงุรส

L: คะ่

S: กอ่นอืน่มาท าสารปรงุรสกนั ช ัง่ปรมิาณเกลอืและน า้

L: เกลอืและน า้.. คะ่ ช ัง่แลว้คะ่

S: ตอ่ไปน าอนัน้ันไปใสใ่นถาดสแตนเลสแลว้คนใหเ้ขา้กนั

L: คนใหเ้ขา้กนั

ผสมกนัประมาณนีใ้ชไ้ดไ้หมคะ

S: อืม้  ดนีะ ง ัน้ น าเอามาแชใ่นสารปรงุรส

L: คะ่
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第１４課（２） บทที่ 14 (2)
実習生のリンさんは、オーブンでベーコンを焼いています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัย่างเบคอนดว้ยเตาอบ
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第１４課（２） บทที่ 14 (2)

リン：鈴木さん、ちょっとこのベーコンを見ていただけますか。

鈴木：ん？どれ？

リン：表面を焼きすぎてしまいました。

鈴木：ああ、焦げちゃったね。これは廃棄だね。

リン：加熱温度と時間は作業手順書のとおりです。

温度か時間を変えたほうがいいですか。

鈴木：うーん……オーブンに問題があるかもしれないから、作業をストップして。

リン：焼いていないベーコンは冷蔵庫にしまいますか。

鈴木：うん。

L: คณุซซูกู ิรบกวนชว่ยดเูบคอนนีไ้ดไ้หมคะ

S: หมื ? ไหน ?

L: ยา่งผวิมากเกนิไปจนไดค้ะ่

S: อา่..ไหมเ้กรยีมเลย อนันีต้อ้งทิง้นะ

L: อณุหภมูคิวามรอ้นและเวลาเป็นไปตามคูม่อืการท างานนะคะ

ควรเปลีย่นอณุหภมูหิรอืเวลาดไีหมคะ

s: อมื...อาจจะมปัีญหาทีเ่ตาอบดงัน้ันหยดุท างานกอ่น

L: เบคอนทีย่งัไม่ไดย้า่งน าไปเก็บในตูแ้ชเ่ย็นกอ่นไหมคะ

S: อืม้
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すずき み

かねつ おんど じかん さぎょう てじゅんしょ

すずき

ひょうめん や

すずき こ はいき
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すずき もんだい さぎょう

や れいぞうこ

すずき



第１４課（３） บทที่ 14 (3)
実習生のリンさんは、加工が終わった食材を番重に入れました。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานน าวตัถดุบิอาหารทีแ่ปรรปูเสรจ็แลว้ใสใ่นถาดคอนเทนเนอร ์
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第１４課（３） บทที่ 14 (3)

鈴木：番重に全部入れた？

リン：はい、終わりました。

鈴木：じゃあ、○×△まで運んで。

リン：すみません。よく聞こえません。

鈴木：冷……まで運んで。

リン：冷蔵庫ですか、冷凍庫ですか。

鈴木：冷凍庫！

リン：冷凍庫ですね。わかりました。

S: ใสท่ัง้หมดลงในถาดคอนเทนเนอรแ์ลว้ยงั ?

L: ค่ะ เสรจ็แลว้ค่ะ

S: งัน้ ล าเลยีงไปที ่○×△

L: ขอโทษค่ะ ไม่ค่อยไดย้นิค่ะ

S: ล าเลยีงไปที.่..冷

L: ตูเ้ย็นหรอืคะ ตูแ้ชแ่ข็งหรอืคะ

S: ตูแ้ชแ่ข็ง!

L: ตูแ้ชแ่ข็งนะคะ รบัทราบค่ะ
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すずき ばんじゅう ぜんぶ い

れいぞうこ れいとうこ

き

すずき はこ

すずき れい はこ

お

すずき れいとうこ

れいとうこ



第１５課
บทที่ 15

計測・計量

วดัปรมิาณ / ช ัง่ปรมิาณ
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けいそく けいりょう



第１５課（１） บทที่ 15 (1)
実習生のリンさんは、焼いたサバをオーブンから出すかどうか、指導員の鈴木さ
んに聞いています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัถามคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนวา่จะเอาปลาซาบะทีย่่างแลว้ออกจาก
เตารไึม่
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第１５課（１） บทที่ 15 (1)

リン：サバを5分焼きました。もうオーブンから出してもいいですか。

鈴木：温度を計りましょう。

リン：どうやって計りますか。

鈴木：このセンサーを2センチぐらいサバに入れて、

温度が安定するまで待ってください。

リン：はい。……安定しました。40度です。

鈴木：じゃ、あと3分焼いて。

リン：3分ですね。わかりました。

L: ย่างปลาซาบะ 5 นาทแีลว้ค่ะ เอาออกจากเตาไดร้ยึงัคะ

S: มาวดัอณุหภมูกินั

L: วดัยงัไงคะ

S: เอาเซน็เซอรนี์ใ้สเ่ขา้ไปในปลาซาบะประมาณ 2 เซน็ตเิมตรแลว้รอ
จนกว่าอณุหภมูจิะเสถยีร

L: ค่ะ ...เสถยีรแลว้ 40 องศาค่ะ

S: งัน้ ย่างต่ออกี 3 นาที

L: 3 นาทนีะคะ รบัทราบค่ะ
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ふん や だ

おんど あんてい ま

すずき い

はか

すずき おんど はか

あんてい ど

すずき ぷん や

ぷん



第１５課（２） บทที่ 15 (2)
実習生のリンさんは指導員の鈴木さんと作業場にいます。リンさんは工場内の温
度が高いと感じています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานอยู่กบัคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนทีส่ถานทีป่ฏบิตังิาน คณุลนิรูส้กึวา่
อณุหภมูภิายในโรงงานสงู
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第１５課（２） บทที่ 15 (2)

リン：ちょっと暑いですね。

鈴木：そうだな。

リン：温度計を見て来ます。

鈴木：お願い。

リン：温度が上がって、24度になりました。

鈴木：エアコンの調子が悪いかもしれないな。

エアコンを確認して来るよ。

リン：はい、お願いします。

L: รอ้นนิดนึงนะคะ

S: น่ันสนิะ

L: เดีย๋วไปดเูทอรโ์มมเิตอรน์ะคะ

S: รบกวนดว้ย

L: อณุหภมูสิงูขึน้เป็น 24 องศา

S: เคร ือ่งปรบัอากาศอาจจะอาการไม่ค่อยดมีัง้

เดีย๋วไปตรวจสอบดทูีเ่คร ือ่งปรบัอากาศนะ

L: ค่ะ  รบกวนดว้ยค่ะ

食品製造 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved. 5

あつ

おんど あ ど

すずき ねが

おんどけい み き

すずき

すずき ちょうし わる

かくにん く

ねが



第１５課（３） บทที่ 15 (3)
実習生のリンさんは、漬物の調味液が足りなくなったので、指導員の鈴木さんに
報告しました。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานรายงานคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนเน่ืองจากสารปรงุรสของผกัดองเร ิม่ไม่
เพยีงพอ
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第１５課（３） บทที่ 15 (3)

リン：鈴木さん、漬物の調味液が足りません。

作業指示書に書いてありますか。

鈴木：いや、足りないときの分量は書いてないから、教えるね。

リン：はい、お願いします。

鈴木：水1Lとしょうゆ500mlと砂糖500gを混ぜて。

リン：水1Lとしょうゆ500mlと砂糖500gですね。わかりました。

L: คณุซซูกู ิสารปรงุรสของผกัดองไม่เพยีงพอ

มเีขยีนในใบค าสัง่งานรเึปลา่คะ

S: ไม่นะ ไม่ไดม้เีขยีนปรมิาณหากไม่พอ เดีย๋วสอนใหน้ะ

L: ค่ะ รบกวนดว้ยค่ะ

S: ผสม น า้ 1L และโชย ุ500ml และน า้ตาล 500g

L: น า้ 1L และโชย ุ500ml และน า้ตาล 500g นะคะ รบัทราบค่ะ
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すずき つけもの ちょうみえき た

すずき みず さとう ま

すずき た ぶんりょう か おし

ねが

さぎょう しじしょ か

みず さとう



第１６課
บทที่ 16

進捗・納期

ความคบืหนา้ / ก าหนดสง่งาน
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第１６課（１） บทที่ 16 (1)
実習生のリンさんは肉のカットの作業が終わったので、指導員の鈴木さんに次の
仕事の指示をもらいます。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานท างานหัน่เนือ้เสรจ็จงึไดข้อค าสัง่งานตอ่ไปจากคณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第１６課（１） บทที่ 16 (1)

リン：肉のカットは全部終わりました。次に何をしますか。

鈴木：じゃ、あっちに行って、にんじんの皮むきを手伝って。

リン：はい、わかりました。何時までに仕上げますか。

鈴木：これは急ぎだから、今日の5時までに仕上げて。

リン：5時までに仕上げますね。今からやります。

鈴木：もう一度手を洗って、手袋を替えてね！

L: หั่นเนือ้ทัง้หมดเสรจ็แลว้ค่ะ ต่อไปท าอะไรคะ

S: งัน้ ไปตรงน้ันแลว้ชว่ยปอกเปลอืกแครอทหน่อย

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ ตอ้งท าใหเ้สรจ็ภายในกีโ่มงคะ

S: อนันี้รบีดงัน้ันท าใหเ้สรจ็ภายใน 5 นาฬกิา

L: ท าใหเ้สรจ็ภายใน 5 นาฬกิานะคะ เดีย๋วท าเลยค่ะ

S: ลา้งมอือกีรอบแลว้เปลีย่นถงุมอืดว้ยนะ !
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にく ぜんぶ お つぎ なに

じ しあ いま

すずき いそ きょう じ しあ

すずき い かわ てつだ

なんじ しあ

すずき いちど て あら てぶくろ か



第１６課（２） บทที่ 16 (2)
実習生のリンさんは弁当作りの作業をしています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัท างานผลติขา้วกลอ่ง
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第１６課（２） บทที่ 16 (2)

鈴木：弁当はいくつできた？

リン：200できました。

鈴木：あと何分で全部できる？

リン：残りが40ですから、あと10分ぐらいで終わります。

鈴木：ああ、そう。終わったら、30ずつ番重に入れておいてね。

リン：30ずつですね。わかりました。

S: ท าขา้วกลอ่งไดก้ีก่ลอ่ง ?

L: ได ้200 ค่ะ

S: อกีกีน่าทที าไดท้ัง้หมด ?

L: เหลอือกี 40 อกีประมาณ 10 นาทีเ่สรจ็ค่ะ

S: งัน้เหรอ ท าเสรจ็แลว้เอาไปวางในถาดคอนเทนเนอรท์ลีะ 30 กลอ่งนะ

L: ทลีะ 30 นะคะ รบัทราบค่ะ
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すずき べんとう

のこ ぷん お

すずき なんぷん ぜんぶ

すずき お ばんじゅう い



第１６課（３） บทที่ 16 (3)
指導員の鈴木さんは実習生のリンさんにコロッケを容器に詰める作業を指示しま
した。

คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนออกค าสัง่งานใสค่รอ็กเกล้งในภาชนะใหก้บัคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงาน 
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第１６課（３） บทที่ 16 (3)

鈴木：リンさん、コロッケを容器に詰めてください。

リン：はい、わかりました。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

鈴木：リンさん、もう終わった？

リン：いいえ、まだです。予定より遅れています。

鈴木：急いで。

リン：コロッケの作業は初めてです。どうやって早く詰めますか。

鈴木：こうやって詰めて。

リン：はい、わかりました。

S: คณุลนิ น าครอ็กเกใ้สล่งในภาชนะดว้ยครบั

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ

S: คณุลนิ ท าเสรจ็รยึงั ?

L: ไม่ค่ะ ยงัค่ะ ชา้กว่าก าหนดการนะ

S: รบีหน่อย

L: เร ิม่ท างานครอ็กเกเ้ป็นคร ัง้แรกค่ะ ท าอย่างไรถงึจะใสไ่ดเ้รว็

S: ใสแ่บบนีน้ะ

L: ค่ะ เขา้ใจแลว้ค่ะ
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すずき ようき つ

さぎょう はじ はや つ

よてい おく

すずき お
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すずき つ



第１７課
บทที่ 17

品質管理

ควบคมุคณุภาพ
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ひんしつかんり



第１７課（１） บทที่ 17 (1)
実習生のリンさんは、指導員の鈴木さんに冷凍庫から豚肉を持ってくるように言
われました。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงาน  คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第１７課（１） บทที่ 17 (1)

鈴木：冷凍庫から豚肉を持って来て。

リン：冷凍庫の中に豚肉が2つあります。どちらを使いますか。

鈴木：使用期限が短いほうを使って。

リン：こっちは11日までで、もう1つは30日までですから、

11日までのほうが短いですね。

鈴木：そうだね。そっちを持って来て。

リン：わかりました。

S: ไปหยบิเนือ้หมูมาจากตูแ้ชแ่ข็งหน่อย

L: มเีนือ้หมูอยู่ 2 ชิน้ในตูแ้ชแ่ข็ง ใชช้ ิน้ไหนคะ

S: ใชช้ ิน้ทีว่นัหมดอายใุกลห้มดกอ่น

L: ชิน้นีถ้งึวนัที ่11 สว่นอกีชิน้ถงึวนัที ่30 วนัที ่11 สัน้กว่านะคะ

S: น่ันสนิะ หยบิชิน้น้ันมาหน่อย

L: รบัทราบค่ะ
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すずき れいとうこ ぶたにく も き

れいとうこ なか ぶたにく つか

すずき しよう きげん みじか つか

にち にち
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第１７課（２） บทที่ 17 (2)
実習生のリンさんは、豚肉の保管場所を間違えて、鈴木さんに注意を受けました。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงาน  คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอน
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第１７課（２） บทที่ 17 (2)

鈴木：この冷蔵庫に豚肉を保管したのはリンさんですか。

リン：はい、そうです。

鈴木：これは魚の冷蔵庫だよ。豚肉を保管しちゃだめだよ。

リン：どうもすみません。どこに保管すればいいですか。

鈴木：あっちの肉の冷蔵庫に保管して。ここは消毒してね。

リン：はい、わかりました。これから気をつけます。

S: คณุลนิเป็นคนเก็บเนือ้หมูในตูแ้ชเ่ย็นนีห้รอืเปลา่

L: ค่ะ ใชค่่ะ

S: น่ีมนัตูแ้ชเ่ย็นส าหรบัปลานะ เก็บเนือ้หมูไม่ไดน้ะ

L: ขอโทษค่ะ เก็บไวท้ีไ่หนดคีะ

S: เก็บไวท้ีตู่แ้ชเ่ย็นตูน้ั้นนะ ฆ่าเช ือ้ตรงนีด้ว้ยนะ

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ จากนีไ้ปจะระวงัค่ะ
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第１７課（３） บทที่ 17 (3)
実習生のリンさんは、弁当に貼るシールを印刷しています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงาน 
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第１７課（３） บทที่ 17 (3)

リン：鈴木さん、弁当に貼るシールなんですが、

賞味期限の日付を間違えてしまいました。

鈴木：ええっ！もう弁当に貼ったの？

リン：いいえ、まだです。どうしたらいいですか。

鈴木：このシールを捨てて、作り直して。

リン：はい、わかりました。

鈴木：今度は日付をよく確認してね。

リン：どうもすみません。

L: คณุซซูกูคิะ สติก๊เกอรท์ีต่ดิบนขา้วกลอ่ง ใสว่นัทีค่วรบรโิภคกอ่นผดิค่ะ

S: หา ! ตดิบนขา้วกลอ่งไปแลว้เหรอ ?

L: ไม่ค่ะ  ยงัค่ะ ท าอย่างไรดคีะ

S: ทิง้สติก๊เกอรนี์แ้ลว้ท าอนัใหม่นะ

L: ค่ะ เขา้ใจแลว้ค่ะ

S: จากนีไ้ปตรวจสอบวนัทีใ่หด้นีะ

L: ขอโทษค่ะ
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すずき べんとう は
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第１８課
บทที่ 18

梱包

การหอ่บรรจภุณัฑ ์
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こんぽう



第１８課（１） บทที่ 18 (1)
実習生のリンさんは、イカの加工品を梱包しています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานก าลงัห่อบรรจผุลติภณัฑป์ลาหมกึแปรรปู
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第１８課（１） บทที่ 18 (1)

リン：イカはもう検査が終わりました。箱に入れますか。

鈴木：うん、入れて。

リン：箱に何個ずつ入れますか。

鈴木：20ずつ。

リン：20ずつですね。入れたら、テープで留めてもいいですか。

鈴木：このシートをイカの上に載せて。それからテープで留めて。

リン：はい、シートを載せますね。

L: ตรวจสอบปลาหมกึเสรจ็แลว้ค่ะ ใสก่ลอ่งเลยไหมคะ

S: อืม้ ใสเ่ลย

L: ใสก่ลอ่งละกีช่ ิน้ดคีะ

S: กลอ่งละ 20

L: กลอ่งละ 20 นะคะ เมือ่ใสแ่ลว้ ตดิเทปดว้ยไดไ้หมคะ

S: น าแผ่นคลมุนีว้างไวบ้นปลาหมกึ แลว้ค่อยตดิเทป

L: ค่ะ วางแผ่นคลมุไวข้า้งบนนะคะ
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第１８課（２） บทที่ 18 (2)
実習生のリンさんは梱包した箱を運ぼうとしています。

คณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงาน  ก าลงัจะล าเลยีงกลอ่งทีบ่รรจภุณัฑเ์รยีบรอ้ยแลว้
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第１８課（２） บทที่ 18 (2)

リン：イカの梱包が終わりました。どこに保管しますか。

鈴木：冷蔵の倉庫に入れておいて。

サバの横が空いているから、そこに置いて。

リン：冷蔵の倉庫の……どこですか。

鈴木：サバの横。

リン：サバの横ですね。

鈴木：うん、そう。

リン：台車を使ってもいいですか。この台車は運びやすいですから。

鈴木：いいよ。気をつけて運んで。

L: ห่อบรรจปุลาหมกึเสรจ็แลว้คะ่ เก็บรกัษาทีไ่หนคะ

S: ใสไ่วใ้นโกดงัของตูแ้ชเ่ย็น

ขา้งปลาซาบะยงัวา่งอยู ่วางไวต้รงน้ันนะ

L: โกดงัของตูแ้ชเ่ย็น..ตรงไหนนะคะ

S: ขา้งปลาซาบะ

L: ขา้งปลาซาบะนะคะ

S: อืม้ ใช่

L: ใชร้ถเข็นไดไ้หมคะ รถเข็นนีใ้ชข้นของงา่ยคะ่

S: ไดส้ ิขนระวงัหน่อยนะ
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第１８課（３） บทที่ 18 (3)
指導員の鈴木さんは、実習生のリンさんに箱を運ぶように言いました。

คณุซซูกูทิีเ่ป็นผูฝึ้กสอนบอกคณุลนิทีเ่ป็นผูฝึ้กงานใหล้ าเลยีงกลอ่ง
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第１８課（３） บทที่ 18 (3)

鈴木：この箱を運んで。ちょっと重いよ。

リン：はい、わかりました。

鈴木さんはどうやって重い箱を持ちますか。

先週重い箱を持って、腰が痛くなりました。

鈴木：まず、しゃがんで。それから、箱を持ってゆっくり立って。

リン：こうですか。あ、この持ち方は楽ですね。

鈴木：うん、腰を曲げないほうがいいよ。

リン：わかりました。

S: ล าเลยีงกลอ่งนีห้น่อยสิ หนักหน่อยนะ

L: ค่ะ รบัทราบค่ะ

คณุซซูกูยิกกลอ่งทีห่นักอย่างไรคะ

เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ยกกลอ่งหนักจงึท าใหป้วดสะโพก

S: กอ่นอืน่ กม้ลงกอ่น หลงัจากน้ันถอืกลอ่งแลว้ค่อยๆยนืขึน้

L: แบบนีห้รอืคะ อะ๊ วธิยีกแบบนีส้บายดนีะคะ

S: อืม้ ไม่ควรโคง้งอสะโพกจะดกีว่านะ

L: รบัทราบค่ะ
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