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『まるごと　日本のことばと文化』初級1（A2）＜かつどう＞

ごいインデックス　Indeks Kosakata （五十音順　Urutan abjad Jepang ）

ことば ： 1・2・3 ＝どうしの グループ かんじ ： （　　　）＝この 本では かな書き

ことば かんじ アクセント インドネシアご か

あ／あっ ――― ah 6

ああ ――― ah 4

あいます 【あう1】 会います あいま￢す bertemu 13

あおい あお￢い biru 6

あか あ￢か merah 11

あかい あかい￣、あか￢い merah 6

あかちゃん あ￢かちゃん bayi 17

あき あ￢き musim gugur 3

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Akihabara 5

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

perhiasan 2

あけます 【あける2】 あけま￢す membuka 18

あげます 【あげる2】 あげま￢す mengangkat 15

あげます 【あげる2】 あげま￢す memberi 17

あさ あ￢さ pagi 5

あさごはん あさご￢はん sarapan 16

あし あし￢ kaki 15

あじ あじ￣ rasa 12

あじさい あじさい￣ hydrangea/kembang bokor 3

あした あした￢ besok 4

あそこ あそこ￣ (di) sana 6

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す bermain 17

あたたかい あたたか￢い hangat 3

あたま あたま￢ kepala 15

あたらしい 新しい あたらし￢い baru 13ス

あたり あ￢たり sekitar/di lingkungan sekitar 5

あつい あつ￢い panas 3

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す mengumpulkan 2

あと あ￢と setelah 8

あなた あな￢た kamu 16

あに あ￢に kakak laki-laki 1

あね あね￣ kakak perempuan 1

あの あの￣ __itu 6

あのう ――― maaf 7

あぶない あぶない￣、あぶな￢い bahaya 5

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe/Nona Abe 7

あまい あまい￣、あま￢い manis 12

あまり あまり￣ tidak begitu 15

あみもの あみ￢もの rajutan 2

あめ あ￢め hujan 3

アメリカ アメリカ￣ Amerika 1

アラビアご アラビアご￣ bahasa Arab 9

ありがとう あり￢がとう terima kasih 6

あります 【ある1】 ありま￢す ada 3

あるきます 【あるく1】 あるきま￢す berjalan 16

あれ あれ￣
itu (kata tunjuk untuk menunjuk pada sesuatu
yang jauh dari pembicara dan kawan bicara)

6

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

angket 16

アンチョビ アンチ￢ョビ ikan teri 12

いい い￢い bagus/baik 4

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ tidak 6

いいます 【いう1】 言います いいま￢す berkata 9

いえ いえ￢ rumah 16ス

いかが いか￢が bagaimana (bentuk formal dari どう） 13

Marugoto Bahasa dan Kebudayaan
Jepang Tingkat Dasar 1 (A2) Aktivitas
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ことば かんじ アクセント インドネシアご か

いき い￢き napas 15

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す pergi 5

イギリス イギリス￣ Inggris 10ス

いご い￢ご permainan igo (catur Jepang) 2

いざかや いざかや￣ bar gaya Jepang 5

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa/Bapak Ishikawa 1

いそがしい いそがし￢い sibuk 15ス

いたい いた￢い rasa sakit/sakit 15

いただきます いただきま￢す
menerima (bentuk sopan dari もらいます/
Salam yang diucapkan sebelum makan)

12

イタリア イタリア￣ Italia 1

イタリアご イタリアご￣ bahasa Italia 1

いちど いちど￢ satu kali 9

いちばん いちばん￣ nomor satu/yang paling …. 3

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Ichiroo/Bapak Ichiroo 1

いつ い￢つ kapan 3

いつか い￢つか kapan-kapan 10

いつごろ いつごろ￣ kira-kira kapan 3

いっしょに いっしょに￣ bersama 5

いっぱい い￢っぱい penuh 12

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ kenyang 12

いつまでも い￢つまでも sampai kapan pun/selamanya 18

いねかり いね￢かり panen padi 3

いま い￢ま sekarang 3

います 【いる2】 いま￢す ada 8ス

いままでに いまま￢でに sampai saat ini 9

いみ い￢み arti/makna 9

いもうと いもうと￢ adik perempuan saya 1

いもうとさん いもうとさん￣ adik perempuan orang lain 1

いやあ ――― tida〜k 9ス

いりぐち いりぐち￣ pintu masuk 7

いれます 【いれる2】 いれま￢す memasukkan 10ス

いろ いろ￢ warna 17ス

いろいろ（な） いろいろ￣ macam-macam 5

インド イ￢ンド India 10ス

う ――― Ow! 15ス

ううん／うーん ――― hmmmm 6ス

うえ うえ￣、うえ￢ atas 15ス

うえの 上野 うえの￣ Ueno 5ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん Taman Ueno 5

うおいちば うおい￢ちば pasar ikan 5

ウォーキング ウォ￢ーキング berjalan-jalan 16

うき う￢き musim hujan 3

うぐいす うぐ￢いす Uguisu (jenis burung) 3

うけつけ うけつけ￣ resepsionis 14

うた うた￢ lagu 10

うち うち￣ rumah 1ス

うで うで￢ lengan 15

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す lahir/dilahirkan 17ス

うめぼし うめぼし￣ umeboshi (manisan buah plum) 12

うれしい うれし￢い senang/bahagia 18

え え￢ lukisan/gambar 2

え／えっ ――― Eh?!/Apa?! 5ス

エアロビクス エアロビ￢クス senam aerobik 16

えいが えいが￣、え￢いが film 2

えいご えいご￣ bahasa Inggris 1

ええ ――― ya 4

ええと／えっと／ええっと ――― hmmm… 5ス

えき え￢き stasiun 5

う

え
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ことば かんじ アクセント インドネシアご か

えび えび￣ udang 12

えびせんべい えびせ￢んべい kerupuk udang 12

えんげき えんげき￣ drama/teater 2

おいしい おいしい￣、おいし￢い enak 3

おいわい（いわい） おいわい￣ perayaan/hadiah 17

おおい お￢おい banyak 5

おおきい 大きい おおき￢い besar 6

おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く dalam-dalam/panjang (kata keterangan) 15

オーケー お￢ーけー oke 13ス

おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka 3ス

おかあさん おか￢あさん ibu (sebutan untuk ibu orang lain) 1

おかげさまで おかげさまで￣ Berkat perlindungan/kemurahan (Tuhan). 4

おかし（かし） おか￢し kue-kue manis 2

おかね（かね） お金(金） おかね￣ uang 10ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa/Bapak Ogawa 3

おくさん お￢くさん istri (sebutan untuk istri orang lain) 1

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す terlambat 7

おさけ（さけ） おさけ￣ sake 11

おじ おじ￣ paman/om 1

おじいさん おじ￢いさん kakek (sebutan untuk kakek orang lain) 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す memberi tahu 9

おじさん おじさん￣ paman orang lain 1

おしゃれ（な） おしゃ￢れ modis 5

おすし（すし） おす￢し sushi 8

おすすめ おすすめ￣ rekomendasi 8

おせわ（せわ） おせ￢わ bantuan/perhatian 14

おそい おそい￣、おそ￢い lambat/terlambat 7

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ teh/teh Jepang 11

おつかれさま おつかれさま￣
Terima kasih telah menempuh perjalanan yang
melelahkan.

13

おっと おっと￣ suami (saya) 1

おとうさん おと￢うさん ayah (sebutan untuk ayah orang lain) 1

おとうと おとうと￢ adik laki-laki (saya) 1

おとうとさん おとうとさん￣ adik laki-laki (orang lain) 1

おどり おどり￣ tarian 10

おなか おなか￣ perut 12

おなじ おなじ￣ sama 17ス

おにいさん おに￢いさん
kakak laki-laki
(sebutan untuk kakak laki-laki orang lain)

1

おにぎり おに￢ぎり onigiri 11

おねえさん おね￢えさん
kakak perempuan (sebutan untuk kakak
perempuan orang lain)

1

おねがいします おねがいしま￢す tolong 11

おば おば￣ bibi/tante 1

おばあさん おば￢あさん nenek (sebutan untuk nenek orang lain) 1

おばさん おばさん￣ tante (sebutan untuk tante orang lain) 1

おはよう おはよう￣ selamat pagi 4ス

オフィス オ￢フィス kantor 13

おふろ（ふろ） おふ￢ろ
ofuro (bak tempat berendam mandi air panas
ala Jepang)

15

オペラ オ￢ペラ opera 1

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ bekal makan siang 11

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す mengingat 9

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ oleh-oleh/buah tangan 8

おめでとう おめでとう￣ Selamat! 18

おもいます 【おもう1】 おもいま￢す (saya) pikir 18

おもしろい おもしろ￢い menarik 5

おもちゃ おも￢ちゃ mainan 17

おゆ（ゆ） おゆ￣ air panas 13

およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す berenang 16

お
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ことば かんじ アクセント インドネシアご か

おわり おわり￣ selesai 15ス

おんがく お￢んがく musik 2

か（かようび） 火 か￢ hari Selasa 13

ガーデニング ガーデニング￣ berkebun 2

カード カ￢ード kartu 18

かい／～かい ――― … kali (frekuensi/kekerapan) 10

かいぎ 会議 か￢いぎ rapat 13

がいこく がいこく￣ luar negeri 9

がいこくご がいこくご￣ bahasa asing 2

かいしゃ かいしゃ￣ perusahaan 1

かいてき（な） かいてき￣ nyaman 13

かいます 【かう1】 買います かいま￢す membeli 8

カイロ カ￢イロ Cairo 4

かお かお￣ wajah 15

かぎ かぎ￢ kunci 13

かきます 【かく1】 かきま￢す menggambar 2

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す menulis 9

がくせい がくせい￣ siswa 1

かざります 【かざる1】 かざりま￢す menghias 17

かします 【かす1】 かしま￢す meminjamkan 9

かぜ かぜ￣ angin 4

かぞく か￢ぞく keluarga 1

かた か￢た bahu/pundak 15

カタカナ カタカ￢ナ katakana (huruf Jepang) 9

がつ／～がつ ～月 ――― bulan … (nama bulan) 3

かっこいい かっこい￢い keren/ganteng 2

かてい かてい￣ rumah tangga 18

かど か￢ど belokan 6

かばん かばん￣ tas 17

かぶき かぶき￣ kabuki (teater tradisional Jepang) 10

からあげ からあげ￣ karaage (ayam goreng tepung) 11

からい から￢い pedas 12

カラオケ カラオケ￣ karaoke 2

からだ からだ￣ tubuh/badan 15

かります 【かりる2】 かりま￢す meminjam 14

かれ か￢れ dia (laki-laki) 17

カレー カレー￣ kari/kare 2

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai/Nona Kawai 10

かわいい かわい￢い imut/manis 2

かわりに かわりに￣ sebagai pengganti/sebagai ganti 10

かんき か￢んき musim kemarau 3

かんこく 韓国 か￢んこく Korea Selatan 1

かんこくご かんこくご￣ bahasa Korea 1

かんこくじん かんこく￢じん orang Korea 1

かんじ かんじ￣ kanji 9

かんたん（な） かんたん￣ mudah 9

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す Saya akan berusaha! 5ス

き き￣ perasaan 17ス

きに いります きに いりま￢す menyukai… 17ス

きおん きおん￣ suhu udara/temperatur 3

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す mendengar 2

きせつ き￢せつ musim 3

きって きって￣ perangko 2

きっと きっと￣ pasti 18

きっぷ きっぷ￣ karcis 10

きのう きの￢う、きのう￣ kemarin 4

きます 【くる3】 来ます きま￢す datang 7

きます 【きる2】 きま￢す memakai 17

キムチ キ￢ムチ kimchi (makanan khas Korea) 12

か

き
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ことば かんじ アクセント インドネシアご か

きもち（が） いい きもちが い￢い terasa segar/menyenangkan 4

きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん Kiyama/Bapak Kiyama 7

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） tiba-tiba 15

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ susu sapi 15

きゅうり きゅ￢うり timun 12

きょう きょ￢う hari ini 4

きょうし きょ￢うし pengajar/guru 10

きょうだい きょ￢うだい kakak-kakak dan adik-adik/saudara kandung 1

きょうみ きょ￢うみ minat 10

きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す memiliki ketertarikan pada … 10

きれい（な） き￢れい indah/cantik 3

キロ／～キロ ～￢キロ … kilo(gram/meter) 16

ぎんこう ぎんこう￣ bank 6

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ Ginza 5

キンパ キ￢ンパ kimbap (makanan khas Korea) 12

くうこう 空港 くうこう￣ bandara 13

くすり くすり￣ obat 15

くだもの くだ￢もの buah-buahan 3

くち (口） くち￣ mulut 15

くに くに￣、～くに￢ negara 3

くび くび￣ leher 15

くもり くもり￢ berawan/cuaca mendung 4

くもります 【くもる1】 くもりま￢す berawan/menjadi mendung 4

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

musik klasik 2

クラス ク￢ラス kelas 18

クリスマス クリス￢マス Natal 17

グループ グル￢ープ kelompok 16

くるま くるま￣ mobil 1

クロッポ ク￢ロッポ keropok (kerupuk udang khas Malaysia) 12

ケーキ ケ￢ーキ kue 11

ゲームセンター ゲームセ￢ンター pusat permainan (game center ) 5ス

げつ（げつようび） 月 げ￢つ hari Senin 13

けっこう（な） け￢っこう cukup 12

けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ menikah 17

げんき（な） げ￢んき sehat/bersemangat 4

けんこう けんこう￣ kesehatan 15

けんこうてき（な） けんこうてき￣ sehat 16

ご／～ご ～ご￣ bahasa … 1

コイン コ￢イン koin 2

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう nomor … 13

こうえん こうえん￣ taman 5

こうきょ 皇居 こ￢うきょ istana kekaisaran Tokyo 5

こうこう こうこう￣ sekolah menengah atas (SMA) 9

こうさてん こうさてん￣ perempatan jalan 6

こうじょう 工場 こうじょ￢う pabrik 13

こうやって こうやって￢ ...seperti ini 15

コース コ￢ース kursus 5ス

コート コ￢ート mantel/jas panjang 3ス

コーナー コ￢ーナー sudut/bagian 10

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ cangkir kopi 17

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ kedai kopi/kafe 7

こおろぎ こ￢おろぎ jangkrik 3
こくさいでんわ（します）（【～する
3】）

こくさいで￢んわ (melakukan) panggilan telepon internasional 14

こけし こけし￣ boneka kayu kokeshi 10

ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ menikah (dalam ungkapan sopan) 18

ここ ここ￣ sini 5

ごご ご￢ご setelah tengah hari sampai malam hari/PM 4ス

こし こし￣ pinggang 15

く

け
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ことば かんじ アクセント インドネシアご か

ごしゅじん ごしゅ￢じん suami (orang lain) 1

こたえ こた￢え jawaban 16

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す menjawab 16

こたつ こたつ￣ kotatsu (meja dengan penghangat di dalamnya) 3

こちら こちら￣ sebelah sini 14

こちらこそ こちらこ￢そ Sama-sama. / Saya yang berterima kasih. 14

こっち こっち￢ (di) sini 4

コップ コップ￣ cangkir 11

こと こと￢ perihal 2

こども こども￣ anak 2

こどもたち こども￢たち anak-anak 3ス

この この￣ … ini 5

ごはん ご￢はん nasi 15

コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー memfotokopi 14

コピーき コピ￢ーき mesin fotokopi 14

ごみぶくろ ごみぶ￢くろ kantong sampah 11

これ これ￣ ini … 14

これからも これからも￢ semenjak saat ini pun 18

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ kira-kira … 3

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す rusak 14

こんど こ￢んど lain kali 15ス

こんにちは こんにちは￢ halo 4ス

コンピューター コンピュ￢ーター komputer 14

こんぶ こ￢んぶ konbu (rumput laut) 12

さいきん さいきん￣ akhir-akhir ini 15ス

サイクリング サ￢イクリング bersepeda/jalan-jalan dengan sepeda 2

さいご さいご terakhir 15ス

サイト サイト￣ situs web 9

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saitoo/Nona Saitoo 13

さかな 魚 さかな￣ ikan 8

さくら さくら￣ bunga sakura 3ス

サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー bermain sepak bola 2

ざっし ざっし￣ majalah 10

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Sapporo 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satoo/Nona Satoo 2

さま／～さま ～様 ―――
Bapak .../Ibu .../Nyonya .../Tuan .../Nona ...
(bentuk formal dari ~さん)

13

さむい さむ￢い dingin 3

さら さら￣ piring 11

サラダ サ￢ラダ salad 11

さん／～さん ――― Bapak .../Ibu .../Nyonya .../Tuan .../Nona … 1

サンドイッチ サンドイ￢ッチ sandwich /roti lapis 11

サンパウロ サンパ￢ウロ Sao Paulo 4

さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ berjalan-jalan 2

じ／～じ ～時 ～￢じ jam .../pukul … 7

しあい しあい￣ pertandingan (olahraga) 2

しあわせ（な） しあわせ￣ bahagia 18

シート シ￢ート tikar/alas duduk 11

じかん じかん￣ jam 7

じかん／～じかん ～じ￢かん … jam 5

じこしょうかい じこしょ￢うかい memperkenalkan diri 2

しごと しごと￣ pekerjaan 1

じさ じ￢さ perbedaan waktu 13

ししゃ し￢しゃ kantor cabang 13

ししゅう ししゅう￣ bordiran/sulaman 10

じしょ じ￢しょ kamus 9

しずか（な） し￢ずか tenang 5

しつもん しつもん￣ pertanyaan 16

シドニー シ￢ドニー Sydney 4

さ

し
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じぶん じぶん￣ diri sendiri 14

します 【～する3】 しま￢す melakukan 1

します（～に） 【～する3】 しま￢す
memilih ...(saat memutuskan untuk memilih
sesuatu)

11

じむ じ￢む pekerjaan administrasi/kantor 14

ジム ジ￢ム ruang olahraga (gym ) 16

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ kalau begitu 3

ジャカルタ ジャカルタ￣ Jakarta 4

しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け salmon 12

しゃしん しゃしん￣ foto 2

しゃちょう しゃちょう￣ direktur 14

シャツ シャ￢ツ kemeja 17

シャワー シャ￢ワー mandi dengan air pancuran (shower ) 13ス

しゅう しゅ￢う minggu 10

しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ memperoleh pekerjaan 17

ジュース ジュ￢ース jus 11

じゅうたい じゅうたい￣ macet 7

しゅうまつ しゅうまつ￣ akhir pekan 16

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか tanggal 14 13

しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ melahirkan 17

しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ melakukan dinas luar 10

しゅっぱつ（します）（【～する3】） 出発（します） しゅっぱつ￣ berangkat 13

しゅふ しゅ￢ふ ibu rumah tangga 1

しゅみ しゅ￢み hobi 2

しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣ memperkenalkan 1ス

しょうがっこう しょうが￢っこう sekolah dasar (SD) 9

しょうぎ しょうぎ￣ sogi (catur Jepang) 2

じょうず（な） じょうず￢ mahir/pandai/pintar 17ス

じょうば じょうば￣ berkuda 2

しょうらい しょ￢うらい masa depan 10

ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ melakukan joging 16

しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ makan 8

しょっぱい しょっぱ￢い asin 12

じょやのかね じょ￢やのかね
tradisi membunyikan lonceng pada malam tahun
baru di Jepang

3

しります 【しる1】 しりま￢す mengetahui/mengenal 13

しろ し￢ろ putih 11

しろい しろ￢い putih 6

じん／～じん ～じん ～￢じん orang … 1

しんいち／しんいちさん 新一／新一さん
しんいち￣／
しんいちさん￣

Shin’ichi/Bapak Shin’ichi 13

しんごう しんごう￣ lampu lalu lintas 6

しんこきゅう しんこ￢きゅう menarik nafas dalam 15ス

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Shinjuku 5

しんせき しんせき￣ kerabat/sanak saudara 1

すい（すいようび） 水 す￢い hari Rabu 13

すいえい すいえい￣ renang 2

すいかわり すいか￢わり permainan memecahkan semangka 3

すいじょうバス すいじょうバ￢ス bus air 8

すいぞくかん すいぞく￢かん wahana akuarium 8

すいます 【すう1】 すいま￢す menghirup (udara) 15

スープ ス￢ープ sup 12

スカイツリー スカイツリ￢ー Menara Skytree (Tokyo) 8ス

すき（な） すき￢ suka/favorit 2

スキー スキ￢ー ski 3

すきます 【すく1】 すきま￢す kosong/tidak penuh 13

すぐ す￢ぐ segera 6

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

jadwal 13

すごい すご￢い dahsyat/hebat 4

すこし すこ￢し sedikit 1

す
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すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suzuki/Nona Suzuki 1

すずしい すずし￢い sejuk 3

スタッフ スタ￢ッフ staf 14

ずっと ずっと￣ terus menerus 13ス

すっぱい すっぱ￢い asam 12

ステージ ステ￢ージ panggung 10

すてき（な） すてき￣ bagus 17

ストレス スト￢レス stres 15ス

スペイン スペ￢イン Spanyol 9

スペインご スペインご￣ bahasa Spanyol 9

スポーツ スポ￢ーツ olahraga 16

すみます 【すむ1】 すみま￢す tinggal 1

すみません すみませ￢ん permisi/maaf 6

せいかつ 生活 せいかつ￣ hidup/kehidupan 10

セーター セ￢ーター baju hangat 17

せかい 世界 せ￢かい dunia 4

せかいいち （世界一） せか￢いいち nomor satu di dunia 8

せなか せなか￣ punggung 15

ぜひ ぜ￢ひ
bagaimanapun juga
(dengan pasti/bersungguh-sungguh)

5

せみ せみ￣ serangga tonggeret 3

せんしゅう せんしゅう￣ minggu lalu 4

ぜんぜん ぜんぜん￣ sama sekali tidak 9ス

センチ／～センチ ～セ￢ンチ … sentimeter 4

そう そ￢う begitu 2

ソウル ソ￢ウル Seoul 4

ソーセージ ソーセ￢ージ sosis 10

そして そして￣ dan 4ス

そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ lulus 17

そっち そっち￢ (di) situ/ sana 4

そと そ￢と luar 11

その その￣ itu 9

そふ そ￢ふ kakek 1

そぼ そ￢ぼ nenek 1

それ それ￣ itu 12

それから それから￢ lalu 5ス

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／それで￢
は

Sampai nanti! / Sampai bertemu lagi! 14

タイ タ￢イ Thailand 10

だい～ 第～ だ￢い～ nomor .../ No. … 13

だいがく だいがく￣ universitas 9

たいしかん たいし￢かん kedutaan besar 6

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ oke/tidak apa-apa 7

タイじん タイ￢じん orang Thailand 10ス

だいすき（な） だ￢いすき sangat suka 10ス

たいせつ（な） たいせつ￣ penting 18

たいせつに します たいせつに しま￢す menjaga dengan baik 18

たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ (melakukan) senam 15

だいたい だいたい￣ kira-kira 3

たいへん（な） たいへん￣ susah/sulit 4

たうえ たうえ￢ menanam padi 3

タウン タ￢ウン kota 5

たかい たか￢い mahal 5

たかい たか￢い tinggi 6

たかく（たかい） た￢かく tinggi 15

たくさん たくさん￣ banyak 5ス

たこあげ たこ￢あげ layang-layang terbang 2

タコス タ￢コス taco (makanan khas Meksiko) 10

たてもの たて￢もの bangunan 6

たとえば たと￢えば sebagai contoh 17

せ

そ

た
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たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ Tanaka/Bapak Tanaka 2

たのしい たのし￢い menyenangkan 5

たのしみ たのし￢み menantikan (hal itu) dengan senang hati 7

たばこ たばこ￣ rokok 16

たぶん た￢ぶん mungkin 4ス

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す makan 8

たべもの 食べもの たべ￢もの makanan 3

たまご 卵 たま￢ご telur 12

たまごやき 卵やき たまごやき￣ telur dadar yang digulung 11

だめ（な） だめ￢ tidak bisa/tidak mungkin 3ス

タワー タ￢ワー menara 6

たんご たんご￣ kata-kata 9

たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび hari ulang tahun 17

ダンス ダ￢ンス dansa/tarian 10

たんぼ たんぼ￣ sawah 3

ちいさい 小さい ちいさ￢い kecil 8ス

チーズ チ￢ーズ keju 12

チーム チ￢ーム tim/regu 2ス

チェス チェ￢ス catur 2

チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク memeriksa 13

ちかい ちか￢い dekat 8ス

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す bukan/beda 9

ちかく ち￢かく、ちか￢く dekat 5ス

チキンカレー チキンカ￢レー kare ayam 2

ちず ち￢ず peta 10

ちち ち￢ち、ちち￢ ayah 1

チヂミ チヂミ￣ Chijimi (makanan khas Korea) 10

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ sedang … 14ス

ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう sekolah menengah pertama (SMP) 9

ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく Tiongkok 1

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ bahasa Mandarin 1

ちょう～ 超～ ちょ￢う～ sangat … / … sekali 2

チョコレート チョコレ￢ート cokelat 11

ちょっと ちょ￢っと sedikit 5

つうやく つ￢うやく juru bahasa 10

つかいます 【つかう1】 つかいま￢す menggunakan/memakai 9

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す lelah 13

つき (月） つき￢ bulan 10

つぎ つぎ￢ selanjutnya 16

つきじ 築地 つきじ￣ Tsukiji 5

つきます 【つく1】 つきま￢す sampai/tiba 13ス

つきみ (月見） つきみ￣ melihat bulan 3

つくります 【つくる1】 つくりま￢す membuat 2

つけもの つけもの￣ acar 12

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す menyampaikan pesan 14

ツナ ツ￢ナ tuna 12

つま つ￢ま istri 1

つもります 【つもる1】 つもりま￢す menumpuk/tertutupi oleh 4

つゆ つゆ￣ musim hujan 3

つよい つよ￢い kuat/kencang 4ス

て て￢ tangan 15

でかけます 【でかける2】 でかけま￢す pergi keluar 7

できます 【できる2】 てつだいま￢す mampu/dapat 1

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す membantu 10

デパート デパ￢ート pusat perbelanjaan 6

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す keluar 13ス

でむかえ でむかえ￣ menjemput seseorang / menyambut kedatangan 13

でも で￢も tapi 12

てんき て￢んき cuaca 3

でんき で￢んき lampu/listrik 13

ち

つ

て
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でんきてん でんき￢てん toko elektronik 5

でんしじしょ でんしじ￢しょ kamus elektronik 9

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ kereta listrik 7

てんぷら てんぷら￣ tempura 8

でんわ (電話） でんわ￣ telepon 10

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう nomor telepon 13

ど／～ど ～￢ど … derajat (untuk temperatur) 3

ドイツ ド￢イツ Jerman 9

ドイツご ドイツご￣ bahasa Jerman 9

ドイツじん ドイツ￢じん orang Jerman 10ス

どう ど￢う bagaimana 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokyo 1

どうして ど￢うして kenapa 3

どうぞ ど￢うぞ silakan 9

とうちゃく（します）（【～する3】） 到着（します） とうちゃく￣ tiba/ketibaan 13

どうぶつ どうぶつ￣ binatang 8

どうぶつえん どうぶつ￢えん kebun binatang 5

どうも ど￢うも (terima kasih) banyak 6

どうやって ど￢うやって bagaimana caranya 6ス

とおい とおい￣、とお￢い jauh 5

とおか (十日) とおか￣ tanggal 10 13

とおり とおり￢ jalan 6

とき (時） とき￢ waktu/saat 2

ときどき ときどき￢ kadang-kadang 10

とくい（な） とく￢い mahir 2

どくしょ （読書） ど￢くしょ membaca 2

とくに と￢くに khususnya/terutama 2

とけい とけい￣ arloji/jam 17

どこ ど￢こ (di) mana 6

どっち ど￢っち
yang mana (di antara dua pilihan, gaya bahasa
santai/informal)

11

とても とても￢ sangat 3

となり となり￣ sebelah/samping 6ス

どの ど￢の yang mana (di antara/lebih dari tiga) 5

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

kira-kira berapa lama (dalam jumlah/waktu) 16

トマト ト￢マト tomat 12

とまります 【とまる1】 とまりま￢す berhenti 7

ともだち ともだち￣ teman 2

とやま 富山 と￢やま Toyama 4

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび hari Sabtu 7

ドライバー ドライバー￣ pengemudi/pengendara/sopir 13

ドライブ ドラ￢イブ (pergi dengan) berkendara mobil 2

ドラマ ド￢ラマ drama/film/sinetron 10

とります 【とる1】 とりま￢す mengambil (foto)/memotret 2

どれ ど￢れ yang mana (dari tiga atau lebih) 8ス

トレーニング（します）（【～する3】） トレ￢ーニング berlatih 16

どんな ど￢んな yang seperti apa … 2

なか な￢か dalam 10

ながい なが￢い lama 13ス

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura/Nona Nakamura 1

なし（ない） な￢し tidak ada 13ス

なつ なつ￢ musim panas 3

なつやすみ なつや￢すみ libur musim panas 3ス

なに／なん な￢に／な￢ん apa 2

なにか な￢にか sesuatu 16

なにも なにも￣ tidak …. pun 16

なべりょうり なべりょ￢うり
masakan dalam panci yang dihidangkan di atas
meja

3

なまえ なまえ￣ nama 9

と

な
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ならいます 【ならう1】 ならいま￢す belajar 10

なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す menjadi … 2

にあいます 【にあう1】 にあいま￢す cocok/serasi 17

にがて（な） にがて￣ tidak nyaman/tidak tahan 3

にぎやか（な） にぎ￢やか ramai/meriah 5

にしぐち 西口 にしぐち￣ pintu barat 5

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ tanggal 24 13

にち／～にち ～日 ――― tanggal … 13

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち hari Minggu 7

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Jepang 1

にほんご 日本語 にほんご￣ bahasa Jepang 1

にほんしゅ にほんしゅ￣ sake Jepang 11

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん orang Jepang 1

にます【にる1】 にま￢す mirip 9

にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ masuk sekolah 17

にゅうがくしき にゅうがく￢しき upacara masuk sekolah 3

ニューヨーク ニューヨ￢ーク New York 4

にん／～にん (～人) ――― (satuan hitung untuk menghitung orang) 1

にんぎょう にんぎょう￣ boneka 2

ネクタイ ネ￢クタイ dasi 17

ネックレス ネ￢ックレス kalung 17

ねます【ねる2】 ねま￢す tidur 15

ねん 年 ね￢ん tahun 10

ねん／～ねん ～年 ――― tahun … 9

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Noda/Bapak Noda 2

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す minum 15

のみもの 飲みもの のみ￢もの minuman 11

のります 【のる1】 のりま￢す naik (kendaraan) 8

は は￢ gigi 15

パーティー パ￢ーティー pesta 18

はい は￢い iya 4

はいります 【はいる1】 はいりま￢す masuk 15

はきます 【はく1】 はきま￢す memakai (sesuatu pada kaki) 15

はくぶつかん はくぶつ￢かん museum 6

はし はし￢ jembatan 6

はし は￢し sumpit 11

はじめまして はじめま￢す kenalkan/perkenalkan 2

ばしょ ばしょ￣ tempat 7

はしります 【はしる1】 はしりま￢す berlari 16

バス バ￢ス bus 5

パソコン パソコン￣ komputer 14

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す bekerja 1

はつおん はつおん￣ pelafalan 9

はつか (二十日) はつか￣ tanggal 20 13

バッハ バ￢ッハ Bach, Johann Sebastian 2

はな はな￢ bunga 3

はな はな￢ hidung 15

はなし （話） はなし￢ cerita 10ス

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す berbicara 1

バナナ バ￢ナナ pisang 11

はなび は￢なび kembang api 3

はなみ はなみ￢ melihat bunga sakura 3

はは は￢は ibu 1

ははは ――― hahaha (suara tawa) 7ス

ハム ハ￢ム daging babi (biasanya lembaran) 12

はやい はや￢い cepat 5

はやく（はやい） は￢やく lekas/cepat 15

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Harajuku 5

はる は￢る musim semi 3

バルセロナ バルセ￢ロナ Barcelona 2ス

ね

の

は
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はれ はれ￢ cerah 4

はれます 【はれる2】 はれま￢す cerah 4

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー hari Valentine 17

ハロー ハ￢ロー halo 2

はん／～はん ～半 ～は￢ん setengah ... (untuk waktu) 13

ばんごう (番号） ばんご￢う nomor 13ス

ひ （日） ひ￢、ひ￣ hari 17

ビール ビ￢ール bir 11

ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ pintu timur 5

ピクニック ピ￢クニック piknik 11

ピクルス ピ￢クルス acar 12

ひさしぶり ひさしぶり￣ sudah lama tidak bertemu 4

びじゅつかん びじゅつ￢かん gedung kesenian/museum seni 8

ひしょ ひ￢しょ sekretaris 14

ひだり ひだり￣ kiri 6

ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ pindah rumah 18

ひつよう（な） ひつよう￣ perlu 18

ひと （人） ひと￣、～ひと￢ orang 5

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ satu buah 6

ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ kesatu 6

ひま（な） ひま￣ waktu luang 2

ひまわり ひま￢わり bunga matahari 3

びょういん びょういん￣ rumah sakit 1

ひらがな ひらが￢な hiragana (huruf Jepang) 9

ひる ひる￢ siang 13ス

ビル ビ￢ル bangunan 6

ひろい ひろ￢い luas 5

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ pirozhki (roti goreng khas Rusia) 10

びん び￢ん penerbangan 13

ファックス ファ￢ックス fax/faksimile 14

ファッション ファ￢ッション mode/fesyen 5ス

フィリピン フィ￢リピン Filipina 10

プール プ￢ール kolam 16ス

ふうん ――― hmm … 1

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す bertiup 4

ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka 4

ふじさん （富士山） ふ￢じさん Gunung Fuji 5

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ dua buah 6

ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ kedua 6

ふたり （二人） ふたり￢ dua orang 1ス

ぶどう ぶどう￣ anggur 3

ぶどうがり ぶどうがり￣ memetik anggur 3

ふね ふ￢ね kapal 8

ふふふ ――― he he he (suara tertawa, biasanya oleh wanita) 17ス

ふゆ ふゆ￢ musim dingin 3

フライト フライト￣ penerbangan 13

ブラジル ブラジル￣ Brazil 1

フランス フランス￣ Prancis 9

フランスご フランスご￣ bahasa Prancis 9

ふります 【ふる１】 ふりま￢す turun hujan/salju 3
プリントアウト（します）（【～する
3】）

プリントア￢ウト mencetak 14

フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ kue buah 2

プレゼント プレ￢ゼント hadiah 17

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん … menit 7

ぶん ぶ￢ん kalimat 9

ぶんか 文化 ぶ￢んか budaya 9

ぶんぽう ぶんぽう￣ tata bahasa 9

へいきん へいきん￣ rata-rata 3

へえ ――― Wow! 1

ひ

ふ

へ
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ペキン （北京） ペ￢キン Beijing 4

へや へや￢ kamar/ruangan 17

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ lancar/fasih 14

ペン ペ￢ン pulpen 14

べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ belajar 1

べんり（な） べ￢んり praktis 5

ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド pacar laki-laki 17

ほか ほか￣ yang lain 11

ほそながい ほそなが￢い kurus tinggi 6

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaido 4ス

ポテトチップス ポテトチ￢ップス keripik kentang 11

ホテル ホ￢テル hotel 1

ポルトガル ポルトガル￣ Portugal 1

ポルトガルご ポルトガルご￣ bahasa Portugal 1

ほん ほ￢ん buku 10ス

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ―――
batang (satuan hitung untuk benda tipis dan
panjang)

13ス

ほんじつきゅうぎょう 本日休業 ほ￢んじつきゅうぎょう hari ini libur 9ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ kantor pusat 13

ほんとう ほんとう￣ benar/sungguh 10ス

ほんとに ほんとに￣ benar-benar 12ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ menerjemahkan 10

まあ ま￢あ
Wah! (ungkapan kekaguman, sering digunakan
oleh wanita)

17ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ lumayan/biasa saja 13

まいあさ ま￢いあさ setiap pagi 16

まいにち ま￢いにち setiap hari 4

まえ ま￢え depan 7

まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん Mao/Nona Mao 1

まがります 【まがる1】 まがりま￢す berbelok (ke kiri/kanan) 6

まげます 【まげる2】 まげま￢す membengkokkan 15

まず ま￢ず pertama-tama/Pertama 10ス

また また￢ lagi/juga 7

まだ ま￢だ belum 8

まち まち￢ kota 5

まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ bertemu (dengan membuat janji) 7

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す membuat kesalahan 7

まちます 【まつ1】 まちま￢す menunggu 7

まっすぐ（な） まっす￢ぐ lurus 6

まつり まつり￣ festival 3

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す tersesat/kehilangan arah 7

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Mari/Nona Mari 1

まるい まるい￣、まる￢い bulat/lingkaran 6

マレーシア マレ￢ーシア Malaysia 10

まわします 【まわす1】 まわしま￢す memutar (sesuatu) 15

まんじゅう まんじゅ￢う kue manju 12

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す terlihat/bisa dilihat 6

みおくり みおくり￣ mengantarkan (seseorang yang akan pergi) 14

みぎ みぎ￣ kanan 6

みず 水 みず￣ air 8

みせ みせ￢ toko 5

みち みち￣ jalan 6

みなさん みな￢さん hadirin/semuanya 14

ミニレッスン ミニレッ￢スン semacam kelas kecil 10

みます 【みる2】 見ます みま￢す melihat 2

みみ みみ￢ telinga 15

みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ kerajinan rakyat 10

みんな みんな￢ semua/semuanya 18

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す menjemput seseorang di bandara, stasiun dll. 13

むこう むこ￢う、むこう￣ seberang/pihak sana/orang yang ada di telepon 10ス

ほ

ま

み

む
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むしあつい むしあつ￢い panas lembap 3

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

susah/sulit 9

むすこ むすこ￣ anak laki-laki saya 1

むすこさん むすこさん￣ anak laki-laki orang lain 1

むすめ むすめ￢ anak perempuan saya 1

むすめさん むすめさん￣ anak perempuan orang lain 1

むね むね￢ dada 15

むり（します）（【～する3】） む￢り memaksakan diri 15

ムルタバ ムルタバ￣ murtabak (makanan Malaysia) 10

め め￢ mata 15

メール メール￣ surat elektronik (e-mail ) 13

メキシコ メキシコ￣ Meksiko 10

めずらしい めずらし￢い langka 8

メモ メ￢モ catatan 11

もう も￢う sudah 8

もう もう￣ lebih/lagi 9

モーターズ モ￢ーターズ Motors  (perusahaan fiktif) 13

もじ も￢じ huruf 9

もしもし も￢しもし halo (pada saat menelepon) 4

モスクワ モスクワ￣ Moskow 4

もちます 【もつ1】 もちま￢す membawa/mempunyai 11

もちろん もち￢ろん tentu saja 8ス

もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す pergi membawa 11

もの もの￢ benda/barang 11

もみじ も￢みじ daun maple  yang menguning 3

もらいます 【もらう1】 もんだい￣ menerima 13

もんだい もんだい￣ masalah/soal 13ス

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi/Bapak Yagi 11

やけい やけい￣ pemandangan malam hari 8

やさい やさい￣ sayur 16

やさしい やさしい￣、やさし￢い baik 17ス

やすい やす￢い murah 5

やすみ 休み やすみ￢ libur/liburan 9ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す beristirahat 13ス

やたい や￢たい warung makan kaki lima 8

やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ Yamada/Nona Yamada 3

やります 【やる1】 やりま￢す melakukan 15ス

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yuuko/Ibu Yuuko 5ス

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく kantor pos 6

ゆうめい（な） ゆうめい￣ terkenal 5

ゆき ゆき￢ salju 4

ゆっくり ゆっく￢り perlahan/pelan-pelan 15

ようこそ よ￢うこそ selamat datang 13

ヨガ ヨ￢ガ yoga 16

よかったら よ￢かったら Jika (Anda) mau/ingin … 12

よく よ￢く sering 2

よく よ￢く benar-benar 4

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida/Bapak Yoshida 7

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す membaca 9

よよぎ 代々木 よよぎ￣ Yoyogi 10ス

よる よ￢る malam 5

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す bergembira 18

よろしく よろしく￣ Senang bertemu dengan Anda. / Salam. 14

ラーメン ラ￢ーメン mi ramen 8

らいげつ (来月） ら￢いげつ bulan depan 14

らいしゅう らいしゅう￣ minggu depan 11

ライトアップ ライトア￢ップ iluminasi (light up ) 8

リスト リ￢スト daftar 9

りゅうがく（します）（【～する3】） りゅうがく￣ bersekolah di luar negeri 10

も
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りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ menukar uang 8

りょうしん りょ￢うしん orang tua 1

りょうり 料理 りょ￢うり masakan 2

りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ melakukan perjalanan/bepergian 2

リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス bersantai/rileks 16ス

りんご りんご￣ apel 11

れきし れきし￣ sejarah 8

レストラン レ￢ストラン restoran 5

レモン レ￢モン lemon 12

れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ berlatih 9

ローマ ロ￢ーマ Roma 13ス

ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス Los Angeles 4

ロシア ロ￢シア Rusia 10

ロビー ロ￢ビー lobi 7

ロンドン ロ￢ンドン London 4

わあ ――― Wah! 1

ワイン ワ￢イン minuman anggur 11

わかい わか￢い muda 2

わかります 【わかる1】 わかりま￢す mengerti/paham 5

わさび わ￢さび wasabi 12

わたし わたし￣ saya 1

わたしたち わたし￢たち kami/kita 1

わたります 【わたる1】 わたりま￢す menyeberang 6

れ

ろ

わ
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