
はじめましょう

1.

おはよう　ございます。 Selamat pagi.

こんにちは。 Selamat siang (Apa kabar).

こんばんは。 Selamat sore, Selamat malam.

さようなら。 Selamat jalan / Selamat tinggal

ありがとう　ございます。 Terima kasih.

すみません。 Maaf. Permisi.

いただきます。 Mari kita makan.  (Frasa yang digunakan
sebelum makan, biasanya yang diundang yang
mengatakan)

ごちそうさまでした。 Terima kasih atas makanan yang telah
disajikan. (frasa yang digunakan sesudah
makan ditujukan kepada yang mengundang)

しつれいします。 失礼します。 Permisi. (frasa yang digunakan ketika
memasuki atau meninggalkan ruangan atau
tempat)

2-1.

ゼロ／れい ゼロ／零 nol

いち 一 satu

に 二 dua

さん 三 tiga

よん／し 四 empat

ご 五 lima

ろく 六 enam

なな／しち 七 tujuh

はち 八 delapan

きゅう／く 九 sembilan

じゅう 十 sepuluh

2-2.

けいさつ 警察 polisi
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しょうぼうしょ 消防署 departemen pemadam kebakaran

がっこう 学校 sekolah

しやくしょ 市役所 kantor kota, balai kota

かいしゃ 会社 perusahaan

2-3.

じゅういち 十一 sebelas

じゅうに 十二 dua belas

じゅうさん 十三 tiga belas

じゅうよん／
　じゅうし

十四 empat belas

じゅうご 十五 lima belas

じゅうろく 十六 enam belas

じゅうなな／
　じゅうしち

十七 tujuh belas

じゅうはち 十八 delapan belas

じゅうきゅう／
  じゅうく

十九 sembilan belas

にじゅう 二十 dua puluh

さんじゅう 三十 tiga puluh

よんじゅう 四十 empat puluh

ごじゅう 五十 lima puluh

ろくじゅう 六十 enam puluh

ななじゅう／
　しちじゅう

七十 tujuh puluh

はちじゅう 八十 delapan puluh

きゅうじゅう 九十 sembilan puluh

ひゃく 百 seratus

3-1.

－　じ －時 jam - , pukul -
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3-2.

－　じはん －時半 jam setengah - , pukul setengah -

ごぜん 午前 pagi (a.m.)

ごご 午後 sore (p.m.)

3-3.

いま　なんじですか。 今　何時ですか。 Jam berapa sekarang?

～です。 Adalah ~ .

4

はじめましょう。 始めましょう。 Mari kita mulai.

おわりましょう。 終わりましょう。 Mari kita selesaikan.

やすみましょう。 休みましょう。 Mari kita istirahat.

わかりますか。 分かりますか。 Apakah Anda mengerti?

はい、わかります。 はい、分かります。 Ya, saya mengerti.

いいえ、わかりません。 いいえ、分かりません。 Tidak, saya tidak mengerti.

みて　ください。 見て　ください。 Silakan lihat (lihatlah).

きいて　ください。 聞いて　ください。 Tolong dengarkan.

かいて　ください。 書いて　ください。 Silakan tulis (tulislah).

もう　いちど  いって
　ください。

もう　一度　言って
　ください。

Silakan ulangi lagi.

なまえ 名前 nama

しけん 試験 ujian, tes

しゅくだい 宿題 pekerjaan rumah

れい 例 contoh

しつもん 質問 pertanyaan

こたえ 答え jawaban

－　ばん －番 nomor -

－　ページ halaman -

5

にほんごで　なんで
 すか。

日本語で　何ですか。 Bagaimana dalam bahasa Jepang?

けいたいでんわ 携帯電話 ponsel
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１課

わたし 　 saya

がくせい 学生 mahasiswa, mahasiswi

～じん ～人 orang ~ (bagian akhir adalah nama negara)

エンジニア insinyur

～いん ～員 pegawai ~ , anggota ~

ぎんこういん 銀行員 pegawai bank

かいしゃいん 会社員 karyawan, pegawai

せんせい 先生 guru

けんきゅういん 研究員 peneliti

にほんごがっこう 日本語学校 sekolah bahasa Jepang

だいがく 大学 universitas

りょう 寮 asrama

かんりにん 管理人 satpam

(お)なまえ (お)名前 nama (dalam bentuk sopan)

(お)くに (お)国 negara (dalam bentuk sopan)

しゅみ 趣味 hobi

すいえい 水泳 renang

がっこう 学校 sekolah

ともだち 友達 teman

はい ya

いいえ tidak

～さん pak, bu, saudara, saudari ~ (bagian akhir
adalah nama orang)

そうです。 Ya, benar.

はじめまして。 初めまして。 Selamat berkenal, kenalkan (frasa digunakan
ketika bertemu pertama kali)

どうぞ　よろしく　　お
　ねがいします。　（ど
　うぞ　よろしく。）

どうぞ　よろしく
　お願いします。

Selamat bertemu (frasa digunakan ketika
berkenal dengan seseorang dan ingin bergaul
seterusnya)
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こちらこそ　どうぞ
　よろしく　おねが
　いします。（こち
　らこそ　どうぞ
　よろしく。）

こちらこそ　どうぞ
　よろしく　　お願い
　します。

Saya pun selamat bertemu (balasan dari
frasa digunakan pada perkenalan dengan
seseorang bahwa ingin pun bergaul
seterusnya)

すみません。 Maaf.

おなまえは？ お名前は？ Siapa nama Anda?

おくには　どちらで
　すか。

お国は　どちらですか。 Asalnya dari mana (negara mana)?

～から　きました。 ～から　来ました。 Saya datang dari ~

～は？ Bagaimana ~ ?

そうですか。 Begitu ya.

れい 例 contoh

ちゅうごく 中国 Cina, Tiongkok

ペルー Peru

オーストラリア Australia

フランス Perancis

ベトナム Vietnam

タイ Thailand

にほん 日本 Jepang

アメリカ Amerika Serikat

かんこく 韓国 Korea Selatan

リン・タイ Lin Tai

アラン・マレ Alan Mare

レ・ティ・アン Re Ti An

マリー・スミス Mary Smith

ポン・チャチャイ Pon Chachai

エミ Emi

キム・ヘジョン Kim Hejong

イ・ミジャ I Mija

すずき　きょうこ 鈴木　京子 Suzuku Kyoko

さとう　さゆり 佐藤　さゆり Sato Sayuri
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のぐち　おさむ 野口　修 Noguchi Osamu

ナルコ・ハルトノ Naruko Harutono

いわさき　いちろう 岩崎　一郎 Iwasaki Ichiro

きむら　はるえ 木村　春江 Kimura Harue

きむら　ひろし 木村　洋 Kimura Hiroshi

スバルにほんごがっ
　こう

スバル日本語学校 Sekolah Bahasa Jepang Subaru

みどりだいがく みどり大学 Universitas Midori

ＩＴコンピューター Komputer IT

スバルりょう スバル寮 Asrama Subaru

つかいましょう 使いましょう Mari kita pakai.
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２課

これ ini (dekat dari pembicara)

それ itu (jauh dari pembicara, dekat dari lawan
bicara)あれ itu (jauh baik dari pembicara maupun lawan
bicara)

この yang ini (dekat dari pembicara)

その yang itu (jauh dari pembicara, dekat dari
lawan bicara)

あの yang itu (jauh baik dari pembicara maupun
lawan bicara)

ノート buku catatan

ほん 本 buku

ざっし 雑誌 majalah

パソコン komputer

かさ 傘 payung

かばん tas

テレビ TV

ボールペン bolpoin

さいふ 財布 dompet

しんぶん 新聞 koran

さとう 砂糖 gula

しお 塩 garam

しょうゆ kecap asin

ソース saus

うどん udon (mie ukuran besar)

そば soba (mie soba)

みず 水 air

ジュース jus

こうちゃ 紅茶 teh Inggris

コーヒー kopi

カタログ katalog

コンピューター komputer

カメラ kamera

けいたいでんわ 携帯電話 ponsel
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くるま 車 mobil

～せい ～製 buatan ~

ひと 人 orang

シャープペンシル pensil mekanik

とりにく とり肉 daging ayam

ぶたにく 豚肉 daging babi

ぎゅうどん 牛どん mangkuk berisi nasi dengan masakan daging
sapi di atasnya

ぎゅうにく 牛肉 daging sapi

にく 肉 daging

おやこどん 親子どん mangkuk berisi nasi dengan masakan daging
ayam dan telur di atasnya

すきやき すき焼き sukiyaki (masakan Jepang)

ラーメン mie

やきにくていしょく 焼肉定食 menu masakan daging (sapi, babi) bakar yang
lengkap dengan nasi dan sup.

ＣＤ compact disk

～ご ～語 bahasa ~

なん 何 apa

だれ  siapa

ドイツ Jerman

イタリア Italia

イギリス Inggris

わたなべ　あき 渡辺　あき Watanabe Aki

トム・ジョーダン Tom Jordan
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３課

ここ sini

そこ situ

あそこ sana

しょくどう 食堂 kafetaria, ruang makan

うけつけ 受付 tempat penerimaan

～しつ ～室 kamar ~

じむしつ 事務室 kantor

かいぎしつ 会議室 ruang rapat / pertemuan

 コンピューターしつ コンピューター室 ruang komputer

トイレ toilet, kamar kecil

としょしつ 図書室 perpustakaan

きょうしつ 教室 kelas

ロビー lobi

コピーき コピー機 mesin fotokopi

ゆうびんきょく 郵便局 ｋantor pos

びょういん 病院 rumah sakit

たいしかん 大使館 kedutaan besar

ぎんこう 銀行 bank

コンビニ pasar swalayan (skala kecil)

デパート toserba

えき 駅 stasiun

じしょ 辞書 kamus

ちず 地図 peta

れいぞうこ 冷蔵庫 kulkas

エアコン AC (air condition)

とけい 時計 jam, arloji

でんしレンジ 電子レンジ microwave

せんたくき 洗濯機 mesin cuci

そうじき 掃除機 penyedot debu

ポット termos

おちゃ お茶 teh Jepang

ワイン minuman anggur

ビール bir

チョコレート cokelat
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くつ 靴 sepatu

ゼロ／れい ゼロ／零 nol

いち 一 satu

に 二 dua

さん 三 tiga

よん／し 四 empat

ご 五 lima

ろく 六 enam

なな／しち 七 tujuh

はち 八 delapan

きゅう／く 九 sembilan

じゅう 十 sepuluh

ひゃく（びゃく／
　ぴゃく）

百 ratus (seratus)

せん（ぜん） 千 ribu (seribu)

まん 万 puluh ribu (sepuluh ribu)

-かい／がい －階 lantai -

なん～ 何～  ~ apa / berapa

なんがい 何階 lantai berapa

－えん －円  - yen

どこ (di) mana

いくら berapa (harga)

じゃ Baiklah, kalau begitu.

ちがいます。 違います。 Bukan, tidak benar.

どうも。 Terima kasih. (secara singkat)

～を　ください。 Tolong berikan (saya) ~

おいしいですね。 Rasanya enak ya.

サントリー Suntory

ロッテ Lotte

ナイキ Nike

アップル Apel

キヤノン Canon

ゆりだいがく ゆり大学 Universitas Yuri
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4課

パン roti

さかな 魚 ikan

くだもの 果物 buah-buahan

やさい 野菜 sayur

カレー kari

ぎゅうにゅう 牛乳 susu

(お)さけ (お)酒 minuman alkohol, osake (arak Jepang)

たまご 卵 telur

えいが 映画 film

おんがく 音楽 musik

クラシック musik klasik

ジャズ＊ jazz

ロック＊ musik rock

Ｊ－ポップ＊ J-pop (musik pop Jepang)

テニス tenis

しゅくだい 宿題 pekerjaan rumah

ジョギング joging

サッカー sepak bola

ゲーム permainan (game)

てがみ 手紙 surat

おかね お金 uang

きって 切手 perangko

としょかん 図書館 perpustakaan

こうえん 公園 taman

うち rumah

レストラン restoran

スーパー pasar swalayan (supermaket)

～や ～屋 toko / tukang  ~

パンや パン屋 toko roti

ひるごはん 昼ご飯 makan siang

11



あさごはん＊ 朝ご飯 sarapan (makan pagi)

ばんごはん＊ 晩ご飯 makan malam

ごはん＊ ご飯 nasi (putih)

(お)べんとう (お)弁当 nasi kotak

りょうり 料理 masakan

こんばん 今晩 malam ini

あした besok

きょう＊ 今日 hari ini

あさって＊ lusa

まいあさ 毎朝 setiap pagi

まいばん＊ 毎晩 setiap malam

まいにち＊ 毎日 setiap hari

たべます　Ⅱ 食べます makan

のみます　Ⅰ 飲みます minum

かいます　Ⅰ 買います membeli

かきます　Ⅰ 書きます menulis

ききます　Ⅰ 聞きます mendengarkan

みます　Ⅱ 見ます melihat, menonton

よみます　Ⅰ 読みます membaca

します　Ⅲ melakukan (sesuatu)

おろします[おかね
　を～]　Ⅰ

下ろします　[お金を
　　～]

mengambil, menarik [~ uang] di bank

なに 何 apa

いつも selalu

ときどき 時々 kadang-kadang

それから kemudian, setelah itu

しつもん 質問 pertanyaan
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５課

いま 今 sekarang

ごぜん 午前 pagi (a.m.)

ごご 午後 sore (p.m.)

－じ －時 jam -

－ふん／ぷん －分  - menit

－じはん －時半 jam setengah - (contoh: １じはん = jam
setengah 2)

なんじ 何時 jam berapa

なんぷん＊ 何分 berapa menit

インターネット Internet

メール Email

コンサート konser

せつめい 説明 penjelasan

～かい ～会 rapat ~, pertemuan ~

せつめいかい 説明会 rapat penjelasan

パーティー pesta

ぶんぽう 文法 tata bahasa

かいわ 会話 percakapan

かんじ 漢字 kanji (karakter Cina)

ていしょく 定食 menu makanan lengkap (set)

アルバイト kerja sambilan

(お)ふろ (お)風呂 mandi (ala Jepang)

おすもうさん お相撲さん pesumo (gulat tradisional Jepang)

みなさん 皆さん semua orang

せんしゅう 先週 minggu lalu

こんしゅう＊ 今週 minggu ini

らいしゅう＊ 来週 minggu depan

まいしゅう＊ 毎週 tiap minggu

げつようび 月曜日 Senin

かようび 火曜日 Selasa

すいようび 水曜日 Rabu
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もくようび 木曜日 Kamis

きんようび 金曜日 Jumat

どようび 土曜日 Sabtu

にちようび 日曜日 Minggu

なんようび＊ 何曜日 hari apa

きのう 昨日 kemarin

おととい＊ kemarin dulu

あさ 朝 pagi

けさ＊ 今朝 tadi pagi

ひる＊ 昼 tengah hari, siang hari

ばん＊ 晩 malam

よる＊ 夜 malam

おきます　Ⅱ 起きます bangun

ねます　Ⅱ 寝ます tidur

べんきょうします　Ⅲ 勉強します studi

けんきゅうします　Ⅲ 研究します riset

はたらきます　Ⅰ 働きます bekerja

およぎます　Ⅰ 泳ぎます berenang

おわります　Ⅰ 終わります selesai

はじまります＊　Ⅰ 始まります mulai

れんしゅうします　Ⅲ 練習します berlatih

はいります　Ⅰ 入ります masuk (tempat+に)

やすみます　Ⅰ 休みます beristirahat

つくります　Ⅰ 作ります membuat

－さい －歳  - tahun (umur)

なんさい 何歳 umur berapa

～から dari ~

～まで sampai ~

～ごろ kira-kira ~, sekitar ~

もしもし halo

おはよう　ございます。 Selamat pagi.
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ロンドン London

ペキン Beijing

とうきょう 東京 Tokyo

シカゴ Chicago

ニューヨーク New York

カイロ Kairo

Bangkok

シドニー Sydney

サンパウロ Sao Paolo

モンゴル Mongolia

すばるやま すばる山 Subaruyama

ぶんかセンター 文化センター pusat (gedung) kebudayaan

えいがかい 映画会 acara (pesta) menonton film
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６課

たんじょうび 誕生日 hari ulang tahun

バス bis

ひこうき 飛行機 pesawat

でんしゃ 電車 kereta rel listrik

じてんしゃ 自転車 sepeda

ちかてつ 地下鉄 kereta bawah tanah

どうぶつえん 動物園 kebun binatang

パンダ panda

サラダ salada

ケーキ kue

プール kolam renang

ドライブ mengemudi (kendaraan)

(お)まつり (お)祭り festival

バイク sepeda motor

はなび 花火 kembang api

(お)てら (お)寺 kuil (candi)

しんかんせん 新幹線 Shinkansen (kereta tercepat di Jepang)

おんせん 温泉 air panas (belerang)

ふね 船 kapal laut

こうこうせい 高校生 pelajar SMU

しゅうまつ 週末 akhir pekan

なつやすみ 夏休み liburan musim panas

ふゆやすみ＊ 冬休み liburan musim dingin

らいげつ 来月 bulan depan

こんげつ＊ 今月 bulan ini

せんげつ＊ 先月 bulan lalu

きょねん 去年 tahun lalu

ことし＊ 今年 tahun ini

らいねん＊ 来年 tahun depan

いきます　Ⅰ 行きます pergi

かえります　Ⅰ 帰ります pulang, kembali
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きます　Ⅲ 来ます datang

しょくじします　Ⅲ 食事します makan

あいます　Ⅰ 会います bertemu (orang+に)

－がつ －月 bulan -

なんがつ＊ 何月 bulan berapa, bulan apa

－にち －日 tanggal -

なんにち＊ 何日 tanggal berapa

ついたち １日 tanggal 1

ふつか ２日 tanggal 2

みっか ３日 tanggal 3

よっか ４日 tanggal 4

いつか ５日 tanggal 5

むいか ６日 tanggal 6

なのか ７日 tanggal 7

ようか ８日 tanggal 8

ここのか ９日 tanggal 9

とおか 10日 tanggal 10

じゅうよっか 14日 tanggal 14

はつか 20日 tanggal 20

にじゅうよっか 24日 tanggal 24

いつ kapan

あるいて 歩いて jalan kaki

いっしょに 一緒に bersama, dengan

ひとりで 一人で sendirian

こんど 今度 lain kali

ええ ya (secara singkat)

～とき、　～ pada waktu ~, ketika ~,

いいですね。 Bagus ya. / Baiklah.

すみません。 Maaf.
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ちょっと……。 Maaf ... (menolak tawaran)

ほっかいどう 北海道 Hokkaido

さっぽろ 札幌 Sapporo

せんだい 仙台 Sendai

よこはま 横浜 Yokohama

なごや 名古屋 Nagoya

きょうと 京都 Kyoto

大阪 Osaka

ひろしま 広島 Hiroshima

べっぷ 別府 Beppu

おおさかじょう 大阪城 Istana Osaka

げんばくドーム 原爆ドーム (Memorial) Kubah Bom Atom

たなか　まさお 田中　正男 Tanaka Masao
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まとめ1

りんご apel

まとめ ringkasan

おやすみなさい。 Selamat malam (Selamat beristirahat).
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７課

はな 花 bunga

へや 部屋 kamar, bilik

アパート apartemen

アニメ animasi

たべもの 食べ物 makanan

せいかつ 生活 kehidupan

やま 山 gunung

うみ＊ 海 laut

バドミントン bulu tangkis

スポーツ olahraga

さくら 桜 sakura

バナナ pisang

まち 町 kota

ゲームソフト perangkat lunak game

コート mantel (baju dingin)

ところ 　 tempat

もの benda

しゃしん 写真 foto

たてもの 建物 bangunan

おおきい 大きい besar

ちいさい 小さい kecil

あたらしい 新しい baru

ふるい 古い tua

おもしろい 面白い menarik

たかい 高い tinggi, mahal

ひくい＊ 低い rendah

やすい 安い murah

たのしい 楽しい menyenangkan

いい baik

おいしい enak, lezat

むずかしい 難しい sulit

あおい 青い biru
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ひろい 広い lebar, luas

せまい＊ 狭い sempit

くろい 黒い hitam

しろい 白い putih

あかい＊ 赤い merah

げんき[な] 元気[な] (yang) sehat

しんせつ[な] 親切[な] (yang) baik hati

かんたん[な] 簡単[な] (yang) mudah, sederhana

きれい[な] (yang) indah, bersih

にぎやか[な] (yang) ramai

しずか[な] 静か[な] (yang) sunyi

べんり[な] 便利[な] (yang) praktis, tidak repot

ゆうめい[な] 有名[な] (yang) terkenal

たいへん[な] 大変[な] (hal yang) serius, sukar

どう bagaimana

どんな yang bagaimana

どれ yang mana

あまり tidak begitu ~

とても sangat

いちばん nomor satu (yang paling)

そして dan

～ が、～。  ~ tetapi. ~.

オーストリア Austria

ふじさん 富士山 gunung Fuji

ウィーン Wina

オペラハウス gedung opera

テレサ Teresa

いけいようし い形容詞 ajektiva (い)

なけいようし な形容詞 ajektiva (な)

けいようし＊ 形容詞 ajektiva

めいし＊ 名詞 nomina

どうし＊ 動詞 verba
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８課

おとこの　こ 男の　子 anak laki-laki

おとこの 　ひと 男の　人 orang lelaki

おとこ＊ 男 lelaki, pria

おんなの 　こ 女の　子 anak perempuan

おんなの 　ひと 女の　人 orang wanita

おんな＊ 女 perempuan, wanita

こども 子供 anak

いぬ 犬 anjing

き 木 pohon

じどうはんばいき 自動販売機 mesin penjual (mesin jual otomatis)

ねこ 猫 kucing

はこ 箱 kotak

つくえ 机 meja

パジャマ piyama

ピアノ piano

ベッド ranjang

テスト tes

テーブル meja

こうばん 交番 pos polisi

バスてい バス停 halte

ポスト kotak pos

でんわ 電話 telepon

ロッカー loker (tempat penyimpanan barang)

エレベーター lift

いす kursi

にしぐち 西口 pintu (masuk) barat

ひがしぐち＊ 東口 pintu (masuk) timur

みなみぐち＊ 南口 pintu (masuk) selatan

きたぐち＊ 北口 pintu (masuk) utara

きょうかい 教会 gereja

みずうみ 湖 danau

つり 釣り memancing

どうぶつ 動物 hewan

(お)みやげ (お)土産 souvenir, oleh-oleh

みせ 店 toko

うえ 上 atas
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した 下 bawah

まえ 前 depan, sebelum

うしろ 後ろ belakang

なか 中 dalam

そと＊ 外 luar

よこ 横 sisi

となり 隣 sebelah, samping, tetangga

あいだ 間 antara

ちかく 近く dekat, sekitarnya

あります　Ⅰ ada, terdapat (dipakai untuk benda mati)

います　Ⅱ ada, berada (dipakai untuk objek bernyawa)

うたいます　Ⅰ 歌います bernyanyi, menyanyikan

おどります　Ⅰ 踊ります menari

とおい 遠い jauh

ちかい＊ 近い dekat

いそがしい＊ 忙しい sibuk

ひま[な] 暇[な] waktu (yang) luang, tidak sibuk

ひとり １人 seorang

ふたり ２人 dua orang

－にん －人  - orang

なんにん 何人 berapa orang

たくさん banyak

ええと biarkan aku lihat, baik

へえ (kata seruan ketika merasa heran atau
terkejut)

～や　～  ~ dan ~

～ですか。 Apakah ～ ? (untuk bertanya)

どうも　ありがとう　ございました。 Terima kasih banyak.

わかりました。 分かりました。 Ya pak (saya sudah mengerti).

また　あした。 Sampai besok.

カナダ Kanada

みどりえき みどり駅 stasiun Midori
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９課

すし sushi ( ikan mentah, makanan Jepang)

やきゅう 野球 baseball

まんが 漫画 kartun, buku komik

そうじ 掃除 membersihkan (ruangan)

せんたく＊ 洗濯 cuci, mencuci pakaian

え 絵 gambar

うた 歌 lagu

えいご 英語 bahasa Inggris

かたかな 片仮名 katakana (aksara silabis dalam bahasa
Jepang)

ひらがな＊ 平仮名 hiragana (aksara silabis dalam bahasa
Jepang)

アナウンス pengumuman

ルール peraturan

まど 窓 jendela

かいもの 買い物 belanja

てんき 天気 cuaca

あめ 雨 hujan

ちゅうしゃ 注射 injeksi, suntikan

じかん 時間 waktu

つうやく 通訳 penerjemahan

デート mengajak orang yang berbeda jenis kelamin
untuk berjalan-jalan atau ikut dalam suatu
acara.

やくそく 約束 janji

やまのぼり 山登り mendaki gunung

ドラマ drama

りょこう 旅行 bepergian

ゴルフ golf

きょうし 教師 guru

モデル model

べんごし 弁護士 pengacara

せんしゅ 選手 pemain, atlet

サッカーせんしゅ サッカー選手 pemain sepak bola

ミュージシャン musisi, musikus
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ばんぐみ 番組 acara

テレビばんぐみ テレビ番組 acara TV

おとうさん お父さん ayah (orang lain)

おかあさん お母さん ibu (orang lain)

おにいさん お兄さん kakak laki-laki (orang lain)

おねえさん お姉さん kakak perempuan (orang lain)

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

いもうとさん 妹さん adik perempuan (orang lain)

ちち 父 ayah (sediri)

はは 母 ibu (sediri)

あに 兄 kakak laki-laki (sediri)

あね 姉 kakak perempuan (sediri)

おとうと 弟 adik laki-laki (sediri)

いもうと 妹 adik perempuan (sediri)

(ご)かぞく (ご)家族 keluarga (orang lain)

(ご)りょうしん (ご)両親 orang tua (orang lain)

かきます[えを～]　Ⅰ かきます[絵を～] melukis [gambar]

わかります　Ⅰ 分かります mengerti

あけます　Ⅱ 開けます membuka

さんぽします　Ⅲ 散歩します berjalan-jalan

あります　Ⅰ ada (waktu/janji)

おみあいします　Ⅲ お見合いします mengadakan pertemuan untuk perjodohan
(mencari jodoh)

あまい 甘い manis

からい＊ 辛い pedas

あつい 暑い panas (suhu)

さむい＊ 寒い dingin (suhu)

ねむい 眠い mengantuk

すき[な] 好き[な] (yang) disukai

きらい[な] 嫌い[な] (yang) tidak disukai

じょうず[な] 上手[な] (yang) pandai, mahir
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へた[な]＊ 下手[な] (yang) tidak mahir

ざんねん［な］ 残念[な] (yang) mengecewakan

どうして mengapa

すこし 少し sedikit, beberapa

だいたい hampir semua

よく baik,  ~ dengan baik

ぜんぜん 全然 sama sekali

はやく 早く cepat

ya. (secara singkat)

～から、～ karena ~, ~

どうしてですか。 Mengapa?

そうですね。 Begitu ya. (dalam perasaan ragu, sedang
memikir)

よろしく　おねがい
　します。

よろしく　お願いし
　ます。

Minta tolong. (Saya mohon bantuan / layanan
Anda.)

スペイン Spanyol

さゆり Sayuri

えり 　　　 Eri

ともみ Tomomi

あきら Akira

ひろし Hiroshi
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10課

プレゼント kado, hadiah

カード kartu

えはがき 絵はがき kartu pos bergambar

せんぱい 先輩 senior

こうはい＊ 後輩 junior

おちゃ お茶 teh Jepang

ネックレス kalung

ネクタイ dasi

シャツ kemeja

おっと 夫 suami (sendiri)

(ご)しゅじん (ご)主人 suami (orang lain)

つま 妻 istri (sendiri)

おくさん 奥さん istri (orang lain)

こどもさん＊ 子供さん anak (orang lain)

せっけん 石けん sabun

みかん jeruk mandarin

(ご)ちゅうもん (ご)注文 pesanan (bentuk sopan)

サンドイッチ sandwich

スパゲティ spageti

ステーキ bistik

はし sumpit

スプーン sendok

ナイフ pisau

フォーク garpu

て 手 tangan

レポート laporan

こうくうびん 航空便 pos udara

にもつ 荷物 bagasi, bingkisan

かきとめ 書留 pos tercatat

いろ 色 warna

セーター sweater

クラス kelas

かします　Ⅰ 貸します meminjamkan

あげます　Ⅱ 　 memberi
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おしえます　Ⅱ 教えます mengajar, memberitahukan

おくります　Ⅰ 送ります mengirim

かけます [ でんわを
　～ ]  Ⅱ

かけます [電話を～ ] menelepon

かります　Ⅱ 借ります meminjam

ならいます　Ⅰ 習います belajar

もらいます　Ⅰ menerima (benda)

します Ⅲ memilih (benda+に)

はなします　Ⅰ 話します berbicara, mengatakan

すてき[な]  (yang) bagus, indah

ひとつ １つ satu (untuk menghitung benda)

ふたつ ２つ dua

みっつ ３つ tiga

よっつ ４つ empat

いつつ ５つ lima

むっつ ６つ enam

ななつ ７つ tujuh

やっつ ８つ delapan

ここのつ ９つ sembilan

とお １０ sepuluh

いくつ berapa

－だい －台 (bilangan untuk menghitung mobil, mesin dll.)

なんだい＊ 何台 berapa -

－まい －枚 (bilangan untuk menghitung kertas, pakaian
dll.)

なんまい＊ 何枚 berapa -

また lagi

はじめて 初めて untuk pertama kalinya

～を　おねがいします。 ～を　お願いします。 Minta tolong untuk ~.

いらっしゃいませ。 Selamat datang!

～に　よろしく。 sampaikan salamku untuk ~
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11課

はな 鼻 hidung

め 目 mata

くび 首 leher

あし 足 kaki

みみ 耳 telinga

せ 背 punggung, (tinggi badan)

あたま 頭 kepala, otak

かお＊ 顔 wajah, muka

くち＊ 口 mulut

からだ＊ 体 badan

りゅうがくせい 留学生 mahasiswa (siswa) asing

けいざい 経済 ekonomi

～がくぶ ～学部 fakultas ~

けいざいがくぶ 経済学部 fakultas ekonomi

かんきょう 環境 lingkungan

がくひ 学費 biaya sekolah

キャンパス kampus

れきし 歴史 sejarah

しごと 仕事 pekerjaan, bisnis

てんぷら 天ぷら tempura (masakan Jepang, ikan, udang, sayur
dll. yang digoreng dengan tepung)

とんカツ 豚カツ masakan daging babi digoreng dengan tepung

のみもの 飲み物 minuman

いちご arbei

すいか semangka

メロン melon

じゅうどう 柔道 yudo

スケート skating

いちねん 1年 satu tahun

はる 春 musim semi

なつ 夏 musim panas

あき 秋 musim gugur

ふゆ 冬 musim dingin

どくしん 独身 lajang, belum menikah
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マンション kondominium

ちゅうしゃじょう 駐車場 tempat parkir mobil

おおい 多い banyak

すくない＊ 少ない sedikit

ながい 長い panjang

みじかい 短い pendek

あたたかい 暖かい hangat

すずしい＊ 涼しい sejuk

あかるい 明るい terang (cahaya)

くらい＊ 暗い gelap

やさしい 優しい ramah, lembut

はやい 速い cepat

おそい＊ 遅い lambat

うるさい bising

たいせつ[な] 大切[な] (yang) penting

まじめ[な] (yang) serius

－ねん －年  - tahun

なんねん＊ 何年 tahun berapa

－へいほうメートル
　(㎡)

－平方メートル  - meter persegi

どちら yang mana, (siapa)

どちらも kedua-duanya pun

ずっと jauh lebih daripada, seterusnya

でも tetapi

きゅうしゅう 九州 Kyushu

マニラ Manila

パリ Paris

なら 奈良 Nara

ソウル Seoul

さくらマンション Apartemen Sakura

みどりアパート Kos (kamar sewaan ala Jepang) Midori
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12課

やすみ 休み istirahat, libur, absen

ひるやすみ 昼休み istirahat makan siang

はなみ 花見 hanami (melihat dan menikmati keindahan
bunga sakura)

おにぎり おにぎり onigiri (makanan Jepang, gumpalan nasi di
dalamnya berisi lauk-pauk)

じゅんび 準備 persiapan

ホテル ホテル hotel

じゅぎょう 授業 pelajaran, kuliah

きもの 着物 kimono (pakaian tradisional Jepang)

フェリー kapal feri

くうこう 空港 bandara

～たち  ~ (kata ganti orang berbentuk jamak)

わたしたち kami

はし 橋 jembatan

あか 赤 merah

きいろ 黄色 kuning

けしき 景色 pemandangan

しま 島 pulau

はっぴょうします　Ⅲ 発表します mengadakan presentasi

のぼります　Ⅰ 登ります mendaki (gunung+に)

とまります　Ⅰ 泊まります menginap, bermalam (hotel dll.+に)

きます　Ⅱ 着ます memakai, mengenakan

ぬぎます＊　Ⅰ 脱ぎます membuka, melepaskan (pakaian)

かかります　Ⅰ memerlukan (waktu / biaya)

とります　Ⅰ 撮ります mengambil (foto)

きびしい 厳しい ketat, parah

こわい 怖い menakutkan

おもい 重い berat

かるい＊ 軽い ringan

つめたい 冷たい dingin
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－ふん／ぷん －分  - menit

なんぷん 何分 berapa menit

－じかん －時間  - jam

なんじかん 何時間 berapa jam

－にち －日  - hari

なんにち＊ 何日 berapa hari

－しゅうかん －週間  - minggu

なんしゅうかん＊ 何週間 berapa minggu

－かげつ －か月  - bulan

なんかげつ 何か月 berapa bulan

－ねん＊ －年  - tahun

なんねん＊ 何年 berapa tahun

はんとし＊ 半年 setengah tahun

どのぐらい berapa lama, berapa banyak

あ ah

ちょっと sedikit

～ぐらい kira-kira ~, kurang lebih ~

どうぞ。 Silakan.

ありがとう。 Terima kasih.

シアトル Seattle

ローマ Roma

プサン Busan

ふくおか 福岡 Fukuoka

かごしま 鹿児島 Kagoshima

なりた 成田 Narita

みやじま 宮島 Miyajima
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まとめ２

とり 鳥 burung

かみ 髪 rambut

ことば 言葉 kata-kata

ライオン singa

くじゃく merak

ペンギン penguin

にんげん 人間 manusia

とります　Ⅰ 捕ります menangkap

めずらしい 珍しい langka

いろいろ[な] (yang) berbagai

～の　なかで ～の　中で di antara ~

こたえ 答え jawaban

もんだい＊ 問題 soal, masalah
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13課

ふとん 布団 kasur, alas tidur gaya Jepang

(お)さら (お)皿 piring

コップ gelas

ハイキング hiking (bertamasya ke gunung)

しやくしょ 市役所 balai kota

しちょう 市長 walikota

こうじょう 工場 pabrik

けんがく 見学 anjangkarya, peninjauan

がいこくじんとうろく 外国人登録 registrasi orang asing

スキー ski

～かた ～方 cara ~

つくりかた 作り方 cara membuat

すもう 相撲 sumo (gulat tradisional Jepang)

チケット tiket

だいがくいん 大学院 pascasarjana

ロボット robot

こうがく 工学 teknik

 ロボットこうがく ロボット工学 robotika

しょうらい 将来 masa depan

あそびます　Ⅰ 遊びます bermain, bersenang-senang

かえします　Ⅰ 返します mengembalikan

むかえます　Ⅱ 迎えます menjemput

もちます　Ⅰ 持ちます membawa, awet

てつだいます　Ⅰ 手伝います membantu

あらいます　Ⅰ 洗います mencuci

つかいます　Ⅰ 使います menggunakan

ほしい 欲しい menginginkan (sesuatu)

いたい 痛い (merasa) sakit

だいじょうぶ[な] 大丈夫[な] (yang) tidak menjadi soal, tidak apa-apa
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－ねんせい －年生 kelas atau tingkat -

－（ねん)まえに －（年）前に pada - (tahun) yang lalu

ありがとう　ございます。 Terima kasih banyak.

がんばって　ください。 頑張って　ください。 Bergiatlah (berusaha keras).

どう　しますか。 Apa yang akan Anda lakukan?

つかれました。 疲れました。 (Saya) sudah lelah.

のどが　かわきました。 のどが　渇きました。 (Saya) sudah haus.

おなかが　すきました。 　 (Saya) sudah lapar.

かぶきざ 歌舞伎座 Teater Kabuki

ただいま。 Aku kembali / pulang. (digunakan ketika Anda
pulang ke rumah)

ホール aula
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14課

ギター gitar

たたみ 畳 tikar Jepang (dibuat dari jerami)

かれ 彼 dia (pria, kekasih)

かのじょ 彼女 dia (wanita, kekasih)

りょうきん 料金 biaya, ongkos

でんわりょうきん 電話料金 biaya telepon

いけばな 生け花 ikebana (merangkai bunga gaya Jepang)

にんじゃ 忍者 ninja (mata-mata Jepang)

カラオケ karaoke

ゆかた 浴衣 yukata (kimono katun yang sederhana)

ペット peliharaan

バーベキュー barbekyu

テント tenda

めざましどけい 目覚まし時計 jam alarm, beker

シャワー pancuran (mandi)

は 歯 gigi

スピーチ pidato

ブログ blog

バスケットボール bola basket

ボウリング bowling

スノーボード snowboard

ダンス dansa

からて 空手 karate

きょく 曲 musik

まちます　Ⅰ 待ちます menunggu

しにます　Ⅰ 死にます mati

ひきます　Ⅰ 弾きます bermain (alat musik)

できます　Ⅱ mampu, dapat

すわります　Ⅰ 座ります duduk (tempat+に)

たちます＊　Ⅰ 立ちます berdiri
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はらいます　Ⅰ 払います membayar

セットします　Ⅲ memasang, mempersiapkan

あびます    [シャワー
　を～]　Ⅱ

浴びます  [シャワー
　を～]

mandi

みがきます　Ⅰ 磨きます menyikat (semir)

でかけます　Ⅱ 出かけます pergi, keluar

けします　Ⅰ 消します mematikan, memadamkan

のります　Ⅰ 乗ります naik (kendaraan+に)

おります＊　Ⅱ 降ります turun (kendaraan+を)

はじめます　Ⅱ 始めます mulai

みせます　Ⅱ 見せます memperlihatkan

のせます　Ⅱ 載せます memuat (untuk blog, media+に), (untuk berita,
foto+を)

－メートル(ｍ)  - meter

なんメートル(ｍ) 何メートル berapa meter

この　まえ この　前 waktu yang lalu, tempo hari

じぶんで 自分で dilakukan sendiri

うん ya. (jawaban bentuk informal)

～とか  ~ atau (dan)

～　まえに sebelum ~

はこね 箱根 Hakone

ながの 長野 Nagano

みえ 三重 Mie

にんじゃむら 忍者村 perkampungan Ninja

ぶんかセンター 文化センター pusat (gedung) kebudayaan

ますけい ます形 bentu (ます)

じしょけい 辞書形 bentuk kamus
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15課

プリント bahan cetakan

なべ panci masak, panci

ボール bola

スリッパ sandal

さんこうしょ 参考書 buku referensi

しりょう 資料 data, bahan-bahan

すいせんじょう 推薦状 surat rekomendasi

ごみ sampah, kotoran

だいどころ 台所 dapur

コート lapangan

じゅうしょ 住所 alamat

いそぐ　Ⅰ 急ぐ bergegas

あつめる　Ⅱ 集める mengumpulkan

コピーする　Ⅲ fotokopi

きる　Ⅰ 切る memotong

いれる 　Ⅱ 入れる memasukkan (tas dll.+に) (benda+を)

にる 　Ⅱ 煮る memasak (merebus)

ならべる 　Ⅱ 並べる mengatur, menjajarkan

とる　Ⅰ 取る mengambil

いう 　Ⅰ 言う berkata

しゅうりする 　Ⅲ 修理する memperbaiki (reparasi)

あがる　Ⅰ 上がる masuk (ke rumah) naik (ke tempat)

はく 　Ⅰ 履く memakai (sandal, sepatu, dll)

すてる 　Ⅱ 捨てる membuang

はこぶ 　Ⅰ 運ぶ membawa, mengangkut (tempat+へ) (benda+
を)

ふく　Ⅰ menyeka

あぶない 危ない berbahaya

ほかの yang lain
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もう　いちど もう　一度 sekali lagi

すぐ segera

どうぞ silakan

どうも terima kasih / maaf (secara singkat /
menegaskan)

しつれいします。 失礼します。 Maaf, permisi (dipakai sewaktu memasuki /
meninggakan tempat / ruangan).

いただきます。 Mari kita mulai. (frasa digunakan pada saat
mulai makan / minum)

すみませんが、～ Maaf, tapi ~

いいですよ。 Ｓilakan, boleh saja.

てけい て形 bentuk (て)
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１６課

(お) かし (お) 菓子 kue-kue

たばこ rokok

ちゅうがくせい 中学生 pelajar SMP

びじゅつかん 美術館 galeri

ふく 服 pakaian

デザイン desain

かいしゃ 会社 perusahaan

ばしょ 場所 tempat

ばんごう 番号 nomor

でんわばんごう 電話番号 nomor telepon

メールアドレス alamat Email

かめ kura-kura

(お) しろ (お)城 benteng

おひめさま お姫様 puteri

おどり 踊り menari

そぼ 祖母 nenek (sendiri)

そふ＊ 祖父 kakek (sendiri)

おばあさん＊ nenek (orang lain)

おじいさん＊ kakek (orang lain)

ほんやく 翻訳 penerjemahan

きかい 機械 mesin

きかいこうがく 機械工学 mekanik

なか 仲 hubungan pergaulan antara manusia

(お) てつだい (お) 手伝い bantuan, pertolongan (bentuk sopan)

ほんとう 本当 betul, benar

まいとし 毎年 setiap tahun

まいつき＊ 毎月 setiap bulan

チェックする　Ⅲ memeriksa

おく　Ⅰ 置く menaruh, menempatkan (tempat+に) (benda+
を)

とめる　Ⅱ 止める menghentikan, menyetop (tempat+に)
(kendaraan+を)

すう[たばこを～]　　Ⅰ 吸う  [たばこを～] merokok

けっこんする　Ⅲ 結婚する menikah
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すむ　Ⅰ 住む tinggal, berdiam (tempat+に)

けいえいする　Ⅲ 経営する mengelola, mengurus

しる　Ⅰ 知る mengetahui, mengenal

きく  Ⅰ 聞く menanyakan

たすける　Ⅱ 助ける menolong, membantu

のりかえる　Ⅱ 乗り換える transfer, mengganti (kendaraan+に)

たいしょくする　Ⅲ 退職する pensiun, berhenti bekerja

さわる　Ⅰ 触る menyentuh

いれる  Ⅱ 入れる membuat (kopi)

やく　Ⅰ 焼く membakar, memanggang

もって　くる　Ⅲ 持って　来る membawa (benda)

もって　いく＊　Ⅰ 持って　行く membawa pergi bersama (benda)

やくに　たつ　Ⅰ 役に　立つ berguna

すごい hebat

どうやって bagaimana, dengan cara apa

すぐ segera

もう sudah

あのう ujaran ketika memanggil  seseorang atau
akan bertanya (tanpa menyebut namanya)

わあ wah

しんじゅく 新宿 Shinjuku

うえの 上野 Ueno

ひがしぎんざ 東銀座 Higashi-Ginza

うえのどうぶつえん 上野動物園 Kebun binatang Ueno

こうきょ 皇居 Istana Kaisar

ローラ Laura

モハメド Mohamed

たろう 太郎 Taro

JR JR (Japan Railway)

さくらだいがく さくら大学 Universitas Sakura

ユースホステルへ　ようこそ Selamat datang ke youth hostel

ゆ 湯 air panas (mandi)
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17課

はと merpati

えさ pakan, makanan hewan

いけ 池 kolam

えだ 枝 cabang

せんせい 先生 guru, dokter (panggilan seorang guru atau
dokter)

ぜいきん 税金 pajak

しけん 試験 ujian, tes

さくぶん 作文 karangan, naskah

おうさま 王様 raja

ちゅうがく 中学 SMP

こうこう 高校 SMU

でんげん 電源 power

ファイル fail

アドレス alamat, (alamat Email)

しあい 試合 pertandingan

せん 栓 penutup, sumbat

(お)ゆ (お)湯 air panas

タオル handuk

にさんにち ２、３日 dua tiga hari

なく　Ⅰ 泣く menangis

わらう　Ⅰ 笑う tertawa

おす　Ⅰ 押す mendorong

おこる　Ⅰ 怒る marah

やる　Ⅰ memberi (makanan / sesuatu untuk hewan /
tanaman atau bawahan)

おる　Ⅰ 折る melipat

うんてんする　Ⅲ 運転する mengemudi
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うける  [しけんを～]　Ⅱ 受ける  [試験を～] mengikuti [~ ujian]

ならぶ　Ⅰ 並ぶ mengantre

あやまる　Ⅰ 謝る minta maaf

やる 　Ⅰ melakukan (olahraga dll.  sebutan informal
dari する)

そつぎょうする　Ⅲ 卒業する lulus

きる 　Ⅰ 切る mematikan / memutuskan (daya listrik)

ほぞんする　Ⅲ 保存する menyimpan, melestarikan

そうしんする　Ⅲ 送信する mengirim

さくじょする　Ⅲ 削除する menghapus

とうろくする　Ⅲ 登録する mendaftar

かける　Ⅱ memakai (benda+に) (cairan, serbuk+を)

ぬく　Ⅰ 抜く menarik

でる　Ⅱ 出る pergi, keluar

ある 　Ⅰ ada (penyelenggaraan)

がんばる　Ⅰ 頑張る berusaha keras (bergiat)

むりを　する　Ⅲ 無理を　する memaksa

ない tidak ada (bentuk negatif dari ある)

まだ belum

ぜんぶ 全部 total, semua

さきに 先に mendahului, duluan

もう　すこし もう　少し sedikit lagi

ううん tidak (ucapan secara singkat)

しみんグラウンド 市民グラウンド lapangan masyarakat

おめでとう　ございます。 Selamat.

ないけい ない形 bentuk negatif (ない)
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18課

かぶき 歌舞伎 Kabuki (seni teater tradisional khas Jepang)

ぼんおどり 盆踊り Bon Odori (acara menari bersama yang
dilangsungkan sebagai penutup perayaan
Obon pada musim panas di sekitar kuil
Jepang)

パンフレット brosur

ひっこし 引っ越し pindah (rumah, tempat)

ガス gas

ガスがいしゃ ガス会社 perusahaan gas

すいどう＊ 水道 air leding (air PAM)

ろんぶん 論文 tesis

わすれもの 忘れ物 barang tertinggal / terlupa

こいびと 恋人 kekasih, pacar

なっとう 納豆 natto (kedelai fermentasi sejenis tempe khas
Jepang)

ぞう 象 gajah

あくしゅ 握手 berjabat tangan

ホームステイする　Ⅲ home stay (menginap di keluarga orang untuk
mendapat pengalaman sosial)

さがす　Ⅰ 探す mencari

にづくりする　Ⅲ 荷造りする mengepak

れんらくする　Ⅲ 連絡する kontak, menghubungi

きが　つく　Ⅰ 気が　つく menyadari (sesuatu hal+に)

だす　Ⅰ 出す mengeluarkan, menyerahkan

しっぱいする　Ⅲ 失敗する gagal

わかれる　Ⅱ 別れる berpisah (orang+と)

かんせいする　Ⅲ 完成する menyelesaikan

おもいだす　Ⅰ 思い出す mengingat kembali

たのしみに　する　Ⅲ 楽しみに　する menantikan sesuatu dengan senang hati,
mengharapkan

だいすき[な] 大好き[な] (yang) disukai, favorit

－かい －回  - kali

なんかい　 何回 berapa kali
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どの yang mana (di antara beberapa pilihan)

ぜひ harus (dengan cara apa pun)

やっと akhirnya

えっ eh

～　あとで sesudah ~

いつが　いいですか。 Kapan baik untuk Anda?

いつでも  　いいです。 Kapan pun boleh.

たけい た形 bentuk (た)
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まとめ3

ピザ pizza

せんもんがっこう 専門学校 sekolah kejuruan (Akademi)

カップ cangkir

コーヒーカップ cangkir kopi

フリーマーケット pasar loak

あなた kamu

みつける　Ⅱ 見つける menemukan

ほんとうに 本当に benar-benar
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19課

ちきゅう 地球 bumi (bola dunia)

じんこう 人口 populasi, penduduk

つき 月 bulan

しゅるい 種類 jenis, macam

(お)いしゃ(さん) (お)医者(さん) (pak) dokter

かぜ 風邪 masuk angin

インフルエンザ Influenza

くすり 薬 obat

ようじ 用事 urusan

ぼうねんかい 忘年会 pesta akhir tahun

ミーティング rapat

そうべつかい 送別会 pesta perpisahan

こくさいけっこん 国際結婚 pernikahan internasional

しゅうかん 習慣 kebiasaan

りゅうがく 留学 studi di luar negeri

はれ 晴れ cerah, cuaca cerah

くもり＊ 曇り berawan

もり 森 hutan

かわ 川 sungai

みなと 港 pelabuhan

きもち 気持ち perasaan

ラッシュアワー waktu sibuk / ramai (yang terjadi pada waktu
pergi dan pulang kantor di stasiun kereta)

ベル bel

むかし 昔 dahulu (waktu dulu)

そう begitu (ya, begitu)

おもう　Ⅰ 思う berpikir

ふえる　Ⅱ 増える bertambah, meningkat

へる＊　Ⅰ 減る berkurang, menurun

なくなる　Ⅰ hilang, lenyap

なおる　Ⅰ 治る sembuh
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のむ  [くすりを～]　Ⅰ 飲む  [薬を～] minum [~ obat]

でる　Ⅱ 出る menghadiri (rapat penjelasan+に)

ちがう　Ⅰ 違う berbeda

あるく　Ⅰ 歩く berjalan

みえる　Ⅱ 見える dapat dilihat, terlihat

つかれる　Ⅱ 疲れる lesu, lelah

きびしい 厳しい (guru) yang ketat, kejam

ひつよう[な] 必要[な] (yang) diperlukan

これから dari sekarang

ちょっと sedikit

それに untuk itu

さあ ayo (kata seruan)

～に ついて tentang ~

そうですね。 Ya begitulah.

おだいじに。 お大事に。 Jagalah kesehatan baik-baik. (diucapkan
untuk pasien atau yang menderita)

こんで　います 込んで　います penuh (orang)

ていねいけい 丁寧形 bentuk sopan

ふつうけい 普通形 bentuk biasa
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20課

ひ 火 api

ビル bangunan

きけん 危険 bahaya

うちゅう 宇宙 ruang angkasa

うちゅうステーション 宇宙ステーション stasiun angkasa

ゆめ 夢 mimpi

かがくしゃ 科学者 ilmuwan

じっけん 実験 percobaan

バイオぎじゅつ バイオ技術 bio-teknologi

サンダル sandal

ぼうし 帽子 topi

スカート 　 rok

めがね 眼鏡 kacamata

かみ 紙 kertas

はさみ gunting

Tシャツ kaus oblong

アンケート kuesioner, angket

テーマ tema, topik

うんどう 運動 berolahraga

シート lembaran

その　た その　他 dan lain-lain

こわす　Ⅰ 壊す merusakkan

しらせる　Ⅱ 知らせる menginformasikan, memberitahukan

せっけいする　Ⅲ 設計する merancang, mendesain

うまれる　Ⅱ 生まれる lahir

そだてる　Ⅱ 育てる membina (membesarkan)

かぶる[ぼうしを～]
　Ⅰ

かぶる[帽子を～] memakai [~ topi]

かける[めがねを～]
　Ⅱ

掛ける[眼鏡を～] memakai [~ kacamata]
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する　Ⅲ memakai (dasi)

きめる　Ⅱ 決める menentukan, memutuskan

まとめる　Ⅱ meringkaskan, mengorganisir

―ほん／ぼん／ぽん ―本  - batang (kata bilangan untuk benda
berbentuk batang panjang)

なんぼん＊ 何本 berapa batang

ゆうべ tadi malam

よく sering (berbelanja)

～だけ hanya ~

いじょうです。 以上です。 Sekian, Itu saja. (sudah diungkapkan
semuanya)

まあ。 Nah, (kata sebutan)

いいなあ。 Wah, bagus ya! (dengan perasaan iri)

クイズ kuis

カエサル Kaisar

むらさきしきぶ 紫式部 Murasakishikibu (seorang sastrawan pada
zaman Hei An Jepang)

ナポレオン Napoleon

マリリン･モンロー Marilyn Monroe

ジョン・レノン John Lennon

チャップリン Chaplin

クレオパトラ Cleopatra
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21課

ゆき 雪 salju

ざんぎょう 残業 lembur

びょうき 病気 sakit, penyakit

みち 道 jalan, jalanan

キャッシュカード kartu ATM

こうつう 交通 lalu lintas

じこ 事故 kecelakaan

こうつうじこ 交通事故 kecelakaan lalu lintas

じしん 地震 gempa

たいふう＊ 台風 angin topan

けいさつ 警察 polisi

エンジン mesin

ちょうし 調子 kondisi (badan, mesin dll.)

じゅけんひょう 受験票 kartu izin ikut ujian

あさねぼう 朝寝坊 terlambat bangun pagi (tidur sampai siang
hari)

ラブレター surat cinta

せいせき 成績 nilai (studi dsb.)

おしゃべり mengobrol

ず 図 gambar (bagan)

いえ 家 rumah

ちから 力 tenaga, kekuatan

とし 年 usia, tahun

へび ular

おや 親 orangtua

ふつう 普通 biasa

ツアー wisata

もうしこみ 申し込み lamaran

～しょ ～書 surat ~

もうしこみしょ 申込書 formulir

ちゅうし 中止 pembatalan, penghentian

ふる　Ⅰ 降る jatuh, (hujan/salju) turun

まよう　Ⅰ 迷う tersesat, menyasar (jalan+に)
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なくす　Ⅰ menghilangkan (kehilangan)

あう　Ⅰ 遭う menemui, tertimpa (kecelakaan+に)

おきる　Ⅱ 起きる terjadi (gempa bumi)

わすれる　Ⅱ 忘れる lupa

ひろう　Ⅰ 拾う memungut

たりる　Ⅱ 足りる cukup / memadai

つく　Ⅰ 着く tiba (tempat+に)

とどく　Ⅰ 届く mencapai

さく　Ⅰ 咲く mekar

しょうかいする　Ⅲ 紹介する memperkenalkan

やめる　Ⅱ berhenti

くみたてる　Ⅱ 組み立てる memasang (merangkai)

ふとる　Ⅰ 太る menjadi gemuk

やせる＊　Ⅱ menjadi kerus

おとす　Ⅰ 落とす menjatuhkan

われる　Ⅱ 割れる retak, patah

よう　Ⅰ 酔う mabuk

こわれる　Ⅱ 壊れる pecah, patah, hancur (rusak)

ちゅういする　Ⅲ 注意する memperingatkan, hati-hati

けんかする　Ⅲ berkelahi, bertengkar

すききらいする　Ⅲ 好き嫌いする suka tidak suka

サボる　Ⅰ tidak mengikuti, membolos

わるい 悪い buruk

よわい 弱い lemah

つよい＊ 強い kuat

あまい 甘い tidak tegas (orangtua yang memanjakan)

しあわせ[な] 幸せ[な] senang, gembira

しんぱい[な] 心配[な] cemas, gelisah

－にんのり －人乗り naik / muat untuk ( - orang)

～いか ～以下 kurang dari ~

～いじょう＊ ～以上 lebih dari ~

～までに sampai di, pada ~
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22課

にんぎょう 人形 boneka

ハンカチ saputangan

けいこうとう 蛍光灯 lampu neon

けが luka, cedera

プロジェクター proyektor

ひ 日 hari

とおく 遠く jauh

インターンシップ magang

たのしみ 楽しみ kesenangan

みなさま 皆様 anda sekalian (ungkapan sopan みなさん)

こと hal (soal)

きかい 機会 kesempatan

こちら di sini (ungkapan sopan ここ)

そちら＊ di situ (ungkapan sopan そこ)

あちら＊ di sana (ungkapan sopan あそこ)

くれる　Ⅱ diberikan (untuk oknum yang berkata)

つれて　いく　Ⅰ 連れて　行く mengantar seseorang (pergi ke)

つれて　くる＊　Ⅲ 連れて　来る membawa seseorang (datang ke)

みる　Ⅱ 見る mengecek （AC air condition)

なおす　Ⅰ 直す memperbaiki, membetulkan

とりかえる　Ⅱ 取り替える menukar, mengganti

ごうかくする　Ⅲ 合格する lulus (ujian+に)

わたす　Ⅰ 渡す menyerahkan

つける　Ⅱ menghidupkan, memasangkan

くばる　Ⅰ 配る membagi

うれしい bahagia, senang

この　あいだ この　間 baru-baru ini

53



～けん ～県 Prefektur ~

～と ～都 Metropolis ~

～し ～市 Kota ~

～く ～区 Distrik ~

～さま ～様 bapak, ibu, saudara, saudari ~ (ungkapan
sopan 〜さん)

ごめん。 Maaf. (ungkapan informal すみません)

おせわに　なりました。 お世話に　なりました。 Terima kasih atas kebaikan yang telah anda
berikan kepada saya.

いいえ、こちらこそ。 Tidak, justru saya yang harus -

おげんきで。 お元気で。 Saya harap Anda selalu sehat.

おげんきですか。 お元気ですか。 Apa kabar?

そうでしたね。 Ya, betul.

トルコ Turki

ぶんきょうく 文京区 Bunkyo-ku (distrik Bunkyo)

こいしかわ 小石川 Koishikawa

ながさき（けん） 長崎(県) (Pref.) Nagasaki

うえだし 上田市 Kota Ueda

うえだ 上田 Ueda
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まとめ４

ぼく 僕 Aku (ucapan informal わたし, dipakai untuk
lelaki)

けしゴム 消しゴム penghapus (untuk kertas)

ドア pintu

しょうがっこう 小学校 SD (Sekolah Dasar)

みんな semua orang (semuanya)

こえ 声 suara

ぶん 文 kalimat

おどろく　Ⅰ 驚く terkejut

さびしい 寂しい kesepian

ある～ sesuatu ~

おなじ～ 同じ～  ~ yang sama

～くん ～君 saudara, saudari ~ (ucapan informal 〜さん,
kebanyakan dipakai untuk lelaki)

おめでとう。 Selamat. (memberi salam untuk yang -)

いしだ 石田 Ishida

ゆうた 勇太 Yuta
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巻末

－ぶんの－ －分の　－  - per - (urutannya terbalik, misalnya: ２分の
１=1per2)

おく 億 ratus juta (seratus juta)

－てん－ －点－  - koma -

かず 数 bilangan, angka

じこく 時刻 waktu

ようび 曜日 hari (untuk satuan minggu)

おととし 2 tahun yang lalu

さらいねん 再来年 2 tahun yang akan datang

カレンダー　 kalender

―ねんはん ―年半  - tahun setengah

かぞえかた 数え方 cara menghitung

よびかた 呼び方 cara memanggil

やまだ 山田 Yamada

かたち 形 bentuk

チャート skema, bagan

　　　　　　　　　　　　　翻訳　ＡＢＫ❖公益財団法人アジア学生文化協会❖
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