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インドネシア語 → 日本語 辞書 
-a-  

abadi 永久の/不滅の 
abu 灰 
abu-abu 灰色、灰色の 
AC エアコン 
acara プログラム 
ada ある/いる 
adik 弟、妹 
aduh ウワー/まあ! （驚き） 
Afrika アフリカ 
agung 偉大な 
ahli 専門家 
air 水 
air besar 大便 
air buah ジュース 
air dingin お冷や 
air mata 涙 
air panas お湯 
air putih 真水 
akan ～だろう 
akan ～について 
akhir 終わり(の) 
akhir 終り 
akibat 結果 
aktif 活発な 
alam 自然 
alamat 住所 
alas 土台/基礎 
alat 道具 
alat-alat tulis 文房具 
alih 移す/変える 
alir 流れる 
alur 溝 
amal 行為/善行 
aman 安全 
ambil 取る 
Amérika アメリカ 
Amérika Serikat アメリカ合衆国 
amplop 封筒 
ampun 許し/容赦 
anak 子供 
anak laki-laki 息子 
anak perempuan 娘 
ancam おどす/脅かす 
anéka いろいろな 
anggota 会員 
anggur ブドウ 
angin 風 
angka 数字 
angkat 持ち上げる 
anjing 犬 
antar 同行する 
antara ～の間に 
antibiotika 抗生物質 
apel りんご 
api 火 

apoték/ apotik 薬局 
apung 浮く 
aqua 飲料水(販売品) 
arah 方向/向き 
arsiték 建築家 
arti 意味 
artis 芸術家 
asal 出身 
asal 源/産地 
asam/ kecut すっぱい 
asap 煙 
Asia アジア 
asin しょっぱい 
asing 外国の/珍しい 
asli もとの/本当の 
asma 喘息 
asuransi 保険 
atas 上/～に対して 
atau または 
atur 整える 
Australia オーストラリア 
awal 始め 
awan 雲 
awas 気を付ける/注意する 
ayam 鶏 
-b-  
babat モツ(牛などの) 
babi 豚 
baca 読む 
badan 身体 
badminton バドミントン 
bagai ～のような 
bagaimana どんな/どのように 
bagasi 荷物 
bagasi 手荷物 
bagi ～にとって 
bagi 分ける 
bagus 素晴らしい 
bahagia 幸せな 
bahan 材料 
bahasa 言語 
bahasa Indonesia インドネシア語 
bahasa Inggris 英語 
bahasa Jawa ジャワ語 
bahasa Jepang 日本語 
bahaya 危険 
bahu 肩 
bahwa ～という 
baik 良い 
baik (hati) 良い/善良な 
baju  上着 
baju dalam 下着 
bakal 将来の 
bakar 焼く 
bakat 跡 
balas 答える 
balik 戻る/逆 
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balon 風船 
ban タイヤ 
bandara 空港 
bangkit 立ち上がる 
bangsa 国民/民族 
bangun 起きる 
banjir 洪水 
bank 銀行 
bantal 枕 
bantu 助ける 
banyak 多い 
banyak minyak 脂っこい 
bapak, ayah 父 
barang 品物/もの 
barat 西 
baru 新しい 
basah 濡れた 
batal 中止/無効 
batas 限度/境界 
batu 石 
batuk 咳 
bau 臭う 
bawa 持って行く 
bawah 下 
bawang タマネギ 
bawang merah 赤タマネギ 
bawang putih にんにく 
bayam ほうれん草 
bayar 払う 
bayi 赤ん坊 
bébas 自由な/無料の 
bébék/ itik アヒル 
bécak/ béca ベチャ/輪タク 
béda 違い 
begini このように 
begitu そのように 
bekas 中古の 
bél ベル 
belajar 勉強する 
belakang 背中/ 後ろ 
Belanda オランダ 
belanja 買い物する 
beli 買う 
bélok 曲がる 
belum まだ～しない 
belum kawin/  
 bujang 

独身 

belut うなぎ 
bémo 乗合い三輪自動車 
benar 正しい 
benci 憎む 
bendéra 旗 
bendungan ダム 
bengkak 腫れた 
béngkok 曲がった 
bénsin ガソリン 
bentuk 形 

berangkat  出発する 
berani 勇敢な、勇気ある 
berapa いくら/どのくらい 
beras 米 
beras ketan もち米 
berat 重い 
berawan 曇り 
berdiri 立つ 
beri 与える 
berita ニュース/便り 
beritahu 知らせる 
bersama-sama 一緒に 
bersih 清潔な/きれいな 
bertemu/ ketemu 会う/偶然会う 
beruang クマ 
besar 大きい 
besi 鉄 
bésok 明日 
betis ふくらはぎ 
betul 正確な 
biar ～させて(放って)おく 
biasa いつも/普通 
biaya 費用 
bibir 唇 
bicara 話す 
biji 種 
bikin 作る 
bilang 言う 
binatang 動物 
bingung 当惑する/悩む 
bintang 星 
bioskop 映画館 
bir ビール 
biru 青、青い 
bis バス 
bisa ～できる 
bisik ささやく 
bistik ステーキ 
bocor 漏れる 
bodoh 馬鹿 
bohong うそ 
bola ボール 
boléh ～して良い 
bolpen ボールペン 
bom 爆弾 
bon 伝票 
bongkar 壊す 
borong 買い占め 
boros 浪費する 
bosan 飽きた 
botol ビン 
Brasilia ブラジル 
buah 果物 
buah dada 乳房 
buah-buahan 果物類 
buang 捨てる 
buat ～に/～にとって 
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buat 作る/行う 
buaya ワニ 
bubuk 粉 
bubur おかゆ 
budaya 文化 
budi 知性/理知 
buka 開ける 
bukan ～でない 
bukit 丘 
bukti 証拠 
buku 本 
bulan 月/月 
bulat 球形の 
bulu 体毛 
buluh nadi/ 
 urat nadi 

動脈 

bumbu 調味料 
bumi 地球 
bundar 丸い 
bunga 花 
bungkus 包む 
buntut 尻尾 
bunuh 殺す 
bunyi 音/物音 
buru-buru 急いで 
buruk 悪い 
burung 鳥 
burung dara ハト 
burung hantu フクロウ 
burung kakatua オウム 
burung rajawali 鷲 
busuk 腐った 
buta めくらの 
-c-  
cabai/ cabé  唐辛子 
cabang 枝/支店 
cabut 抜く/引き抜く 
cacing 回虫/ミミズ 
cakap ハンサムな 
calon 候補 
campur 混ぜ合せる 
canda 冗談 
candi 寺院 
cangkir コップ 
cantik 可愛い/綺麗な 
cap スタンプ 
capai 届く 
capai/ capé(k) 疲れる 
capung トンボ 
cara 方法 
cari 探す 
catat 書きとめる 
cegah 抑える/防止する 
celaka 不運 
célana ズボン 
célana dalam パンツ 
célana panjang 長ズボン 

célana pendék 半ズボン 
cemar きたない 
cemas 心配する 
cemburu ねたむ/嫉妬する 
cengkéh 丁字 
cépat 早い 
cérah 快晴 
cérai 別れる/離婚する 
cerét 下痢 
cerita 物語 
cétak 印刷する 
Cina 中国 
cincin 指輪 
cinta 愛する 
cipta 創造する 
cium キス(する) 
coba 試す 
cocok ぴったりの/適した 
coklat 茶、茶色の 
contoh 例/見本 
corét 削除する 
cuaca 天気 
cuaca baik 晴 
cubit つねる 
cuci 洗う 
cucu 孫 
cuka 酢 
cukup 充分な/十分の 
cuma/hanya たった/ほんの 
cumi-cumi いか 
curi 盗む 
curiga 怪しむ 
cuti 休暇(をとる) 
-d-  
dada 胸 
daérah 地域/地方 
daftar 表/登録する 
daftar makanan メニュー 
daging 肉 
daging ayam  鶏肉 
daging babi 豚肉 
daging sapi 牛肉 
dahi 額 
dahulu/dulu 昔、以前 
dalam 深い 
damai 平和 
dana 寄付金/基金 
danau 湖 
dangkal 浅い 
dapat 受け取る/貰う 
dapat ～できる 
dapur 台所 
darah 血 
darat 陸 
dari/ daripada ～から(場所/人) 
dasar 基礎/地 
datang 来る 
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datar 平らな 
daun 葉 
daya 力 
dékat 近い 
delapan ８ 
demam 熱 
demi づつ 
démokrasi 民主主義 
dengan ～と/～で 
dengar 聞く 
depan 前 
derajat 角度 
dérét 列 
désa 村 
detik 秒 
déwasa 成人 
di ～で 
diam 無言の/黙る 
didih (rebus) 煮る 
dikasi 貰う/与えられる 
dikit/ sedikit 少し 
dinding 壁 
dingin 寒い/冷たい 
diplomasi 外交 
diri/ berdiri 自分/立つ 
diskusi 議論 
distribusi 配分 
doa 祈り 
dokter 医者/医師 
dokter gigi 歯医者 
dokumén 文書 
domba/ biri-biri 羊 
dompét 財布 
dong ～よ(言葉を和らげる) 
dorong 押す 
dosa 罪 
dua ２ 
duduk 座る 
duka 悲しみ 
dukungan 指示 
dulu/ duluan 先 
dunia 世界 
duri とげ 
durian ドリアン 
duta 公使 
-e-  
édar 回る 
ékor 尾 
ékspor 輸出 
emas 金 
empat ４ 
empuk やわらかい 
énak おいしい 
énak sekali すごくおいしい 
enam ６ 
Éropa ヨーロッパ 
és 氷 

és campur かき氷 
ésok/ bésok 明日 
-f-  
famili 家族 
fasilitas 便宜/設備 
Filipina フィリピン 
film フィルム/映画 
film/ bioskop 映画 
fiskal 出国税 
flu/ influénsa インフルエンザ 
foto 写真 
-g-  
gabung 束ねる 
gadis 娘 
gado-gado 野菜サラダ 
gaduh 騒がしい 
gagal 失敗する 
gairah 熱情 
gajah 象 
gaji 給与 
gali 掘る 
gambar 絵 
gampang 容易な 
ganggu 悩ます/邪魔する 
ganjil  奇数 
ganti 取りかえる 
gantung つるす 
gara-gara 天災 
garam 塩 
garasi 車庫 
garis 線(を引く) 
garpu フォーク 
garuda ガルーダ(神話の鳥) 
gas ガス 
gatal 痒い 
gedung 建物 
gedung bioskop 映画館 
gedung olahraga 体育館 
gedung sandiwara 劇場 
gelap 暗い 
gelas グラス 
geli くすぐったい 
gembira 楽しい 
gempa (bumi) 地震 
gemuk 太った 
gerak 動く 
gergaji のこぎり 
gerimis 小雨 
gésér ずらす 
gigi 歯 
gigil  震える 
gigit 噛む 
gila きちがい 
gilling 挽く/粉にする 
gitar ギター 
golf ゴルフ 
goncang 振る 
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goréng 揚げる、炒める 
gosok こする/磨く 
goyang ふらつく/ぐらつく 
gratis ただの(無料) 
gua/ goa 洞窟 
gubernur 知事 
gudang 倉庫 
gula 砂糖 
gulai/ gulé グレ(カレースープ) 
guling 転がる 
guna 使用/意図 
gunting はさみ 
guntur/ guruh 雷 
gunung 山 
gunung api 火山 
guru 先生、教師 
-h-  
habis ない 
hadap 向く 
hadiah 賞品 
hadir 出席する 
hak 権利 
hakim 裁判する 
hal 事柄 
halal 許された 
halaman 庭/ページ 
hamil 妊娠 
hampir ほとんど 
hancur 粉砕した/破砕した 
handuk タオル 
hangat 熱い/温かい 
hantu 幽霊/お化け 
hapus 消える 
harap 望む 
harga 値段/価格 
hari 日（曜日） 
hari ini 今日 
harimau とら 
harta 財産/富 
harum かぐわしい 
harus すべきである 
hasil 成果/結果 
hati 心/気を付ける/肝臓 
haus のどが渇いた 
hébat 凄い 
hélai 枚 
hémat 節約 
hendak ～したい 
henti/ berhenti 止まる 
héran 驚く 
hidang もてなす 
hidung 鼻 
hidup 生きる 
hijau 緑、緑の 
hilang 失う/紛失する 
hindar 避ける 
hingga まで 

hitam 黒、黒い 
hitung 計算 
hiu 鮫 
hormat 尊敬 
hotel ホテル 
hubung つながる 
hujan 雨 
hukum 法律 
huni 住む 
hutan 森 
hutang/ utang 負債 
-i-  
ialah ～である 
iblis 悪魔 
ibu 母 
ijin/ izin 許し 
ikan 魚 
ikan bakar 焼き魚 
ikan laut 海水魚 
ikan mas 鯉 
ikan rebus 煮魚 
ikat 結ぶ/縛る 
iklan 広告 
iklim 気候 
ikut 行く/従う 
ilmu 知識/学問 
indah 美しい 
India インド 
Indonesia インドネシア 
industri 工業 
ingat 覚えている 
Inggris イギリス 
ingin 望む/したい 
ingkar 否定する 
ingus 鼻水 
ini これ 
insidén 事件 
intan ダイヤ 
invéstasi 投資 
invitasi 招待 
Irak イラク 
Iran イラン 
iring 連続する 
isi 中身 
isteri/ istri 妻 
istiméwa 特別な 
istirahat 休む(休息する) 
Italia イタリア 
itu それ 
izin 許し/許可 
-j-  
jabat 勤める 
jabatan 職/職務 
jadi ～になる 
jadi それで/故に 
jaga 見張る 
jagung とうもろこし 
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jahat 悪い/邪悪な 
jahé  しょうが 
jahit 縫う 
jakét ジャケット 
jala 網 
jalan 道/道路/歩く 
jalan-jalan 散歩(する) 
jalan raya 大通り 
jalan tol 高速道路 
jam 時、時間 
jam 時計 
jam karet 時間が守られない(ゴムのような時間) 
jam tangan 腕時計 
jaman (zaman) 時代 
jamin 保証 
jamu 薬草、漢方薬(ジャワ) 
jamur カビ/キノコ 
jangan ～するな/～してはダメ 
janggut あご髭 
jangkit 広がる(病気･火) 
janji 約束 
jantung 心臓 
jari 指 
jarum 針 
jas 上着 
jasa 功績 
jatuh 倒れる/落ちる 
jauh 遠い 
jawab 答え(る) 
jelas はっきりした 
jelék 醜い、ひどい 
jembatan 橋 
jemput 迎えに行く 
jéndéra 窓 
jénderal 将軍 
jéngkél 怒る 
jénis 類/種類 
Jepang 日本 
jepit 挟む 
jerit 叫び 
Jérman ドイツ 
jeruk みかん 
jeruk nipis レモン 
jika もし 
jinjing 運ぶ 
jiwa 魂/霊 
jodo/ jodoh つれあい/夫婦 
jual 売る 
juara チャンピオン 
judo 柔道 
juga ～もまた/同様に 
jumlah 合計/総計 
jumpa 会う/出会う 
juru 専門家 
jururawat 看護婦 
juta 百万 
-k-  

kabar 便り 
kabinét 内閣 
kabur かすんだ 
kabut 霧 
kaca ガラス/鏡 
kaca mata 眼鏡 
kacang 豆、ピーナッツ 
kacang panjang いんげん 
kacang tanah ピーナッツ 
kacau 混乱した 
kacoa/ coro ゴキブリ 
kadang-kadang 時  々
kain 布 
kait かぎ/フック 
kakak 兄、姉 
kakap 鯛 
kakatua/  
 kakaktua 

オウム(冠羽のある) 

kakék 祖父 
kaki 脚/足 
kalah 負ける 
kalajénking サソリ 
kalau もし/もしも 
kali 倍/掛ける 
kali 川 
kamar 部屋 
kamar kucil トイレ 
kamar makan 食堂 
kamar mandi 浴室 
kamar tidur 寝室 
kambing 山羊 
kambuh 病気が再発する 
kampung 田舎/村 
kamus 辞書 
Kanada カナダ 
kanan 右 
kancing ボタン 
kanker 癌 
kantong ポケット 
kantor 事務所 
kantor polisi 警察署 
kantor pos 郵便局 
kantor telepon 電話局 
kapal 船 
kapan いつ 
kapas 綿 
kaptén 船長 
kapuk カポック/木綿 
karam 難破/沈没 
karang 珊瑚 
karaté  空手 
karcis 切符 
karena ～なので 
karét ゴム 
kartu カード 
karya/ karyawan 仕事/会社員 
kas 現金 
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kasar 荒れた/粗雑な 
kasét カセット(テープ) 
kasi 与える 
kasih 愛情/同情 
kasihan かわいそう 
kata 言葉/語 
katun  綿(布) 
kaus kaki/ kaos 靴下 
kawan 仲間 
kawat 針金 
kawin 結婚(する) 
kaya 裕福な/金持の 
kayu 木材 
ke ～へ(場所) 
kebun 庭園/菜園 
kebun binatang 動物園 
kebun bunga 植物園 
kécap (asin) しょうゆ 
kécap manis 甘口しょうゆ 
kecéwa がっかりする 
kecil 小さい 
kecuali 除いて 
kecut 酸っぱい 
kedutaan 大使館 
kéju チーズ 
kekasih 恋人 
kelapa ココナツ 
kelas/ klas クラス/等級 
keliling 歩きまわる 
kelinci うさぎ 
keliru 誤り 
keluar 出る/外に出る 
keluarga 家族 
keluh 溜息をつく/嘆く 
kemarin 昨日 
kembali 戻る 
kembang 花(が咲く) 
kemudian 後で 
kena 触る/当る 
kenal 知っている 
kenang 思い出す 
kenang-kenangan 記念品 
kencing 尿、小便 
kencing manis 糖尿病 
kendara 乗る 
kendaraan 乗り物 
kentang じゃがいも 
kentut 放屁 
kenyang 腹いっぱいの 
kepada ～へ(人) 
kepala 頭 
kepiting かに 
kerang 貝 
keras 硬い 
kerbau 水牛 
keréta 汽車 
kerikil 砂利 

kering 乾いた 
keringat 汗 
keriting 巻毛の/パーマの 
kerja 仕事 
kertas 紙 
kesah 溜息 
kesempatan 機会 
ketawa 笑う 
ketemu 会う(偶然に) 
ketika 時/～した時 
ketinggalan  忘れ物 
khusus 特別な/特殊な 
kiblat メッカの方向 
kijang しか 
kikir ヤスリ 
kipas うちわ 
kipas angin 扇風機 
kira 推測する 
kira-kira おおよそ/大体 
kiri 左 
kirim 送る 
klasifikasi 分類/区分 
klinik 診療所 
kocok 振る/混ぜる 
kodok カエル 
koki/ tukang masak 調理師 
kolam 池/溜池 
komédi/ komidi 喜劇 
komét 彗星 
komik 漫画 
kompas 羅針盤/コンパス 
komplék/ kompléks 複合の/総合ビル 
komplét 完全な 
komputer コンピューター 
komunikasi 伝達/連絡 
konformasi 確認 
konstan 一定の 
konstruksi 建設 
konsul 領事 
konsulat 領事館 
kontan 現金 
kontés コンテスト 
kontrol 管理する 
kontrak 契約 
kopi コーヒー 
kopi manis 砂糖入りコーヒー 
kopi pahit ブラックコーヒー 
kopi susu ミルクコーヒー 
koral 珊瑚 
koran/ 
  surat kabar 

新聞 

korban 犠牲者 
korden カーテン 
korék api マッチ 
kosong 空の 
kota 町 
kotak 箱 
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kotor 汚れた 
krisis 危機 
Kristen キリスト教 
kritis 危険な 
kuala 河口 
kuap/ menguap あくび(をする) 
kuasa 力/権力 
kuat 強い 
kuatir/ kawatir/ 
khawatir 

心配する 

kucing 猫 
kuda 馬 
kué 菓子 
kuku 爪 
kukur 掻く 
kukus (rebus) 蒸す 
kulit 皮膚 
kulkas/ lemari es 冷蔵庫 
kumis 口髭 
kumpul 集まる/集める 
kumur うがい(をする) 
kunci 鍵 
kuning 黄、黄色い 
kunjung 訪問する 
kuno 古い 
kupas 皮をむく/剥がす 
kupu-kupu チョウ 
kura-kura かめ 
kurang 足りない 
kurs 交換レート/為替相場 
kursi 椅子 
kurus やせた 
kwalitas 質 
kwitansi 領収書 
-l-  
laba 利益 
laba-laba クモ 
lagi もっと/また 
lagu 曲/歌 
lahir 生れる 
lain 他の 
laki-laki 男 
laksana 性質/～のような 
laku 行為 
laku/ berlaku 有効な(である) 
lalat ハエ 
lalu/ terlalu 過ぎる(前の)/非常に 
lama 古い/長い(時間) 
lama-lama だんだん 
lamar 求婚する 
lambat 遅い 
lampu 電球/ランプ 
lancar 順調に 
langit 空 
langkah 歩み/歩幅 
langsing すらっとした 
langsung 直接 

lanjut 続く(続ける) 
lantai 床/階 
lapang 広い 
lapangan 広場/コート 
lapar お腹がすく 
lapis 層 
lapor 報告する 
larang 禁ずる 
lari 走る 
latih 練習する 
laut 海 
lawan 相手/敵 
layang 仕える 
layang(-layang) 飛ぶ(凧) 
layar 帆 
layu しぼんだ/しおれた 
layuh しびれた 
lebah ハチ 
lebih もっと/より多くの 
ledak 爆発する 
léher 首 
lekas 早く 
lekat 貼る/付着する 
lélé ナマズ 
lém 糊 
lemah 弱い 
lemak 脂肪 
lemari dinding 食器棚 
lemari pakaian 洋服タンス 
lembar 枚/ページ 
lémpar 投げる 
lempung 粘土 
lemuru/ sardén 鰯 
léngah 不注意 
lengan 腕 
lengkap 完全な 
lepas 自由な/放す 
léréng 斜面 
lés レッスン 
letak 位置/置く 
letus 噴火(爆発)する 
léwat 経由で/過ぎる 
libur 休み/休暇 
licin 滑りやすい 
lidah 舌 
lihat 見る 
lilin ろうそく 
lima ５ 
lindung 隠れる/守る 
lintas 通過する 
lipat 折る 
listrik 電気 
lolos 抜ける 
lomba 競争/コンテスト 
lomba-lomba イルカ 
lombok 唐辛子 
lompat 飛ぶ/飛び跳ねる 
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loncat 飛ぶ/跳ねる 
longsor 滑る 
lorot 下がる/落ちる 
losmen 宿屋/安ホテル 
luar 外/外側 
luas 広い 
lubang 穴 
lucu おかしい 
luka 傷(つける) 
lulus 合格する 
lumayan ほどよい/まあまあの 
lumpur 泥 
lunak 軟らかい 
lupa 忘れる 
lurus 真直ぐ 
lusa あさって/明後日 
lutut ひざ 
-m-  
maaf 許し/ごめんなさい 
mabuk 酔う 
macam 種類 
macam-macam いろいろな 
macét 動かない/渋滞する 
madu 蜂蜜 
maha 大きな/偉大な 
mahaguru 教授 
mahal 高い（値段） 
mahasiswa/-wi 大学生 男/女 
mahir 熟練した 
ma(h)kota  王冠（王者） 
main 遊ぶ 
maju 進む 
maka/ makanya それで/だから 
makam 墓 
makan 食べる 
makanan 食べ物 
makin/ semakin 益  々
maksimum 最大限 
maksud 目的/意図 
malam 夜 
malas 怠けた/怠惰な 
Malaysia マレーシア 
malu 恥ずかしい 
mampu できる/能力ある 
mana どちら/どの/どこ 
mancing 釣り 
mandi 水浴びする 
manfaat 効用/有益 
mangga マンゴー 
manggis マンゴスティン 
mangkok おわん，鉢 
manis 甘い/愛らしい/可愛い 
manja 甘やかされた 
mantan 前の/元の 
manusia 人間 
marah 怒る 
mari さあ/～しよう 

masa 時/時代 
masa depan 将来 
masa/ masak まさか/あり得ない 
masak 料理する 
masalah 問題 
masih まだ 
masing-masing おのおの 
masjid モスク 
massa 大衆 
masuk 入る 
masuk angin 風邪 
masyarakat 社会 
mata 目 
matahari 太陽 
matang 熟した/良く焼いた 
mati 死ぬ 
mau 望む/～したい 
maupun たとえ～でも 
méja 机 
melati ジャスミン 
mémang もちろん 
menang 勝つ 
menantu 養子 
menarik 面白い 
mengapa 何故 
mengerti 判る 
meninggal (tinggal) 死ぬ 
menit 分 
mentah 未熟の/生の 
mentéga バター 
menteri 大臣 
mérah 赤、赤い 
merdéka 独立 
merica 胡椒 
mertua 親（義理の） 
més/ méss 宿舎 
mesin 機械 
mesin cuci 洗濯機 
Mésir エジプト 
meskipun けれども/～にかかわらず 
mésra 親しい 
méter メートル 
métode 方法 
mi (mie) 麺 
mi goreng 焼きそば 
mi kua ラーメン 
milik 財産/所有 
mimpi 夢見る 
minggu 週 
minimum 最小限 
minta 頼む 
minum 飲む 
minuman 飲み物 
minyak 油 
miring 傾く 
misal/ misalnya 例/例えば 
miskin 貧しい 
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mobil 自動車 
modal 資本 
moga/ semoga ～するように 
mohon 願う 
monyét さる 
motor モーター 
muat 含む 
muda 若い/薄い（色の） 
mudah 易しい/容易な 
muka 前/顔 
mula(i) 始め(る) 
mulia 高貴な 
mulut 口 
muncul 現われる 
mundur 戻る 
mungkin おそらく/多分 
muntah 嘔吐/吐く 
murah 安い 
musik 音楽 
musik jazz ジャズ 
musik klasik クラシック音楽 
musik populer ポピュラー音楽 
musikus 音楽家 
musim 季節 
musim dingin 冬 
musim hujan 雨季 
musim kemarau 乾季 
musim panas 夏 
musim rontok 秋 
musim semi 春 
musium 博物館 
mutiara 真珠 
-n-  
nah ねえ/なあ/やあ 
naik 上がる/登る 
nakal いたずらな/腕白な 
nama 名前 
namun どんなに～でも/けれども 
nanah うみ 
nanas パイナップル 
nanti 後で 
napas/ nafas 息 
nasi 御飯 
nasi goreng 焼き飯 
nasib 運命 
negara 国家/国 
negeri 国/国土 
nelayan 漁師 
nénék 祖母 
niaga 貿易 
nikah 結婚(する) 
nikmat 快適な/楽しむ 
nilai 価値 
nomor 数 
nona お嬢さん 
nonton/ tonton 見学する/じっと見る 
normal 普通の 

nota 覚え書/勘定書 
novél 小説 
nusa 島 
nyala 炎/燃える 
nyamuk 蚊 
nyanyi 歌う 
nyanyian 歌 
nyata 明らかな 
nyawa 命/生命 
nyonya 奥さん/夫人 
nyunyut べとべとした 
-o-  
obat 薬 
obat dalam 内服薬 
obat gosok 塗り薬 
obat luar 外用薬 
obéng ドライバー 
Océania オセアニア 
olahraga スポーツ 
oléh ～によって 
oléh-oléh 土産 
ombak 波 
omong 話す/喋る 
ongkos 費用 
operasi 手術 
optimis 楽天家(楽観的) 
optimum 最適の/最善の 
orang 人、人間 
orang tua 両親 
order 注文 
oriéntasi 適応/ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
orkés/ orkéstra 楽団/オーケストラ 
otak 脳 
otomatis 自動の 
-p-  
pabrik/ paberik 工場 
pacar 恋人 
pada ～に 
padahal ところが/実際は 
padang 野原 
padat 詰まった/密集した 
padi 稲 
padu 硬い/固まった 
pagi 朝 
pagi-pagi 早朝 
paha もも 
paham 認識/理解 
pahat のみ(彫るための) 
pahit 苦い 
pajak 税金 
pak 包み 
pak  親父/～さん 
pakai 用いる/使う/着る 
pakaian 衣服 
pakét 小包 
paksa 強制(する) 
paku くぎ 
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paling 最も 
palsu 偽の 
palu かなづち 
paman おじさん 
panas 暑い/熱い 
pandai 賢い/利口な 
pandang 眺める 
panén 収穫 
pangan 食糧 
panggang 焼く(オーブンで) 
panggil 呼ぶ 
panggul わき腹 
pangkas 散髪 
panjang 長い 
pantai 海岸 
pantas 相応な 
pariwisata 観光 
partai 政党 
paru-paru 肺 
pas 丁度/ぴったり 
pasang 取付ける/据え付ける 
pasar 市場 
pasar ikan 魚市 
pasar pagi 朝市 
pasién 患者 
pasir 砂 
paspor パスポート 
pasti 明確な/確実な 
patah 折る/壊れた/折れた 
patok ポール/杭 
patung 像/彫像 
payung 傘 
pecah 割れた/粉々になった 
pédas 辛い 
pedih ヒリヒリ/ズキズキする 
pegang 掴む/握る 
pekerjaan 職業 
pelabuhan 港 
pelan-pelan ゆっくり（やる） 
pelangi 虹 
pelihara 世話する/面倒をみる 
peluk 抱く 
pemain 俳優 
pemakaman 葬式  
pemilu 総選挙 
pemuda 青年、若者 
pén/ péna ペン 
pencuri 泥棒 
péndek 短い 
pénsiun 年金/退職する 
penting 重要な 
penuh いっぱいの/満ちた 
penulis 作家 
penyakit 病気 
penyakit jantung 心臓病 
penyanyi 歌手 
papaya/pepaya パパイヤ 

perahu 舟 
pérak 銀 
perang 戦争 
perangko/ prangko 切手 
percakapan 会話 
percaya 信じる/信用する 
perceraian 離婚 
perempuan 女 
pérgi 行く 
periksa 調査(する) 
perintah/ pemerintah 命令/政府 
peristiwa 事件/出来事 
perjalanan 旅行 
perlu 必要な 
permai 美しい 
permisi 失礼します 
pernah かつて 
persegi 四角い 
pertama 初め(の)/最初 
perut 胃/腹 
pesan 注文/指図 
pesawat 飛行機 
pésta 宴会/祝宴 
péta 地図 
petani 農夫 
piala 優勝カップ 
piano ピアノ 
pihak 側 
pikir 考える 
pilih/ pemilihan 選ぶ/選挙 
pilot パイロット 
pimpin/ pemimpin 指導する/指導者 
pindah 移る 
pinggang 腰 
pinggir 端/脇 
pinggul 尻 
pinjam 借りる 
pintar 利口な 
pintu ドア 
pipa パイプ 
pipi ほお 
piring 皿 
pisah 別れる/分ける 
pisang バナナ 
pisau ナイフ/包丁 
pohon 木 
pokok 主要な 
polisi 警察/警官 
pompa ポンプ 
pondok 小屋/小別荘 
pos 郵便 
posisi 地位 
pot ポット 
potlot/pinsil 鉛筆 
potong 切る 
potrét 写真 
prakték/ praktik 実施する 
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Prancis フランス 
présidén 大統領/実業家 
pria 男性、男子 
pribadi 個人の 
pribumi 原住民 
prioritas 優先 
produksi 生産 
profésor 教授 
proyék プロジェクト 
puas 満足する/満足な 
puasa/Ramadhan 断食 
pukul 打つ/叩く 
pulang 帰る 
pulau 島 
pulpen 万年筆 
pun も/また 
puncak 頂上 
punya ある/持っている 
pupuk 肥料 
pura-pura ふりをする 
puri 城/礼拝所(バリ) 
pusat へそ/中心 
pusat pertokoan ショッピングｾﾝﾀ  ー
pusing 悩ます/頭痛 
putar 巡る/巡回する 
putih 白、白い 
putra/ putera 王子/お坊ちゃん 
putri/ puteri 王女/お嬢ちゃん 
putus 切れる 
-r-  
racun 毒 
radang perut 胃炎 
radio ラジオ 
ragu-ragu 迷う/ためらう 
rahang/ dagu あご 
rahasia 秘密 
raja 王 
rajin 勤勉な 
rakyat 庶民/大衆 
ramai 混んだ/賑やかな 
rambut 髪の毛、頭髪 
rambutan ランブータン 
rampas 奪う 
rampok 強盗/略奪(する) 
rapat 会議 
rasa/ merasa 感じ(る) 
rata 平らな 
rata-rata 平均の 
ratu 女王 
ratus 百 
raya 偉大な/大きな 
réaksi 反応/反響 
rebus ゆでる 
rebut 奪い取る/強奪する 
rém ブレーキ 
remaja 青年 
renang 泳ぐ/水泳 

rencana 計画/予定 
réndah 低い/背の低い 
resmi 公式の/正式の 
réstoran レストラン 
riang 陽気な 
ribu 千 
rimba 森林 
rindu 愛しく思う 
ringan 軽い 
roda 車輪 
rokok タバコ 
roman 小説 
rotan 籐 
roti パン 
ruang 間隔 
rugi 損失 
rumah 家 
rumah sakit 病院 
rumput 草 
rumput laut 海草 
rupa 形/外形 
rusak 壊れた 
rusuh 不穏な 
-s-  
saat 時 
sabar 耐える/我慢する 
sabun せっけん 
sadar 知っている 
saja ～だけ/単に 
sakit gigi 歯痛 
sakit kepala 頭痛 
saksi 証人 
sakti 超自然の 
salah 間違った/誤り 
salak サラッ(ク) 
salam あいさつ 
saling 相互に 
salju 雪 
salur 流し出す/溝 
sama 同じ 
sambal チリソース/サンバル 
sambil ～しながら/～の間に 
sambung 続く/繋がる 
sampah ゴミ/生ゴミ 
sampai ～まで 
sampai 着く 
samping 脇 
sana あそこ 
sandal サンダル 
sandiwara 劇/芝居 
sangat たいへん/非常に 
sangga 支柱/支え 
sangka 推定(する) 
santai くつろいだ/ﾘﾗｯｸｽの 
santan ココナツミルク 
sapi 牛 
sapu ほうき/掃く 
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sapu tangan ハンカチ 
sarapan 朝食 
saring 濾す/濾過する 
sarung サロン(腰に巻く布) 
saté  串焼き 
saté ayam 焼き鳥 
saté kambing 山羊肉串焼き 
satu １ 
saudara 兄弟 
sawah 水田 
sayang 可哀相に思う 
sayap つばさ 
sayat 薄く切る 
sayur 野菜 
SD 小学校 
sebab 原因/理由 
sebagai ～のように/～として 
sebelas １１ 
sebut/ tersebut 述べる/述べられた 
sedang ～している 
sedang 中間の/適度の 
sederhana 簡素な 
sedia 準備された 
sedih 悲しい 
sedikit 少し/少ない 
segala 全て 
segar 爽快な/新鮮な 
segera 直ぐに 
segi かど/角 
segitiga 三角の 
séhat 健康な 
sejarah 歴史 
sejati 本物の 
sejuk 涼しい 
sekali 非常に/とても 
sekali/ sekalian 一度/一度に(全部) 
sekaligus 皆同時に 
sekalipun たとえ～でも 
sekarang 今、現在 
sekitar 周囲/およそ 
sekolah 学校 
sékretaris 秘書 
selain ～の他に/～を除いて 
selalu いつも/常に 
selam 潜る 
selamat 安全/挨拶(祝福)語 
selat 海峡 
selatan 南 
selesai 終る/完了する 
selimut 毛布 
seluruh 全て/全体 
semangka すいか 
sembahyang 祈り 
sembarang 何でも/特別でない 
sembilan ９ 
sembuh 治る/回復する 
sembunyi 隠れる 

sementara しばらく 
sempat 機会がある 
sempit 狭い/きつい 
semprot (殺虫剤を)散布する 
sempurna 完全な/完成した 
semua 全て/全部 
semut アリ 
senam 体操 
senang うれしい 
sendiri 自ら/ひとりで 
séndok スプーン 
seni 芸術 
seni lukis 絵画 
seni pahat 彫刻 
senjata 武器 
séntral 中央の 
senyum 微笑む 
sépak 蹴る 
sépak bola サッカー 
separoh 半分（量） 
sepatu 靴 
sepéda 自転車 
sepéda motor オートバイ 
seperti ～のよう 
sepi 淋しい 
sepuluh １０ 
sepupu いとこ 
serah/ terserah 身を任せる/責任で(～次第で) 
serang 攻撃する 
serangan jantung 心臓発作 
serbu 襲撃する 
sering しばしば 
serta 共に/及び/伴う 
sesuai 適切の/ピッタリの 
setelah ～の後に 
setengah  半分（長さ･時間） 
setengah matang  半熟の/半焼きの 
seterika/ setrika アイロン 
setia 忠実な 
setiap/ tiap 毎～/～ごと 
setiap waktu いつでも 
setip 消しゴム 
setop/ stop 停止 
setuju (tuju) 賛成(する) 
séwa 賃借りする 
siang 昼 
siap 用意ができた 
siapa 誰 
sibuk 忙しい/話中の 
sidang 会議/会合 
sifat 特性/特色 
sikap 姿勢/態度 
sikat ブラシ 
sikat gigi 歯ブラシ 
siku ひじ 
silakan どうぞ 
silam （日が）沈む 
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simpan 保存する/しまう 
sinar 光線 
singa ライオン 
singkap ベールを取る/漏らす 
singkat 簡潔な/短い 
singkong/ ubi タピオカいも 
sini ここ 
sirsak シルサッ(ク) 
sisa 残りの/余りの 
sisi 側/横 
sisir くし 
sistém 組織/体系 
siswa 学生 
situ そこ 
ski スキー 
SMA 高等学校 
SMP 中学校 
soal 問題 
sobék 破る 
solar 軽油/ディーゼル油 
sombong 横柄な 
sopir 運転手 
sore 夕方 
soto ayam チキンスープ 
soto/ sup スープ 
sotong/  
ikan mangsi 

いか(紋甲イカ) 

Spanyol スペイン 
spésial 特別の 
stabil 安定した 
stadion スタジアム 
standar 基準 
stasiun 駅 
studi 勉学/勉強 
suami 夫 
suara 声/音 
suasana 環境/雰囲気 
suatu ある 
sudah 既に/終った 
suhu 気温 
suka 好きである/好む 
sukar 難しい/困難な 
suku 四分の一/種族 
suling 笛/汽笛 
sulit 難しい/理解しにくい 
sumber 源泉/水源 
sumpah 誓い/宣誓 
sumpit 箸 
sumur 井戸 
sungai 川 
sungguh 本当の/真実の 
suntik 注射 
sunyi 孤独な/閑静な 
supaya ～するように 
surat 手紙 
surat kabar 新聞 
suruh 命令する 

susah 厄介な/面倒な/難しい 
susu ミルク、牛乳 
susul 付いて行く/従う 
sutera シルク/絹 
swasta 民間の 
syaraf 神経 
syarat 条件 
syukur 感謝(する) 
-t-  
tabrak 衝突する 
tadi 今しがた/先ほど 
tahan 耐える/長持ちする 
tahu 知っている/知る 
tahun 年 
tajam 鋭い 
tak ～でない(tidakの省略形) 
taksi タクシー 
takut 恐れる/心配する 
tali ひも/綱/ロープ 
taman 庭園/公園 
tambah 加える/足す 
tampak 現れる/見える 
tampil 前に進む/前に出る 
tamu 客/来客 
tanah 土 
tanam 植える/(種を)蒔く 
tanda 印/記号/合図 
tandatangan 署名/サイン 
tang ペンチ 
tangan 手 
tangga 階段/梯子 
tanggal 日（暦日） 
tanggung 耐える/保証する 
tanggung-jawab 責任(を持つ) 
tangis(menangis) 泣く 
tangkap 捕える 
tani(petani)/  
  pertanian 

農民/農業 

tanjung 岬 
tanpa ～なしで 
tanya 尋ねる 
tarif/ tarip 料金表 
tarik 引く 
taruh 賭ける 
tas カバン 
tas tangan ハンドバッグ 
tata 規則(～法)/整理する 
tauco みそ 
tawar 味のない/味付しない 
tawar 値切る 
tawon 蜂 
tébar 厚い 
tebu さとうきび 
tegas はっきりした/明らかな 
teguh 堅い/しっかりした 
téh   紅茶 
téh tawar 砂糖入り紅茶 
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tekan 押さえる 
telah 既に 
telanjang 裸 
télégram 電報 
télépon 電話 
télévisi (TV) テレビ 
telinga 耳 
teluk 湾 
telur 卵 
telur mata sapi 目玉焼き 
telur rebus ゆで卵 
teman 友達 
témbak 撃つ/シュートする 
tembus 穴をあける 
témpat 場所 
témpat tidur ベッド 
témpél 貼る/貼り付ける 
témpo 時/期限 
tenaga 力/エネルギー 
tenang 静かな 
tengah 真中/中央 
tenggelam 沈む 
tenggorokan 喉 
ténis テニス 
tentang 反対側の/～に関して 
tentara 軍隊 
tentu 明確な/確実な 
tepat 正確な/ぴったりの 
tepi 岸/端 
tepung 粉/粉末 
terang 明るい 
terbang 飛ぶ 
terbit 昇る/起こる/現れる 
tergantung  
 (gantung) 

依存する 

tergesa-gesa 急いで 
terima 受け取る 
terjun 飛び降りる 
terlalu 非常に 
terlalu manis 甘過ぎる 
terserah (～に)任せる(～次第である) 
tertawa 笑う 
terus まっすぐ/ずっと 
tetap 不変の/一定の 
tetapi/ tapi しかし 
téwas 死ぬ/殺害される 
Thai タイ 
tiba 着く 
tiba-tiba 急に/突然 
tidak/ nggak ～でない 
tidur 寝る 
tiga ３ 
tikus ネズミ 
timbang 重さを量る 
timbun 積み重ね/埋める 
timur 東 
tinggal 住む/残っている 

tinggi 高い/背の高い 
tingkat 階/段階 
tinju ボクシング 
tinta インク 
tipis 薄い 
titik しずく/一滴/点 
tiup 吹く 
toko 店 
toko buku 書店 
toko oleh-oleh 土産物店 
tokoh 形(外観)/名士 
tolak 押す/拒絶する 
tolong 助ける/どうぞ 
tomat トマト 
tombol 取っ手/押しボタン 
tongkol 鰹 
tonton/ (me)nonton 見る/見物する 
topan 台風 
topéng 面 
topi 帽子 
total 合計 
transmigrasi 移住 
transpor 輸送 
tua 老いた/濃い（色の） 
tubuh 体/身体 
tugas/ petugas 義務/職員 
Tuhan 神 
tuju 向かう/目的とする 
tujuan (tuju) 目的/行先 
tujuh ７ 
tukar 交換する 
tulang 骨 
tulis 書く 
tumbang 倒れる 
tumbuh 生える/芽が出る 
tumpang/  
 penumpang 

乗る/ 乗客 

tunai 現金 
tunda 延期(する) 
tunggu 待つ 
tuntut 要求する/請求する 
Turki トルコ 
turun 下りる/下る/降りる 
tustél/ kaméra カメラ 
tusuk/ menusuk ピン/突き刺す 
tutup 閉める 
-u-  
uang 金/金銭 
uap/ menguap 蒸発(する) 
ubah 相違/違い 
ubi いも類(カッサバなど) 
ucap 言う/話す 
udang えび 
udara 空気 
uji/ ujian 試す/試験 
ujung 先/先端 
ukur 測る/計る 
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ukuran 測り/サイズ 
ulang 繰り返す 
ular 蛇 
ulat いもむし 
umum 全体の/公共の 
umur 年/年齢 
undang 招待する 
unggul 優れた 
univérsitas 大学（総合） 
untuk ～のため/～の目的で 
untung 運(幸運)/利益 
upacara 式典 
upah 給与/賃金 
upaya 頑張り/手段 
urat darah halus 静脈 
urus 手配(準備)する 
usah= tidak usah 必要ない 
usaha 努力/尽力 
usia 年/年齢 
usul 提案 
usus 内臓 
utama 卓越した/最も重要な 
utang 借金/負債 
utara 北 
-v-  
vitamin ビタミン 
-w-  
wajar 自然の/適切な 
wajib 義務的な/必須の 
wakil 代表/代理(副～) 
waktu 時、時間 
walau(pun) ～けれども 
wali 保護者/長(頭) 
wali kota 市長 
wangi よい香りの 
wanita 女性 
warga 構成員/一員 
warna 色 
warta 報告/報道 
warta berita ニュース 
wartawan ジャーナリスト 
warung 小さな店/屋台(露店) 
waspada 用心深い/用心して 
wawancara 会見/インタビュー 
wayang 影芝居/操り人形 
wijaya 勝利 
wisata 観光 
wisma ビル(公的ビル) 
wortel ニンジン 
-y-  
ya はい/わかった/やあ 
yah さて/それで 
yaitu すなわち 
yakin 確信する 
yang ～の 
yayasan 財団/協会 
-z-  

zaman (jaman) 時代 
zamrud エメラルド 
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日本語 → インドネシア語 辞書 

～から dari/ daripada 
～けれども walau(pun) 
～させて(放って)おく biar 
～したい mau/ ingin/ hendak 
～している sedang 
～して良い boléh 
～しながら/～の間に sambil 
～するな/～してはダメ jangan 
～するように moga/ semoga 
～するように supaya 
～だけ/単に saja 
～だろう akan 
～で di 
～である ialah 
～できる bisa/ dapat 
～でない bukan 
～でない tidak/ tak 
～と/～で dengan 
～という(関係代名詞) bahwa 
～として sebagai 
～なしで tanpa 
～なので karena 
～に pada 
～に/～にとって buat 
～に対して atas 
～について akan 
～について tentang 
～にとって bagi 
～になる jadi 
～によって oléh 
～の yang 
～の間に antara 
～の後に setelah 
～のため/～の目的で untuk 
～の他に/～を除いて selain 
～のよう seperti 
～のように sebagai 
～へ ke/ kepada 
～まで sampai 
～もまた/同様に juga 
～よ(言葉を和らげる) dong 

-あ-  

あいさつ salam 
愛情/同情 kasih 
愛する cinta 
相手/敵 lawan 
愛らしい/可愛い manis 
アイロン seterika/ setrika 
会う/偶然会う bertemu/ ketemu 
会う/出会う jumpa 
青、青い biru 
赤、赤い mérah 
赤タマネギ bawang merah 
上がる/登る naik 

明るい terang 
赤ん坊 bayi 
秋 musim rontok 
飽きた bosan 
明らかな nyata 
あくび(をする) kuap/ menguap 
悪魔 iblis 
開ける buka 
揚げる、炒める goréng 
あご rahang/ dagu 
あご髭 janggut 
朝 pagi 
浅い dangkal 
朝市 pasar pagi 
あさって/明後日 lusa 
脚/足 kaki 
アジア Asia 
明日 bésok 
味のない/味付しない tawar 
明日 ésok/ bésok 
汗 keringat 
あそこ sana 
遊ぶ main 
与える beri 
与える kasi 
頭 kepala 
新しい baru 
厚い tébar 
熱い/温かい panas/ hangat 
暑い panas 
集まる/集める kumpul 
跡 bakat 
後で nanti 
後で kemudian 
穴 lubang 
穴をあける tembus 
兄、姉 kakak 
アヒル bébék/ itik 
油 minyak 
脂っこい banyak minyak 
アフリカ Afrika 
甘い manis 
甘過ぎる terlalu manis 
甘口しょうゆ kécap manis 
甘やかされた manja 
網 jala 
雨 hujan 
アメリカ Amérika 
アメリカ合衆国 Amérika Serikat 
怪しむ curiga 
誤り keliru 
誤り/間違い salah 
歩み/歩幅 langkah 
洗う cuci 
現われる muncul 
現れる/見える tampak 
アリ semut 
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ある suatu 
ある/いる ada 
ある/持っている punya 
歩きまわる keliling 
歩く jalan 
荒れた/粗雑な kasar 
安全 aman 
安全/挨拶(祝福)語 selamat 
安定した stabil 

-い-  
胃 perut 
言う bilang 
言う/話す ucap 
家 rumah 
胃炎 radang perut 
いか cumi-cumi 
いか(紋甲イカ)       
   

sotong/ ikan mangsi 

息 napas/ nafas 
イギリス Inggris 
生きる hidup 
行く pérgi 
行く/従う ikut 
いくら/どのくらい berapa 
池/溜池 kolam 
医師 dokter 
石 batu 
医者 doktor 
移住 transmigrasi 
椅子 kursi 
以前 dahulu 
急いで buru-buru 
急いで tergesa-gesa 
忙しい/話中の sibuk 
依存する  tergantung  

偉大な agung 
偉大な/大きな raya 
いたずらな/腕白な nakal 
イタリア Italia 
一、１ satu 
位置/置く letak 
一度/一度に(全部) sekali/ sekalian 
市場 pasar 
いつ kapan 
一緒に bersama-sama 
一定の konstan 
いつでも setiap waktu 
いっぱいの/満ちた penuh 
いつも/常に selalu 
いつも/普通 biasa 
井戸 sumur 
いとこ sepupu 
愛しく思う rindu 
田舎/村 kampung 
犬 anjing 
稲 padi 
命/生命 nyawa 

祈り doa 
祈り sembahyang 
衣服 pakaian 
今、現在 sekarang 
今しがた/先ほど tadi 
意味 arti 
妹 adik 
いもむし ulat 
いも類(カッサバなど) ubi 
イラク Irak 
イラン Iran 
イルカ lomba-lomba 
色 warna 
いろいろな macam2/  

 bermacam 
鰯 lemuru/ sardén 
インク tinta 
いんげん kacang panjang 
印刷する cétak 
インド India 
インドネシア Indonésia 
インドネシア語 bahasa Indonésia 
インフルエンザ flu/ influénsa 
飲料水(販売品) aqua/ air mineral 

-う-  
上 atas 
植える/(種を)蒔く tanam 
魚市 pasar ikan 
うがい(をする) kumur 
雨季 musim hujan 
浮く apung 
受け取る terima 
受け取る/貰う dapat 
動かない/渋滞する macét 
動く gerak 
うさぎ kelinci 
牛 sapi 
失う/紛失する hilang 
後ろ belakang 
薄い tipis 
薄い（色の） muda 
薄く切る sayat 
うそ bohong 
歌 lagu/ nyanyian 
歌う nyanyi 
うちわ kipas 
撃つ/シュートする témbak 
打つ/叩く pukul 
美しい indah/ permai 
移す/変える alih 
移る pindah 
腕 lengan 
腕時計 jam tangan 
うなぎ belut 
奪い取る/強奪する rebut 
奪う rampas 
馬 kuda 
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生れる lahir 
うみ nanah 
海 laut 
売る jual 
うれしい senang 
ウワー/まあ!(驚き) aduh 
上着 baju/ jas  
運(幸運)/利益 untung 
運転手 sopir 
運命 nasib 

-え-  
絵 gambar 
エアコン AC 
映画 film/ bioskop 
映画館 gedung bioskop 
永久の/不滅の abadi 
英語 bahasa Inggris 
駅 stasiun 
エジプト Mésir 
枝/支店 cabang 
えび udang 
エメラルド zamrud 
選ぶ/選挙 pilih/ pemilihan 
宴会/祝宴 pésta 
延期(する) tunda 
鉛筆 potlot/pinsil 

-お-  
尾 ékor 
おいしい énak 
すごくおいしい énak sekali 
老いた tua 
王 raja 
王冠(王者) mahkota/ makota 
王子/お坊ちゃん putra/ putera 
王女/お嬢ちゃん putri/ puteri 
嘔吐 muntah 
横柄な sombong 
オウム (burung) kakatua 
多い banyak 
大きい besar 
大きな/偉大な maha 
オーストラリア Australia 
大通り jalan raya 
オートバイ sepéda motor 
おおよそ/大体 kira-kira 
丘 bukit 
おかしい lucu 
おかゆ bubur 
起きる bangun 
奥さん/夫人 nyonya 
送る kirim 
怒る marah/ jéngkél 
押さえる tekan 
抑える/防止する cegah 
おじさん paman 
お嬢さん nona 

押す dorong 
押す/拒絶する tolak 
オセアニア Océania 
遅い lambat 
おそらく/多分 mungkin 
恐れる/心配する takut 
落ちる/倒れる jatuh 
夫 suami 
音/物音 bunyi 
弟、妹 adik 
男 laki-laki 
おどす/脅かす ancam 
驚く héran 
お腹がすく lapar 
同じ sama 
おのおの masing-masing 
お冷や air dingin 
覚え書/勘定書 nota 
覚えている ingat 
重い berat 
思い出す kenang 
重さを量る timbang 
面白い menarik 
親（義理の） mertua 
親父/～さん pak  
お湯 air panas 
泳ぐ renang 
オランダ Belanda 
下りる/降りる turun 
折る patah/ lipat 
終り akhir 
終わり(の) akhir 
終る/完了する selesai 
おわん，鉢 mangkok 
音楽 musik 
音楽家 musikus 
女 perempuan 

-か-  
蚊 nyamuk 
カーテン korden 
カード kartu 
貝 kerang 
階（２階） lantai (dua) 
階/段階 tingkat 
会員 anggota 
絵画 seni lukis 
海岸 pantai 
会議/会合 rapat/ sidang 
海峡 selat 
会見/インタビュー wawancara 
外交 diplomasi 
外国の/珍しい asing 
買い占め borong 
海水魚 ikan laut 
快晴 cérah 
海草 rumput laut 
階段/梯子 tangga 
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回虫/ミミズ cacing 
快適な/楽しむ nikmat 
買い物する belanja 
外用薬 obat luar 
会話 percakapan 
買う beli 
カエル kodok 
帰る pulang 
顔 muka 
鍵 kunci 
かぎ/フック kait 
かき氷 és campur 
書きとめる catat 
書く tulis 
掻く kukur 
確信する yakin 
学生 siswa 
楽団/オーケストラ orkés/ orkéstra 
角度 derajat 
確認 konformasi 
隠れる sembunyi 
隠れる/守る lindung 
かぐわしい harum 
影芝居/操り人形 wayang 
賭ける taruh 
河口 kuala 
傘 payung 
火山 gunung api 
菓子 kué 
賢い/利口な pandai 
歌手 penyanyi 
数 nomor 
ガス gas 
かすんだ kabur 
風 angin 
風邪 masuk angin 
カセット(テープ) kasét 
家族 keluarga/ famili 
ガソリン bénsin 
肩 bahu 
硬い keras 
硬い/固まった padu 
堅い/しっかりした teguh 
形 bentuk 
形/外形 rupa 
形(外観)/名士 tokoh 
傾く miring 
価値 nilai 
勝つ menang 
鰹 tongkol 
がっかりする kecéwa 
学校 sekolah 
かつて pernah 
活発な aktif 
かど/角 segi 
悲しい sedih 
悲しみ duka 

カナダ Kanada 
かなづち palu 
かに kepiting 
金/金銭 uang 
カバン tas 
カビ/キノコ jamur 
壁 dinding 
カポック/木綿 kapuk 
紙 kertas 
神 Tuhan 
雷 guntur/ guruh 
髪の毛、頭髪 rambut 
噛む gigit 
かめ kura-kura 
カメラ tustél/ kaméra 
痒い gatal 
辛い pédas 
ガラス/鏡 kaca 
身体 badan 
体/身体 tubuh 
空手 karaté  
空の kosong 
借りる pinjam 
軽い ringan 
ガルーダ(神話の鳥) garuda 
川 sungai/ kali 
側 pihak 
可愛い/綺麗な cantik 
かわいそう kasihan 
可哀相に思う sayang 
乾いた kering 
皮をむく/剥がす kupas 
癌 kanker 
考える pikir 
間隔 ruang 
乾季 musim kemarau 
環境/雰囲気 suasana 
簡潔な/短い singkat 
観光 wisata/  

 pariwisata 
看護婦 jururawat 
感じ(る) rasa/ merasa 
患者 pasién 
感謝(する) syukur 
完全な lengkap/  

 komplét 
完全な/完成した sempurna 
肝臓 hati 
簡素な sederhana 
頑張り/手段 upaya 
漢方薬(ジャワ) jamu 
管理する kontrol 

-き-  
木 pohon 
黄、黄色い kuning 
消える hapus 
気温 suhu 
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機械 mesin 
機会 kesempatan 
機会がある sempat 
危機 krisis 
聞く dengar 
喜劇 komédi/ komidi 
危険 bahaya 
危険な kritis 
気候 iklim 
岸/端 tepi 
汽車 keréta 
基準 standar 
キス(する) cium 
傷(つける) luka 
奇数 ganjil  
犠牲者 korban 
季節 musim 
基礎/地 dasar 
規則(～法)/整理する tata 
北 utara 
ギター gitar 
きたない cemar 
きちがい gila 
切手 perangko/  

 prangko 
切符 karcis 
記念品 kenang-kenangan 
昨日 kemarin 
寄付金/基金 dana 
義務/職員 tugas/ petugas 
義務的な/必須の wajib 
客/来客 tamu 
休暇(をとる) cuti 
球形の bulat 
求婚する lamar 
急に/突然 tiba-tiba 
牛肉 daging sapi 
給与 gaji 
給与/賃金 upah 
今日 hari ini 
教授 profésor 
教授 mahaguru 
強制(する) paksa 
競争/コンテスト lomba 
兄弟 saudara 
曲 lagu 
漁師 nelayan 
霧 kabut 
キリスト教 Kristen 
切る potong 
着る/着用する pakai 
切れる putus 
議論 diskusi 
気を付ける/注意する awas 
金 emas 
銀 pérak 
銀行 bank 

禁ずる larang 
勤勉な rajin 

-く-  
九、９ sembian 
空気 udara 
空港 bandara 
くぎ paku 
草 rumput 
腐った busuk 
くし sisir 
串焼き saté  
くすぐったい geli 
薬 obat 
果物 buah 
果物類 buah-buahan 
口 mulut 
口髭 kumis 
唇 bibir 
靴 sepatu 
靴下 kaus kaki/ kaos 
くつろいだ/ﾘﾗｯｸｽの santai 
国/国土 negeri 
首 léher 
クマ beruang 
クモ laba-laba 
雲 awan 
曇り berawan 
暗い gelap 
クラシック音楽 musik klasik 
クラス/等級 kelas/ klas 
グラス gelas 
繰り返す ulang 
来る datang 
グレ(カレースープ) gulai/ gulé 
黒、黒い hitam 
加える/足す tambah 
軍隊 tentara 

-け-  
計画/予定 rencana 
警察/警官 polisi 
警察署 kantor polisi 
計算 hitung 
芸術 seni 
芸術家 artis 
契約 kontrak 
軽油/ディーゼル油 solar 
経由で/過ぎる léwat 
劇/芝居 sandiwara 
劇場 gedung sandiwara 
消しゴム setip 
結果 akibat 
結婚(する) kawin/ nikah 
煙 asap 
下痢 cerét 
蹴る sepak 
けれども/～にかかわらず meskipun 
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原因/理由 sebab 
見学する/じっと見る nonton/ tonton 
現金 kas/ kontan/ tunai 
言語 bahasa 
健康な séhat 
原住民 pribumi 
建設 konstruksi 
源泉/水源 sumber 
建築家 arsiték 
限度/境界 batas 
権利 hak 

-こ-  
五、５ lima 
語 kata 
鯉 ikan mas 
濃い（色の） tua 
恋人 kekasih/ pacar 
行為 laku 
行為/善行 amal 
公園 taman 
合格する lulus 
交換する tukar 
交換レート/為替相場 kurs 
高貴な mulia 
工業 industri 
合計 total 
合計/総計 jumlah 
攻撃する serang 
広告 iklan 
公使 duta 
公式の/正式の resmi 
工場 pabrik/ paberik 
洪水 banjir 
構成員/一員 warga 
抗生物質 antibiotika 
功績 jasa 
光線 sinar 
高速道路 jalan tol 
紅茶 téh   
強盗/略奪(する) rampok 
高等学校 SMA 
候補 calon 
効用/有益 manfaat 
声/音 suara 
コート lapangan 
コーヒー kopi 
氷 és 
ゴキブリ kacoa/ coro 
国民/民族 bangsa 
ここ sini 
ココナツ kelapa 
ココナツミルク santan 
心/気を付ける/肝臓 hati 
小雨 gerimis 
腰 pinggang 
胡椒 merica 
個人の pribadi 

濾す/濾過する saring 
こする/磨く gosok 
答え(る) jawab 
答える balas 
国家/国 negara 
小包 pakét 
コップ cangkir 
事柄 hal 
孤独な/閑静な sunyi 
言葉/語 kata 
子供 anak 
粉 bubuk 
粉/粉末 tepung 
このように begini 
御飯 nasi 
ゴミ/生ゴミ sampah 
ゴム karét 
米 beras 
小屋/小別荘 pondok 
ゴルフ golf 
これ ini 
転がる guling 
殺す bunuh 
壊す bongkar 
壊れた rusak 
壊れた/折れた patah 
混んだ/賑やかな ramai 
コンテスト kontés 
コンピューター komputer 
混乱した kacau 

-さ-  
さあ/～しよう mari 
財産/所有 milik 
財産/富 harta 
最初 pertama 
最小限 minimum 
最大限 maksimum 
財団/協会 yayasan 
最適の/最善の optimum 
裁判する hakim 
財布 dompét 
材料 bahan 
探す cari 
魚 ikan 
下がる/落ちる lorot 
先 dulu/ duluan 
先/先端 ujung 
削除する corét 
叫び jerit 
避ける hindar 
ささやく bisik 
サソリ kalajénking 
作家 penulis 
サッカー sépak bola 
さて/それで yah 
砂糖 gula 
砂糖入り紅茶 téh tawar 
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砂糖入りコーヒー kopi manis 
さとうきび tebu 
淋しい sepi 
寒い/冷たい dingin 
鮫 hiu 
皿 piring 
サラッ(ク) salak 
さる monyét 
サロン(腰に巻く布) sarung 
騒がしい gaduh 
触る/当る kena 
三、３ tiga 
三角の segitiga 
珊瑚 karang 
珊瑚 koral 
賛成(する) setuju (tuju) 
サンダル sandal 
散髪 pangkas 
散布する semprot 
散歩(する) jalan-jalan 

-し-  
四、４ empat 
幸せな bahagia 
寺院 candi 
心臓発作 serangan jantung 
塩 garam 
しか kijang 
四角い persegi 
しかし tetapi/ tapi 
時、時間 jam 
時間が守られない 
(ゴムのような時間) 

jam karet 

式典 upacara 
事件 insidén 
事件/出来事 peristiwa 
仕事 kerja/ karya 
指示 dukungan 
辞書 kamus 
地震 gempa (bumi) 
静かな tenang 
しずく/一滴 titik 
沈む（日が） silam 
沈む tenggelam 
姿勢/態度 sikap 
自然 alam 
自然の/適切な wajar 
下 bawah 
舌 lidah 
時代 jaman/ zaman 
下着 baju dalam 
親しい mésra 
七、７ tujuh 
支柱/支え sangga 
市長 wali kota 
質 kwalitas 
実業家 présidén 
実施する prakték/ praktik 

知っている kenal/ sadar 
知っている/知る tahu 
失敗する gagal 
尻尾 buntut 
失礼します permisi 
自転車 sepéda 
自動車 mobil 
指導する/指導者 pimpin/ pemimpin 
自動の otomatis 
品物/もの barang 
死ぬ mati/ meninggal 
死ぬ/殺害される téwas 
芝居、劇 sandiwara 
しばしば sering 
しばらく sementara 
しびれた layuh 
自分/立つ diri/ berdiri 
四分の一/種族 suku 
脂肪 lemak 
資本 modal 
しぼんだ/しおれた layu 
島 pulau/ nusa 
事務所 kantor 
閉める tutup 
ジャーナリスト wartawan 
社会 masyarakat 
じゃがいも kentang 
ジャケット jakét 
車庫 garasi 
写真 foto 
写真 potrét 
ジャズ musik jazz 
ジャスミン melati 
借金/負債 utang 
斜面 léréng 
砂利 kerikil 
車輪 roda 
ジャワ語 bahasa Jawa 
週 minggu 
十、１０ sepuluh 
周囲/およそ sekitar 
十一、１１ sebelas 
収穫 panén 
襲撃する serbu 
住所 alamat 
ジュース air buah 
柔道 judo 
自由な/放す lepas 
自由な/無料の bébas 
充分な/十分の cukup 
重要な penting 
熟した/良く焼いた matang 
宿舎 més/ méss 
熟練した mahir 
手術 operasi 
出国税 fiskal 
出身 asal 
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出席する hadir 
出発する berangkat 
主要な pokok 
種類 macam 
順調に lancar 
準備された sedia 
使用/意図 guna 
しょうが jahé  
小学校 SD 
将軍 jénderal 
条件 syarat 
証拠 bukti 
小説 novél/ roman 
招待 invitasi 
招待する undang 
冗談 canda 
衝突する tabrak 
証人 saksi 
蒸発(する) uap/ menguap 
賞品 hadiah 
静脈 urat darah halus 
しょうゆ kécap (asin) 
将来 masa depan 
将来の bakal 
勝利 wijaya 
女王 ratu 
職/職務 jabatan 
職業 pekerjaan 
食堂 kamar makan 
植物園 kebun bunga 
食糧 pangan 
女性 wanita 
食器棚 lemari dinding 
しょっぱい asin 
ショッピングｾﾝﾀ  ー pusat pertokoan 
書店 toko buku 
庶民/大衆 rakyat 
署名/サイン tandatangan 
知らせる beritahu 
尻 pinggul 
シルク/絹 sutera 
シルサッ(ク) sirsak 
印/記号/合図 tanda 
白、白い putih 
城/礼拝所(バリ) puri 
神経 syaraf 
寝室 kamar tidur 
真珠 mutiara 
信じる/信用する percaya 
新鮮な segar/ baru 
心臓 jantung 
心臓病 penyakit jantung 
心配する kuatir/ kawatir/ khawatir/ 

cemas  
新聞 koran/ surat kabar 
診療所 klinik 
森林 rimba 

-す-  
酢 cuka 
水泳 renang 
すいか semangka 
水牛 kerbau 
彗星 komét 
推測する kira 
推定(する) sangka 
水田 sawah 
通過する lintas 
数字 angka 
スープ soto/ sup 
スキー ski 
好きである/好む suka 
過ぎる(前の)/非常に lalu/ terlalu 
少ない sedikit 
直ぐに segera 
優れた unggul 
凄い hébat 
少し sedikit 
涼しい sejuk 
進む maju 
スタジアム stadion 
スタンプ cap 
頭痛 pusing/ 

 sakit kepala 
すっぱい asam/ kecut 
ステーキ bistik 
既に telah 
既に/終った sudah 
捨てる buang 
砂 pasir 
すなわち yaitu 
素晴らしい bagus 
スプーン séndok 
スペイン Spanyol 
すべきである harus 
全て segala 
全て/全体 seluruh 
全て/全部 semua 
滑りやすい licin 
滑る longsor 
スポーツ olahraga 
ズボン célana 
住む huni 
住む/残っている tinggal 
ずらす gésér 
すらっとした langsing 
鋭い tajam 
座る duduk 

-せ-  
成果/結果 hasil 
正確な betul 
正確な/ぴったりの tepat 
税金 pajak 
清潔な/きれいな bersih 
生産 produksi 
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性質/～のような laksana 
成人 déwasa 
政党 partai 
青年 remaja 
青年、若者 pemuda 
世界 dunia 
咳 batuk 
責任(を持つ) tanggung-jawab 
せっけん sabun 
節約 hémat 
背中 belakang 
背の高い tinggi 
背の低い réndah 
狭い/きつい sempit 
世話する/面倒をみる pelihara 
千 ribu 
線(を引く) garis 
選挙/総選挙 pemilihan/ pemilu  
先生、教師 guru 
戦争 perang 
喘息 asma 
全体の/公共の umum 
洗濯機 mesin cuci 
船長 kaptén 
扇風機 kipas angin 
専門家 ahli/ juru 

-そ-  
層 lapis 
象 gajah 
像/彫像 patung 
相違/違い ubah 
相応な pantas 
爽快な/爽やかな segar 
倉庫 gudang 
相互に saling 
葬式  pemakaman 
創造する cipta 
早朝 pagi-pagi 
そこ situ 
組織/体系 sistém 
外/外側 luar 
外に出る keluar 
そのように begitu 
側/横 sisi 
祖父 kakék 
祖母 nénék 
空 langit 
それ itu 
それで/だから maka/ makanya 
それで/故に jadi 
尊敬 hormat 
損失 rugi 

-た-  
タイ Thai 
鯛 kakap 
体育館 gedung olahraga 

大学（総合） univérsitas 
大学生 男/女 mahasiswa/-wi 
大使館 kedutaan 
大衆 massa 
大臣 menteri 
体操 senam 
大統領 présidén 
台所 dapur 
代表/代理(副～) wakil 
台風 topan 
大便 air besar/ bérak 
たいへん/非常に sangat 
体毛 bulu 
タイヤ ban 
ダイヤ intan 
太陽 matahari 
平らな datar/ rata 
耐える/我慢する sabar 
耐える/長持ちする tahan 
耐える/保証する tanggung 
タオル handuk 
倒れる jatuh/ tumbang 
高い tinggi 
高い（値段） mahal 
抱く peluk 
卓越した/最も重要な utama 
タクシー taksi 
助ける bantu 
助ける/どうぞ tolong 
尋ねる tanya 
叩く pukul 
正しい benar 
ただの(無料) gratis 
立ち上がる bangkit 
立つ berdiri 
たった/ほんの cuma/hanya 
建物 gedung 
たとえ～でも maupun/ sekalipun 
種 biji 
楽しい gembira 
頼む minta 
タバコ rokok 
束ねる gabung 
タピオカいも singkong/ ubi 
食べ物 makanan 
食べる makan 
卵 telur 
魂/霊 jiwa 
タマネギ bawang 
ダム bendungan 
溜息 kesah 
溜息をつく/嘆く keluh 
試す coba 
試す/試験 uji/ ujian 
ためらう ragu-ragu 
便り kabar 
足りない kurang 
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誰 siapa 
断食 puasa/Ramadhan 
男性、男子 pria 
だんだん lama-lama 

-ち-  
血 darah 
地位 posisi 
地域/地方 daérah 
小さい kecil 
小さな店/露店 warung 
チーズ kéju 
近い dékat 
違い béda 
誓い/宣誓 sumpah 
力 daya 
力/エネルギー tenaga 
力/権力 kuasa 
地球 bumi 
チキンスープ soto ayam 
知事 gubernur 
知識/学問 ilmu 
地図 péta 
知性/理知 budi 
父 bapak, ayah 
乳房 buah dada 
茶、茶色の coklat 
チャンピオン juara 
中央の séntral 
中学校 SMP 
中間の/適度の sedang 
中国 Cina 
中古の bekas 
中止/無効 batal 
忠実な setia 
注射 suntik 
注文 order 
注文/指図 pesan 
チョウ kupu-kupu 
彫刻 seni pahat 
調査(する) periksa 
丁字 cengkéh 
超自然の sakti 
頂上 puncak 
朝食 sarapan 
丁度/ぴったり pas 
調味料 bumbu 
調理師 koki/ tukang masak 
直接 langsung 
チリソース/サンバル sambal 
賃借りする séwa 

-つ-  
付いて行く/従う susul 
仕える layang 
掴む/握る pegang 
疲れる capai/ capé(k) 
月 bulan 

着く sampai/ tiba 
机 méja 
作る bikin 
作る/行う buat 
土 tanah 
づつ demi 
続く/繋がる sambung 
続く(続ける) lanjut 
包み pak 
包む bungkus 
勤める jabat 
つながる hubung 
つねる cubit 
つばさ sayap 
妻 isteri/ istri 
詰まった/密集した padat 
罪 dosa 
積み重ね/埋める timbun 
爪 kuku 
冷たい dingin 
強い kuat 
釣り mancing 
つるす gantung 
つれあい/夫婦 jodo/ jodoh 

-て-  
手 tangan 
提案 usul 
庭園/公園 taman/ kebun 
停止 setop/ stop 
手紙 surat 
適応/ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ oriéntasi 
適切の/ピッタリの sesuai 
できる dapat/ bisa 
できる/能力ある mampu 
鉄 besi 
テニス ténis 
手荷物 bagasi 
手配(準備)する urus 
出る/外に出る keluar 
テレビ télévisi (TV) 
点 titik 
天気 cuaca 
電気 listrik 
電球 lampu 
天災 gara-gara 
伝達/連絡 komunikasi 
伝票 bon 
電報 télégram 
電話 télépon 
電話局 kantor telepon 

-と-  
ドア pintu 
ドイツ Jérman 
トイレ kamar kucil 
籐 rotan 
唐辛子 cabai/ cabé/ lombok 
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道具 alat 
洞窟 gua/ goa 
同行する antar 
投資 invéstasi 
どうぞ silakan/ silahkan 
糖尿病 kencing manis 
動物 binatang 
動物園 kebun binatang 
動脈 buluh nadi/  

 urat nadi 
とうもろこし jagung 
当惑する bingung 
遠い jauh 
時 saat 
時、時間 waktu 
時/～した時 ketika 
時/期限 témpo 
時/時代 masa 
時  々 kadang-kadang 
毒 racun 
独身 belum kawin/ bujang 
特性/特色 sifat 
特別な istiméwa/ spésial 
特別な/特殊な khusus 
独立 merdéka 
とげ duri 
時計 jam 
ところが/実際は padahal 
年/年齢 umur/ usia 
土台/基礎 alas 
どちら/どの/どこ mana 
取っ手/押しボタン tombol 
届く capai 
整える atur 
飛び降りる terjun 
飛ぶ terbang 
飛ぶ(凧) layang(-layang) 
飛ぶ/飛び跳ねる lompat/ loncat 
トマト tomat 
止まる henti/ berhenti 
友達 teman 
共に/及び/伴う serta 
トラ harimau/ macan 
ドライバー(ネジ) obéng 
捕える tangkap 
鳥 burung 
ドリアン durian 
取りかえる ganti 
取付ける/据え付ける pasang 
鶏肉 daging ayam  
努力/尽力 usaha 
取る ambil 
トルコ Turki 
泥 lumpur 
泥棒 pencuri 
どんな/どのように bagaimana 
どんなに～でも/けれども namun 

トンボ capung 

-な-  
ない habis 
内閣 kabinét 
内臓 usus 
ナイフ pisau 
内服薬 obat dalam 
治る/回復する sembuh 
長い/-(時間) panjang/ lama 
流し出す/溝 salur 
長ズボン célana panjang 
仲間 kawan 
中身 isi 
眺める pandang 
流れる alir 
泣く tangis(menangis) 
投げる lémpar 
何故 mengapa 
夏 musim panas 
名前 nama 
怠けた/怠惰な malas 
ナマズ lélé 
波 ombak 
涙 air mata 
悩ます/邪魔する ganggu 
悩ます/頭痛 pusing 
悩む bingung 
何でも/特別でない sembarang 
難破/沈没 karam 

-に-  
二、２ dua 
臭う bau 
苦い pahit 
肉 daging 
憎む benci 
煮魚 ikan rebus 
西 barat 
虹 pelangi 
偽の palsu 
日本 Jepang 
日本語 bahasa Jepang 
荷物 bagasi 
ニュース/便り warta berita/  

 berita 
尿、小便 kencing 
煮る didih (rebus) 
庭 halaman 
鶏 ayam 
人間 manusia 
認識/理解 paham 
妊娠 hamil 
にんにく bawang putih 

-ぬ-  
縫う jahit 
抜く/引き抜く cabut 
抜ける lolos 
盗む curi 
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布 kain 
塗り薬 obat gosok 
濡れた basah 

-ね-  
ねえ/なあ/やあ nah 
願う mohon 
値切る tawar 
猫 kucing 
ネズミ tikus 
ねたむ/嫉妬する cemburu 
値段/価格 harga 
熱 demam 
熱情 gairah 
寝る tidur 
年 tahun 
年金/退職する pénsiun 
粘土 lempung 

-の-  
脳 otak 
農夫 petani 
農民/農業 tani(petani)/ pertanian 
のこぎり gergaji 
残りの/余りの sisa 
除いて kecuali 
望む harap 
喉 tenggorokan 
のどが渇いた haus 
野原 padang 
述べる/述べられた sebut/ tersebut 
昇る/起こる/現れる terbit 
のみ(彫るための) pahat 
飲む minum 
糊 lém 
乗合い三輪自動車 bémo 
乗り物 kendaraan 
乗る kendara 
乗る/乗客 tumpang/ penumpang 

-は-  
歯 gigi 
葉 daun 
灰 abu 
肺 paru-paru 
倍/回/掛ける kali 
はい/わかった/やあ ya 
灰色、灰色の abu-abu 
歯医者 doktor gigi 
歯痛 sakit gigi 
パイナップル nanas 
パイプ pipa 
配分 distribusi 
俳優 pemain 
入る masuk 
パイロット pilot 
ハエ lalat 
生える/芽が出る tumbuh 
墓 makam 

馬鹿 bodoh 
測り/サイズ ukuran 
測る/計る ukur 
吐く muntah 
爆弾 bom 
爆発する ledak 
博物館 musium 
箱 kotak 
運ぶ jinjing 
はさみ gunting 
挟む jepit 
橋 jembatan 
箸 sumpit 
端/脇 pinggir 
始め awal 
初め(の) pertama 
始め(る) mula(i) 
場所 tempat 
走る lari 
バス bis 
恥ずかしい malu 
パスポート paspor 
旗 bendéra 
バター mentéga 
裸 telanjang 
八、８ delapan 
ハチ tawon/ lebah 
蜂蜜 madu 
はっきりした/明らかな jelas/ tegas 
ハト burung dara 
バドミントン badminton 
花 bunga 
鼻 hidung 
花(が咲く) kembang 
話す bicara 
話す/喋る omong 
バナナ pisang 
鼻水 ingus 
母 ibu 
パパイヤ papaya/pepaya 
歯ブラシ sikat gigi 
早い cépat 
早く lekas 
腹 perut 
腹いっぱいの kenyang 
払う bayar 
針 jarum 
針金 kawat 
春 musim semi 
貼る/貼り付ける témpél 
貼る/付着する lekat 
晴 cuaca baik 
腫れた bengkak 
パン roti 
ハンカチ sapu tangan 
ハンサムな cakap 
半熟の/半焼きの setengah matang  
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半ズボン célana pendek 
反対側の/～に関して tentang 
半分(の)(長さ･時間/ 
量) 

setengah/   
 separoh 

パンツ célana dalam 
ハンドバッグ tas tangan 
反応/反響 réaksi 

-ひ-  
火 api 
日（曜日） hari 
日（暦日） tanggal 
ピアノ piano 
ピーナッツ kacang tanah 
ビール bir 
東 timur 
引く tarik 
挽く/粉にする gilling 
低い réndah 
飛行機 pesawat 
ひざ lutut 
ひじ siku 
秘書 sékretaris 
非常に terlalu 
非常に/とても sekali 
額 dahi 
ビタミン vitamin 
左 kiri 
羊 domba/ biri-biri 
ぴったりの/適した cocok 
必要な perlu 
必要ない usah= tidak usah 
否定する ingkar 
人、人間 orang 
皮膚 kulit 
秘密 rahasia 
ひも/綱/ロープ tali 
百 ratus 
百万 juta 
費用 ongkos/ biaya 
秒 detik 
表/登録する daftar 
病院 rumah sakit 
病気 penyakit 
病気が再発する kambuh 
ヒリヒリ/ズキズキする pedih 
肥料 pupuk 
昼 siang 
ビル(公的ビル) wisma 
広い luas/ lapang 
広がる(病気･火) jangkit 
広場 lapangan 
ビン botol 
ピン/突き刺す tusuk/ menusuk 

-ふ-  
フィリピン Filipina 
フィルム/映画 film 

風船 balon 
封筒 amplop 
不運 celaka 
笛/汽笛 suling 
フォーク garpu 
不穏な rusuh 
深い dalam 
武器 senjata 
吹く tiup 
複合の/総合ビル komplék/ kompléks 
含む muat 
ふくらはぎ betis 
フクロウ burung hantu 
負債 hutang/ utang 
豚 babi 
豚肉 daging babi 
不注意 léngah 
普通の normal 
ブドウ anggur 
太った gemuk 
船 kapal 
舟 perahu 
不変の/一定の tetap 
冬 musim dingin 
ブラシ sikat 
ブラジル Brasilia 
ふらつく/ぐらつく goyang 
ブラックコーヒー kopi pahit 
フランス Prancis 
ふりをする pura-pura 
振る/混ぜる goncang/ kocok 
古い lama/ kuno 
震える gigil  
ブレーキ rém 
プログラム acara 
プロジェクト proyék 
分 menit 
文化 budaya 
噴火(爆発)する letus 
粉砕した/破砕した hancur 
文書 dokumén 
文房具 alat-alat tulis 
分類/区分 klasifikasi 

-へ-  
平均の rata-rata 
平和 damai 
ページ halaman 
ベールを取る/漏らす singkap 
へそ/中心 pusat 
ベチャ/輪タク bécak/ béca 
ベッド témpat tidur 
べとべとした nyunyut 
蛇 ular 
部屋 kamar 
ベル bél 
ペン pén/ péna 
勉学/勉強する studi/ belajar 
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便宜/設備 fasilitas 
ペンチ tang 

-ほ-  
帆 layar 
貿易 niaga 
ほうき/掃く sapu 
方向/向き arah 
報告/報道 warta 
報告する lapor 
帽子 topi 
包丁 pisau 
方法 métode 
放屁 kentut 
方法 cara 
訪問する kunjung 
法律 hukum 
ほうれん草 bayam 
ほお pipi 
ボール bola 
ポール/杭 patok 
ボールペン bolpen 
他の lain 
ボクシング tinju 
ポケット kantong 
保険 asuransi 
保護者/長(頭) wali 
星 bintang 
保証 jamin 
保存する/しまう simpan 
ボタン kancing 
ポット pot 
ホテル hotel 
ほどよい/まあまあの lumayan 
ほとんど hampir 
骨 tulang 
炎/燃える nyala 
ポピュラー音楽 musik populer 
微笑む senyum 
掘る gali 
本 buku 
本当の/真実の sungguh 
ポンプ pompa 
本物の sejati 

-ま-  
枚 hélai 
枚/ページ lembar 
毎～/～ごと setiap/ tiap 
前 muka/ depan 
前に進む/前に出る tampil 
前の/元の mantan 
任せる(～次第である) terserah 
曲がった béngkok 
曲がる bélok 
巻毛の/パーマの keriting 
枕 bantal 
負ける kalah 

孫 cucu 
まさか/あり得ない masa/ masak 
貧しい miskin 
益  々 makin/ semakin 
混ぜ合せる campur 
まだ masih 
まだ～しない belum 
または atau 
町 kota 
間違った/誤り salah 
待つ tunggu 
まっすぐ/ずっと terus/ lurus 
マッチ korék api 
まで hingga 
窓 jéndéra 
真水 air putih 
豆、ピーナッツ kacang 
迷う/躊躇する ragu-ragu 
丸い bundar 
マレーシア Malaysia 
回る édar 
漫画 komik 
マンゴー mangga 
マンゴスティン manggis 
満足する/満足な puas 
真中/中央 tengah 
万年筆 pulpen 

-み-  
みかん jeruk 
右 kanan 
岬 tanjung 
短い péndek 
未熟の/生の mentah 
水 air 
水浴びする mandi 
湖 danau 
自ら/ひとりで sendiri 
店 toko 
みそ tauco 
溝 alur 
道/道路 jalan 
緑、緑の hijau 
港 pelabuhan 
南 selatan 
源/産地 asal 
醜い、ひどい jelék 
見張る jaga 
耳 telinga 
土産 oléh-oléh 
土産物店 toko oleh-oleh 
見る lihat 
見る/見物する tonton/ (me)nonton 
ミルク、牛乳 susu 
ミルクコーヒー kopi susu 
身を任せる/責任で(～次第で) serah/ terserah 
民間の swasta 
民主主義 démokrasi 
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皆同時に sekaligus 

-む-  
向かう/目的とする tuju 
迎えに行く jemput 
昔、以前 dahulu/dulu 
向く hadap 
無言の/黙る diam 
蒸す kukus (rebus) 
難しい/困難な sukar 
難しい/理解しにくい sulit 
息子 anak laki-laki 
結ぶ/縛る ikat 
娘 anak perempuan 
娘 gadis 
胸 dada 
村 désa 

-め-  
目 mata 
明確な/確実な pasti/ tentu 
命令/政府 perintah/  

 pemerintah 
命令する suruh 
メートル méter 
眼鏡 kaca mata 
めくらの buta 
巡る/巡回する putar 
目玉焼き telur mata sapi 
メッカの方向 kiblat 
メニュー daftar makanan 
面 topéng 
麺 mi (mie) 

-も-  
も/また pun 
毛布 selimut 
モーター motor 
木材 kayu 
目的/行先 tujuan (tuju) 
目的/意図 maksud 
潜る selam 
もし jika 
もし/もしも kalau 
モスク masjid 
持ち上げる angkat 
用いる/使う pakai 
もち米 beras ketan 
もちろん mémang 
モツ(牛などの) babat 
持って行く bawa 
もっと/また lagi 
もっと/より多くの lebih 
最も paling 
もてなす hidang 
もとの/本当の asli 
戻る kembali/ mundur 
戻る/逆 balik 
物語 cerita 
飲み物 minuman 

もも paha 
貰う/与えられる dikasi 
森 hutan 
漏れる bocor 
問題 masalah/ soal 

-や-  
山羊 kambing 
焼き魚 ikan bakar 
焼きそば mi goreng 
焼き鳥 saté ayam 
山羊肉串焼き saté kambing 
焼き飯 nasi goreng 
焼く bakar 
焼く(オーブンで) panggang 
薬草、漢方薬 jamu 
約束 janji 
野菜 sayur 
野菜サラダ gado-gado 
易しい mudah 
安い murah 
休み/休暇 libur 
休む(休息する) istirahat 
ヤスリ kikir 
痩せた kerus 
屋台 warung 
厄介な/面倒な/難しい susah 
薬局 apoték/ apotik 
宿屋/安ホテル losmen 
破る sobék 
山 gunung 
やわらかい lunak/ empuk 

-ゆ-  
夕方 sore 
勇敢な、勇気ある berani 
有効な(である) laku/ berlaku 
優勝カップ piala 
優先 prioritas 
郵便 pos 
郵便局 kantor pos 
裕福な/金持の kaya 
幽霊 hantu 
床 lantai 
雪 salju 
輸出 ékspor 
輸送 transpor 
ゆっくり（やる） pelan-pelan 
ゆで卵 telur rebus 
ゆでる rebus 
指 jari 
指輪 cincin 
夢見る mimpi 
許された halal 
許し ijin/ izin 
許し/容赦 ampun 
許し/許可 izin 
許し/ごめんなさい maaf 
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-よ-  
良い baik 
良い/善良な baik hati 
よい香りの wangi 
酔う mabuk 
用意ができた siap 
用意する cadang 
容易な gampang/ mudah 
陽気な riang 
要求する/請求する tuntut 
養子 menantu 
用心深い/用心して waspada 
洋服タンス lemari pakaian 
ヨーロッパ Éropa 
浴室 kamar mandi 
汚れた kotor 
呼ぶ panggil 
読む baca 
夜 malam 
弱い lemah 

-ら-  
ラーメン mi kua 
ライオン singa 
楽天家(楽観的) optimis 
ラジオ radio 
羅針盤/コンパス kompas 
ランプ lampu 
ランブータン rambutan 

-り-  
利益 laba 
陸 darat 
利口な pintar 
離婚 perceraian 
料金表 tarif/ tarip 
領事 konsul 
領事館 konsulat 
領収書 kwitansi 
両親 orang tua 
料理する masak 
旅行 perjalanan 
りんご apel 

-る-  
類/種類 jénis 

-れ-  
例/見本 contoh 
例/例えば misal/ misalnya 
冷蔵庫 kulkas/ lemari es 
歴史 sejarah 
レストラン réstoran 
列 dérét 
レッスン lés 
レモン jeruk nipis/ lémon 
練習する latih 
連続する iring 

-ろ-  
ろうそく lilin 

浪費する boros 
六、６ enam 

-わ-  
若い muda 
判る mengerti 
別れる/離婚する cérai 
別れる/分ける pisah 
脇 samping 
わき腹 panggul 
分ける bagi 
鷲 burung rajawali 
忘れ物 ketinggalan  
忘れる lupa 
綿 katun/ kapas 
ワニ buaya 
笑う ketawa/ tertawa 
悪い buruk 
悪い/邪悪な jahat 
割れた/粉々になった pecah 
湾 teluk 
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