
マレー語

1 アルバイトを探す 1. Mencari Kerja Sambilan
1 かた 方 [kata hormat] pihak
2 もの 者 [kata hormat] orang (merujuk kpd diri 

sendiri)
3 チラシ risalah
4 ホームページ laman web
5 がくせいしょう 学生証 kad pelajar
6 しかくがいかつどうき

ょかしょ

資格外活動許可書 kebenaran utk terlibat dlm aktiviti selain 
drpd yg dibenarkan di bawah status visa 
yg diberikan sebelum ini

7 めんせつ 面接 temuduga
8 りれきしょ 履歴書 resume, vitae kurikulum
9 はんとし 半年 setengah tahun
10 （お)さしみ (お) 刺身 sashimi: ikan mentah hiris (hidangan 

Jepun)
11 にちじょうかいわ 日常会話 perbualan harian
12 といあわせ 問い合わせ pertanyaan
13 きぼう・する 希望する berharap
14 ぼしゅう・する 募集する rekrut; pengambilan kerja; mengupah
15 おもいだす 思い出す kenang; ingat semula
16 にゅうりょくする 入力する input; menaip masuk
17 それでは oleh itu; kemudian, kalau begitu 

(digunakan di awal ayat)
18 では jadi; kalau begitu
19 いらっしゃいます [kata hormat]

datang / pergi (digunakan ketika merujuk 
orang lain selain diri sendiri)

20 もうします 申します [kata rendah diri] nama saya ...
21 まいります 参ります [kata rendah diri] datang / pergi
22 しょうしょうおまちく

ださい

少々お待ち下さい "Sila tunggu sebentar."
[kata hormat]

23 おさきにしつれいしま
す

お先に失礼します "Saya minta diri dahulu."
[kata hormat]

24 こちらへどうぞ "Sila ikut saya. / Sila ke arah sini."
25 しつれいします 失礼します "Maafkan saya."

”Izinkan saya …"

第1課 新しい一歩



26 よろしくおねがいいた
します

よろしくお願い致しま

す

“Selamat berkenalan.”
”Sila tunjuk ajar.”
“Terima kasih atas pertolongan anda.”

rujuk sini

2 新しい友達 2. Kawan Baru
27 がっき 楽器 alat muzik
28 たてもの 建物 bangunan
29 れきし 歴史 sejarah
30 いけん 意見 pandangan
31 おとしより お年寄り warga emas
32 ことば 言葉 perkataan; bahasa; dialek
33 じぶん 自分 diri sendiri; aku / kamu / anda
34 はなし 話 cerita, bual, bicara
35 やがいライブ 野外ライブ konsert luar secara langsung
36 ～こ 〜個 ~biji/buah/ketul/ dsb.

(penjodoh bilangan umum)
37 ききとる 聞き取る dengar dan faham
38 おぼえる 覚える ingat, hafal
39 おうえん・する 応援する mendorong, menyokong, bersorak
40 サイクリング・する berbasikal
41 おそい 遅い lambat
42 はやい 速い laju
43 つまらない [adj] membosankan
44 とくい（な） 得意 (な) mahir
45 にがて（な） 苦手 (な) tidak mahir
46 むり（な） 無理 mustahil, tidak boleh (buat sesuatu)
47 あさはやく 朝早く awal pagi

もう一度聞こう

48 じまく 字幕 sari kata
49 だいすき(な） 大好き (な) kegemaran
50 まず mula-mula, ... (digunakan di awal ayat)



マレー語

話読聞書

1 はずかしい 恥ずかしい malu
2 つぎ 次 seterusnya
3 うれしい 嬉しい gembira, suka hati

1 上手に買い物 1. Berbelanja dgn Baik
4 がめん 画面 skrin / paparan
5 うでどけい 腕時計 jam tangan
6 セーター baju sejuk
7 スーツケース bagasi
8 コート kot / jaket
9 たな 棚 rak / para (utk letak barang)

10 ゆびわ 指輪 cincin
11 サイズ saiz
12 すうじ 数字 nombor
13 ヒール kasut tumit tinggi
14 ボタン butang
15 ジーンズ seluar jeans
16 うりば 売り場 tempat menjual; lantai jualan; kaunter 

jualan
17 うごく 動く bergerak
18 せつめい・する 説明する terangkan, jelaskan
19 はいたつ・する 配達する hantar
20 おもい 重い [adj] berat
21 かるい 軽い ringan
22 ちょうどいい (丁度いい) sempurna
23 じょうぶ（な） 丈夫 (な) kukuh
24 もっと lebih, lagi
25 もっとおおきいかばん

が  ほしいです
もっと大きい鞄が 
欲しいです

"Saya mahu beg yang lebih besar."

26 ちょっと sedikit
27 いかがですか "Bagaimana anda menyukainya?"
28 かしこまりました "Saya faham."

[kata rendah diri]
2 一緒に食事 2. Makan Bersama-sama

29 かべ 壁 dinding
30 カレンダー kalendar
31 せかいちず 世界地図 peta dunia

第2課 楽しいショッピング



32 さいしん 最新 paling baru
33 のみほうだい 飲み放題 bar terbuka / minum tanpa had
34 きかんげんてい 期間限定 (promosi/keluaran/tawaran/dsb.) tempoh 

terhad 
35 セット set
36 フロアガイド panduan / direktori lantai
37 いみ 意味 maksud
38 えいぎょうちゅう 営業中 buka (perniagaan)
39 おおもり 大盛り hidangan besar
40 おかわり tambah (makanan); isi semula
41 そうりょう 送料 cas penghantaran
42 タイムサービス tawaran masa terhad
43 ていきゅうび 定休日 hari cuti (perniagaan)
44 ほんじつ 本日 hari ini
45 はんがく 半額 separuh harga
46 レディースデー Hari Wanita (pelanggan wanita mendapat 

tawaran khas pd hari tersebut)
47 りょう 量 bilangan; kuantiti
48 おやこどん 親子丼 oyakodon: Hidangan Jepun, di mana 

ayam, telur, hirisan daun bawang dan 
bahan²  lain semuanya direneh bersama 
dlm sejenis sup yg dibuat dgn kicap dan 
stok, kemudian disajikan di atas 
semangkuk nasi.

49 ぎゅうどん 牛丼 gyu-don: Hidangan Jepun, di mana daging 
lembu dan bawang direneh dlm sos yg 
sedikit manis, kemudian disajikan di atas 
semangkuk nasi.

50 サンドイッチ sandwic
51 ソース sos
52 とんかつにソースをか

ける

"menuangkan sos ke atas tonkatsu  
(hirisan daging babi goreng tepung)."

53 ～けん（れい：わりび
きけん）

〜券 (例: 割引券) tiket–
(cth: tiket potongan harga / kupon)

54 かける menggantung; meletakkan
55 カレンダーをかける menggantung kalendar
56 はる 貼る melekatkan
57 かける memakai (sesuatu)



58 ソースをかける menuangkan sos (ke atas hidangan)
59 ちゅうもん・する 注文する memesan; menempah
60 わりびき・する 割引する potongan harga / diskaun
61 りょうがえ・する 両替する duit kecil / duit pecah
62 とく（な） 得 (な) bertuah; beruntung; berfaedah
63 とくべつ（な） 特別 (な) istimewa
64 どういう bagaimana (ciri); seperti apa
65 もう –lagi
66 もういっぱい もう一杯 secawan lagi

もう一度聞こう

67 たいへん 大変 sangat; amat
68 デザート pencuci mulut



マレー語

話読聞書

1 えがお 笑顔 senyuman
2 かなしい 悲しい sedih

1 これからの計画 1. Rancangan utk Masa Depan
3 きゅうりょう 給料 gaji
4 サークル kelab, kumpulan
5 せつめいかい 説明会 taklimat
6 せんもんがっこう 専門学校 sekolah vokasional
7 けんがくかい 見学会 lawatan sambil belajar, lawatan 

pemeriksaan
8 がくぶ 学部 jabatan akademik
9 けいざい 経済 ekonomi

10 ほうりつ 法律 undang-undang
11 カナダ Kanada
12 ちょうかい 聴解 kefahaman mendengar
13 アクセサリー aksesori, barang kemas
14 いっしょうけんめい 一生懸命 sedaya upaya
15 こたえ 答え jawapan; respons
16 しけん 試験 peperiksaan
17 しょうらい 将来 masa hadapan
18 ビジネス perniagaan
19 にほんごのうりょくし

けん

日本語能力試験 Ujian Kemahiran Bahasa Jepun

20 まちがい 間違い kesalahan; kesilapan
21 りょう 寮 asrama
22 もくひょう 目標 matlamat
23 ～りょう（れい：じゅ

ぎょうりょう）

〜料 (例: 授業料) bayaran–; caj–; yuran–; tambang–
(cth: yuran pengajian)

24 ほんやく・する 翻訳する menterjemah (secara bertulis)
25 しらべる 調べる siasat, selidik
26 けんがく・する 見学する melawat sambil belajar, melawat (utk 

memeriksa)
27 そうだん・する 相談する meminta nasihat; meminta pendapat; 

merujuk
29 ちょきん・する 貯金する menyimpan wang
30 りゅうがく・する 留学する belajar di luar negara
31 ひらく 開く buka

第3課 私の目標



32 じぶんのみせをひらく
。

自分の店を開く membuka perniagaan sendiri

33 つづける 続ける meneruskan; menyambungkan
34 やめる 止める berhenti
35 うける 受ける menerima; menyambut; menerima 

(pelajaran); mengambil (ujian)
36 あんない・する 案内する membimbing; menunjuk ajar
37 しんがく・する 進学する melanjutkan pelajaran
38 つうがく・する 通学する pergi balik sekolah
39 えらぶ 選ぶ memilih
40 まよう 迷う teragak-agak; berbelah bagi; sesat
41 くにへかえるかどうか 

まよっている

国へ帰るかどうか 
迷っている

"teragak-agak sama ada mahu pulang ke 
negara saya atau tidak"

42 かんがえる 考える memikirkan; merenungkan; 
mempertimbangkan / menjangka / 
membayangkan

43 きめる 決める memutuskan; menentukan
44 ごうかく・する 合格する lulus 
45 せんこう・する 専攻する pakar (dlm sesuatu); mengambil jurusan 

utama atau major (dlm sesuatu topik)
46 なやむ 悩む risau; bimbang; resah
47 しゅうしょく・する 就職する mencari kerja
48 かくにん・する 確認する mengesahkan
49 ただしい 正しい betul; benar

2 夢に向かって 2. Menuju Impian
50 けんちくか 建築家 arkitek
51 デザイナー pereka
52 ゆめ 夢 mimpi
53 スーツ sut (sejenis baju formal)
54 がんしょ 願書 surat/borang permohonan
55 じむしつ 事務室 pejabat
56 しょるい 書類 dokumen; surat rasmi
57 ～じゅう（れい：きょ

うじゅう）

〜中 (例: 今日中) sepanjang– (sesuatu tempoh)
(cth: sepanjang hari ini)

58 けいえい・する 経営する mengurus (perniagaan)
59 たいけん・する 体験する mengambil pengalaman
60 がんばる 頑張る berusaha sedaya upaya; membuat yang 

terbaik



61 スピーチ・する memberi ucapan
62 じゅけん・する 受験する mengambil peperiksaan
63 ふくしゅう・する 復習する mengulangkaji pelajaran
64 よしゅう・する 予習する membuat persiapan utk pelajaran
65 デッサン・する membuat lakaran kasar

もう一度聞こう

66 つうやく 通訳 terjemahan (secara bercakap)
67 パティシエ chef pastri



マレー語

話読聞書

1 あじ 味 rasa; perisa; perencah
2 タコ sotong kurita
3 たこやき たこ焼き takoyaki : makanan ringan orang Jepun, 

berbentuk bulat, dibuat drpd adunan 
tepung yg dimasak menggunakan acuan 
khas, dan diletakkan potongan sotong, 
rumpai laut dan empingan bonito  kering 
serta sos

4 におい 匂い bau, aroma, bauan
5 ～がする imbuhan yang digunakan untuk 

perkataaan 匂い (におい) "bau", 声 
(こえ) "suara", 音 (おと) "bunyi, dan 味 
(あじ) "rasa" 
 
Apabila disatukan dengan perkataan² di 
atas, akan membawa maksud: 
 匂いがする → berbau 
 音/声がする → berbunyi 
 味がする → memiliki rasa

6 とおる 通る melalui, melintas
7 にる 似る menyerupai
8 まるい 丸い [adj] bulat
9 ちいさな 小さな kecil

1 生活を楽しむ 1. Menikmati Hidup Ini
10 びよういん 美容院 salon kecantikan
11 くうこう 空港 lapangan terbang
12 しか 歯科 klinik gigi
13 しみん 市民 rakyat, warganegara
14 しゃみせん 三味線 shamisen : sejenis alat muzik tradisonal 

Jepun bertali tiga
15 しゅるい 種類 jenis
16 すいどう 水道 bekalan air, sistem air
17 てんぷら 天ぷら tempura : sejenis masakan tradisional 

Jepun yg dibuat drpd udang, sotong atau 
sayur²an yg dicelup dlm bancuhan tepung 
dan digoreng.

第4課 住んでいる町で



18 ふどうさん 不動産 hartanah
19 こうりゅうかい 交流会 perhimpunan pertukaran (budaya)
20 しょうがっこう 小学校 sekolah rendah
21 しやくしょ 市役所 Dewan Bandaraya
22 じょうほう 情報 maklumat
23 タオル tuala
24 さどう 茶道 sado : majlis minum teh (tradisi Jepun)
25 センター Pusat– 

 (cth:ショッピングセンター = pusat beli-
belah)

26 ～じょう（れい：サッ
カーじょう）

〜場 (例: サッカー場) Tempat– (utk melakukan sesuatu)
(cth: サッカー場 = tempat bermain bola 
/ padang bola; 
駐車場 = tempat letak kereta / parkiran)

27 ～くち（れい：にしぐ
ち）

〜口 (例: 西口) pintu masuk/keluar (cth: pintu barat)

28 かかる mengambil masa (tempoh selama)
29 しつもん・する 質問する menanya soalan
30 カット・する memotong
31 しょうかい・する 紹介する memperkenalkan
32 しゅうり・する 修理する membaiki
33 しらせる 知らせる maklumkan
34 とまる 止まる berhenti
35 みずがとまる 水が止まる air berhenti (dari mengalir)
36 でる 出る keluar; meninggalkan (suatu tempat)
37 バスがでる バスが出る bas bertolak
38 つく 着く tiba
39 りよう・する 利用する guna
40 ひつよう（な） 必要 (な) diperlukan

2 生き方を教える 2. Mengajar Cara Hidup
41 たいしかん 大使館 kedutaan
42 メートル meter (unit ukuran)
43 つぎ 次 seterusnya
44 さか 坂 cerun; lereng bukit
45 ～かいだて（れい：４

かいだて）

〜階建て(例: 4階建て) bangunan ~ tingkat
(cth: bangunan 4 tingkat)



46 ～ばんせん（れい：３
ばんせん）

〜番線 (例: 3番線) laluan nombor~ (pengangkutan spt bas, 
tren, dsb.)
(cth: laluan nombor 3)

47 ～ゆき（れい：しんじ
ゅくゆき）

〜行き(例: 新宿行き) menghala ke– (destinasi)
(cth: tren menghala ke Shinjuku)

48 のぼる 上る menaiki / memanjat / mendaki / pergi ke 
atas

49 おりる 下りる menurun / pergi ke bawah
50 ちゅうしゃ・する 駐車する parkir; menghentikan (me-nyimpan) 

kenderaan
もう一度聞こう

51 ちゅうがっこう 中学校 sekolah menengah rendah 
(utk pelajar berumur 12-15)

52 こうこう 高校 sekolah menengah atas 
(utk pelajar berumur 15-18)



マレー語

1 困ったな 1. Saya ada masalah
1 いけ 池 kolam
2 かいだん 階段 tangga
3 きっぷ 切符 tiket
4 せんろ 線路 laluan (pengangkutan, tren, tren bawah 

tanah)
5 ていきけん 定期券 pas bermusim
6 ケース beg / bekas 
7 わすれもの 忘れ物 barang tertinggal; benda yang dilupakan
8 かぎ 鍵 kunci
9 へん 辺 kawasan; sebelah; bahagian
10 とちゅう 途中 ketika sedang melakukan (sesuatu); dalam 

perjalanan
11 カード kad
12 ぎんこうのカード 銀行のカード kad bank
13 かわ 革 kulit (sebagai bahan)
14 きょうかしょ 教科書 buku teks
15 けいかん 警官 pegawai polis
16 ハート jantung ♡
17 ピンク merah jambu
18 ほし 星 bintang
19 みどり 緑 hijau
20 よこなが 横長 memanjang secara melintang
21 いろ 色 warna
22 おおきさ 大きさ saiz
23 かたち 形 bentuk
24 あずかる 預かる diamanahkan; menjaga; menyimpan; 

menerima (dlm bentuk deposit)

25 おとす 落とす tercicir
26 なくなる hilang (sesuatu)
27 じてんしゃがなくなっ

た

自転車がなくなった "Basikal saya hilang."

28 のりすごす 乗り過ごす terlepas hentian/stesen
29 まちがえる tersilap; membuat silap
30 まよう 迷う sesat
31 みちにまよう 道に迷う sesat jalan
32 ころぶ 転ぶ terjatuh / tergolek; terjadi

第5課 大変な1日



33 しんぱい・する 心配する risau; bimbang
34 きがつく 気がつく perasan, sedar
35 つく 付く terpasang; terlampir; terlekap
36 ポケットがついていま

す

ポケットが付いていま

す

"Baju ini ada poket (dijahit ke atasnya)."

37 みつかる 見つかる ditemui; dijumpai
38 でる 出る keluar; bertolak; meninggalkan (suatu 

tempat)
39 えきをでます 駅を出ます bertolak dari stesen
40 のりかえる 乗り換える transit; bertukar (bas, tren, dsb.)
41 れんらく・する 連絡する menghubungi
42 こまる 困る susah hati; dalam kesusahan
43 さっき tadi
44 しばらく sebentar; sekejap
45 ぜんぶで 全部で semua; segala; seluruh
46 きゅうに 急に tiba-tiba
47 たしかに 確かに sudah pasti / sudah tentu / kalau tak silap
48 それが…… Tapi itu ... (apabila tidak setuju)
49 どうしよう Apa patut saya lakukan?

2 駅で 2. Di Stesen
50 コインロッカー loker syiling
51 とっきゅう 特急 (bas/tren) ekspres khas
52 しゅうてん 終点 stesen terakhir
53 しゅうでん 終電 tren terakhir
54 タクシー teksi
55 きゅうこう 急行 (bas/tren) ekspres
56 アナウンス・する mengumumkan
57 かえる 変える tukar
58 あんしん・する 安心する melegakan/menenangkan (seseorang)
59 ちこく・する 遅刻する terlewat
60 ねぼう・する 寝坊する terlajak tidur / bangun lewat
61 もどる 戻る pulang; kembali
62 すぐ segera; serta-merta
63 びっくり terkejut; terperanjat
64 ほんとうに 本当に betul-betul; memang; benar-benar
65 もうすこし もう少し sedikit lagi
66 ゆっくり perlahan-lahan



67 ゆっくりはなしてくだ
さい。

ゆっくり話して下さい "Sila cakap perlahan-lahan."

もう一度聞こう

68 しろ 白 putih
69 まどぐち 窓口 kaunter (bertingkap)
70 ～ごうしゃ 〜号車 tren nombor–
71 ～ずつ setiap–; –– demi ––

cth:
一人は一つずつ取る =  setiap seorang 
ambil satu
一人ずつ = seorang demi seorang
少しずつ = sedikit demi sedikit



マレー語

話読聞書

1 しぜん 自然 semula jadi
2 ラベンダーばたけ ラベンダー畑 kebun bunga lavender
3 しつげん 湿原 tanah lembap
4 ぼくじょう 牧場 ladang
5 ジャガイモ kentang
6 トウモロコシ jagung
7 ウニ timun laut
8 じょうば 乗馬 menunggang kuda
9 カヌー kanu (sejenis sampan/perahu)

10 たのしむ 楽しむ berseronok; bergembira; bersuka ria
1 旅行の計画 1. Perancangan Perjalanan

11 カニ ketam
12 きもの 着物 pakaian
13 ショッピングセンター pusat beli-belah
14 すいぞくかん 水族館 akuarium, bangunan tempat 

mempamerkan ikan dan binatang² lain yg 
hidup di dlm air atau berhampiran dgn air 
(spt kura², ular, dsb).

15 スノーボード papan salji (sukan)
16 ふね 船 kapal; bot
17 ふんいき 雰囲気 suasana
18 まち 街 pekan
19 こっち sini / ke sini [tidak formal]
20 そっち situ / ke situ [tidak formal]
21 しない 市内 dalam bandar
22 さいご 最後 terakhir
23 りょかん 旅館 ryokan: rumah tumpangan tradisional 

Jepun
24 ちょうしょく 朝食 sarapan
25 ゆうしょく 夕食 makan malam
26 かんこうち 観光地 kawasan peranginan / tempat 

pelancongan
27 とざん 登山 mendaki gunung
28 むし 虫 serangga
29 しゅくはく 宿泊 penginapan
30 だいきん 代金 harga, bayaran

第6課 旅行に行こう



31 ないよう 内容 isi kandungan / perkara
32 なし tiada
33 ねだん 値段 harga
34 おとな 大人 dewasa
35 ～つき（ちょうしょく

つき）

〜付き ( 朝食付き) termasuk–
(cth: termasuk sarapan)

36 ～はく～にち（にはく
みっか

〜泊〜日 ( 2泊3日) ~ malam ~ hari 
(cth: 2 malam 3 hari)

37 ～ひ（れい：こうつう
ひ）

〜費 (例: 交通費) belanja; kos; tambang; yuran
(cth: tambang pengangkutan)

38 まちあわせる 待ち合わせる bertemu di tempat yang dijanjikan
39 ガイド・する membimbing; memandu pelancong
40 かんこう・する 観光する melancong, makan angin
41 しゅっぱつ・する 出発する bertolak
42 キャンプ・する berkhemah
43 めずらしい 珍しい berharga; jarang berlaku; sukar ditemui
44 でんとうてき（な） 伝統的 (な) tradisional
45 それに lebih-lebih lagi
46 どっち yang mana satu

2 旅行の準備 2. Persediaan perjalanan
47 イルカ ikan lumba-lumba
48 ショー pertunjukan
49 てぶくろ 手袋 sarung tangan
50 マフラー mafela (skaf tebal)
51 ねんまつ 年末 hujung tahun
52 ガイドブック buku panduan
53 パーク taman
54 はやわり 早割 potongan harga bagi pesanan awal
55 ～ちゅう（りょこうち

ゅう）

〜中 (旅行中) ketika–
(cth: ketika melancong)

56 とる 取る mengambil 
57 やすみをとる 休みを取る mengambil cuti
58 ぬれる 濡れる menjadi basah
59 ようい・する 用意する menyediakan
60 つたえる 伝える melaporkan; menyampaikan; 

menghebahkan
61 コピー・する membuat salinan fotokopi
62 おねがいします お願いします "Tolonglah ..."



もう一度聞こう

63 あとで 後で selepas



マレー語

話読聞書

1 あいて 相手 si dia; pihak sana / teman / lawan
2 しゅうかん 習慣 kebiasaan; tabiat
3 ちがい 違い perbezaan
4 おどろく 驚く terkejut; terperanjat
5 しつれい（な） 失礼 (な) biadab; tidak sopan
6 もう一いちど もう一度 sekali lagi

1 初めての訪問 1. Lawatan Pertama
7 かいぎ 会議 mesyuarat; sidang
8 かちょう 課長 pengurus bahagian
9 しゃちょう 社長 ketua/presiden syarikat
10 ごぞんじ ご存知 [kata hormat] tahu
11 どなた [kata hormat] siapa
12 ミステリー misteri
13 しゅっしん 出身 tempat asal; tanah air
14 ころ 頃 lebih kurang / ketika

(Digunakan utk menyatakan waktu, tarikh 
dan zaman, bukan tempoh.)

15 いらっしゃる [kata hormat] ada; datang; pergi
16 おっしゃる [kata hormat] berkata
17 ごらんになる ご覧になる [kata hormat] melihat; menyaksikan, 

menonton
18 なさる [kata hormat] membuat; melakukan
19 めしあがる 召し上がる [kata hormat] makan
20 しゅっせき・する 出席する hadir; menghadiri
21 たいいん・する 退院する keluar/discaj dr hospital selepas sembuh 

dari sakit
2 一緒に作りましょう 2. Mari Kita Buat Bersama-sama

22 このくらい banyak ini
23 かわ 皮 kulit
24 キャベツ kobis
25 ジャガイモ kentang
26 だいこん 大根 lobak putih Jepun
27 タマネギ bawang
28 ニンジン lobak merah
29 ネギ daun bawang
30 はんぶん 半分 separuh (bahagian)

第7課 西川さんの家へ



31 カップ cawan
32 クリーム krim
33 ゼリー jeli, gelatin
34 ソース sos
35 パスタのソースをつく

る

パスタのソースを作る membuat sos pasta

36 パスタ pasta
37 あじ 味 rasa
38 はちみつ (蜂蜜) madu
39 みそしる (味噌汁) sup miso : sejenis sup tradisional Jepun yg 

disediakan dr pes kacang soya yg ditapai. 
40 ひ 火 api
41 つよび 強火 api besar (ketika memasak)
42 よわび 弱火 api kecil (ketika memasak)
43 ルー roux , agen pemekat untuk sup atau sos
44 グラム gram
45 できあがり (出来上がり) siap; sedia (utk dihidang)
46 むく mengupas; mengopek; membuang kulit
47 やく 焼く membakar (makanan)
48 わかす 沸かす menjerang air; mendidihkan
49 ひやす 冷やす menyejukkan
50 にる 煮る memasak; mereneh; merebus (dgn perisa 

dan perencah)
(cth: sup ayam)

51 ゆでる 茹でる merebus; mencelur
(cth: telur rebus, kentang rebus)

52 かわる 変わる berubah; bertukar
53 ふっとう・する 沸騰する air mencapai takat didih
54 いためる 炒める menumis; menggoreng kilas; memasak 

secara saute
55 あつい 厚い tebal
56 うすい 薄い nipis; halus / cair / pipih; tawar
57 うすくきります 薄く切ります "Hiris nipis-nipis."
58 このりょうりはあじが

うすい

この料理は味が薄い "Masakan ini rasanya tidak terlalu kuat."

59 こい 濃い pekat (air, rasa)
60 こまかい 細かい kecil
61 ほそい 細い halus



62 よわい 弱い lemah
63 まず mula-mula ... (digunakan di awal ayat)
64 つぎに 次に seterusnya, ...
65 さいごに 最後に akhir sekali

もう一度聞こう

66 ちょうみりょう 調味料 bahan perasa; perencah
67 なべ 鍋 periuk
68 にくじゃが 肉じゃが Nikujaga:  Hidangan Jepun, di mana 

hirisan daging, kentang dan bawang 
direneh dlm kicap manis dan mirin , 
bersama sayur-sayuran.

69 えんりょ・する 遠慮する mengelak; menghindari / keberatan / 
berat mulut

70 もちろん sudah semestinya
71 だいたい (大体) secara amnya; lebih kurang / hampir
72 おじゃまします お邪魔します "Izinkan saya mengganggu."

[kata rendah diri]
73 よくいらっしゃいまし

た

"Terima kasih kerana hadir." [kata 
hormat]



マレー語

話読聞書

1 あかるい 明るい cerah; terang / ceria / telus
2 うれしい 嬉しい gembira

1 うれしい出来事 1. Peristiwa yg Menggembirakan
3 （お)だんご (お) 団子 Dango: Kuih Jepun berbentuk bulat yg 

diperbuat drpd tepung pulut, kemudian 
dicucuk dengan lidi. 🍡

4 にくじゃが 肉じゃが Nikujaga:  Hidangan Jepun, di mana 
hirisan daging, kentang dan bawang 
direneh dlm kicap manis dan mirin , 
bersama sayur-sayuran.

5 みずうみ 湖 tasik
6 うんてんしゅ 運転手 pemandu
7 えきいん 駅員 kakitangan stesen
8 おまわりさん お巡りさん anggota polis peronda
9 ～さん 
（れい：えきいんさん

）

〜さん (例: 駅員さん) Encik / Puan / Cik,
Ditambah di akhir kata nama utk 
profesion tertentu sebagai penghormatan.
(cth: encik pegawai stesen)

10 おくる 送る menghantar (seseorang pergi)
11 くるまでうちまでおく

ります

車でうちまで送ります menghantar (seseorang) dgn kereta

12 なおす 直す menyembuhkan / membaiki; membaik 
pulih / memperbaiki membetulkan

13 ゆずる 譲る menyerahkan (cth: tempat duduk)
14 つれていく 連れて行く membawa (seseorang) pergi
15 おしえる 教える mengajar, memberitahu
16 えきへのいきかたを 

おしえました

駅への行き方を 
教えました

"Saya telah menunjukkan seseorang cara 
utk pergi ke stesen."

17 ひろう 拾う mengutip; memungut
18 とどける 届ける menghantar; mengirim; menyampaikan / 

melaporkan; mewartakan
19 むかえにくる 迎えに来る menjemput (seseorang)
20 とる 捕る menangkap
21 そんなに begitu; demikian

2 おせわになりました 2. Terima kasih ats Bantuan Anda
22 かびん 花瓶 pasu bunga

第8課 ありがとう



23 ちゃわん 茶碗 mangkuk
24 つくえ 机 meja tulis
25 ほんだな 本棚 rak buku
26 きんじょ 近所 kejiranan; kawasan berdekatan
27 ～さき 
（れい：アルバイトさ

き）

〜先 (例: アルバイト先) di tempat–
(cth: di tempat kerja sambilan saya)

28 きょうじゅ 教授 profesor
29 ぶちょう 部長 ketua bahagian
30 しりょう 資料 dokumen; bahan maklumat; data
31 いただく 頂く [kata rendah diri] menerima dgn penuh 

syukur
32 くださる 下さる [kata hormat] memberi; mengurniakan
33 どういたしまして [Ucapan] Sama-sama

もう一度聞こう

34 チヂミ chijimi : Lempeng ala Korea
35 かざる 飾る menghias
36 かんぱい 乾杯 [ucap selamat] Minum!



マレー語

話読聞書

1 たいせつさ 大切さ kepentingan
2 はずかしい 恥ずかしい malu
3 ですから maka; kerana itu

1 アルバイト先のルール 1. Peraturan di Tempat Kerja Sambilan

4 うら 裏 belakang (sesuatu), di sebalik
5 かみ 紙 kertas
6 シフト syif
7 スタッフ kakitangan
8 タイムカード kad perakam waktu
9 ひょう 表 jadual; carta; senarai
10 ホール dewan
11 まいつき 毎月 setiap bulan
12 かみのけ 髪の毛 rambut
13 スニーカー kasut sukan
14 すみ 隅 sudut (dlm tempat tertutup) 
15 ちょうりば 調理場 dapur di restoran
16 でんぴょう 伝票 kertas pesanan
17 どうぐ 道具 alat; perkakas
18 ゆか 床 lantai
19 よてい 予定 rancangan/pelan/jadual; jangkaan; 

anggaran
20 おんど 温度 suhu
21 かわり 代わり ganti; tukar; pengganti
22 せんざい 洗剤 bahan pencuci
23 つごう 都合 keadaan/kemudahan (mengenai 

masa/jadual)
24 マニュアル manual pengguna
25 オーブン ketuhar
26 よごれ 汚れ kotoran
27 ルール peraturan
28 ～さま（れい：おきゃ

くさま）

〜様 (例: お客様) Tuan / Puan
(cth: pelanggan, juga digunakan ketika 
merujuk/memanggil nama pelanggan)

29 おす 押す menolak; menekan; mengecap
30 タイムカードをおす。 タイムカードを押す mengecap kad perakam waktu
31 ことわる 断る menolak (permohonan, pemberian)

第9課 アルバイト先で



32 だす 出す mengeluarkan, menyerahkan, 
menerbitkan, menghasilkan, menyajikan 
(makanan)

33 ごみをだす ゴミを出す mengeluarkan/membuang sampah
34 わたす 渡す menyerahkan
35 きがえる 着替える salin baju
36 つける mengenakan (spt aksesori);

menyalakan (lampu/api/elektrik);
37 アクセサリーをつける mengenakan aksesori
38 おしゃべり・する borak-borak; sembang
39 チェック・する memeriksa
40 かわく 乾く mengering (menyingkirkan air dan 

lembapan)
41 しまう menyimpan
42 すべる 滑る menggelincir; menggelongsor
43 はこぶ 運ぶ mengangkut
44 ふく 拭く mengelap
45 ほす 干す mengeringkan (dgn mendedahkan 

sesuatu kpd pengudaraan atau cahaya 
matahari atau api)

46 かたづける 片付ける mengatur; menyusun; mengemaskan; 
menyelesaikan

47 もえる 燃える membakar
48 あいさつ・する 挨拶する menegur sapa
49 あく 空く menjadi kosong; menjadi lapang
50 あがる 上がる bangun, bangkit, naik; menaiki, memanjat

51 かわる 代わる mengganti
52 アルバイトをかわる アルバイトを代わる mengganti syif (seseorang)
53 よぶ 呼ぶ memanggil
54 あげる 上げる mengangkat; menaikkan
55 さげる 下げる menurunkan
56 たりる 足りる mencukupi
57 じゃま（な） 邪魔 (な) mengganggu
58 ていねい（な） 丁寧 (な) bersopan-santun
59 しっかり betul-betul, sewajarnya, berterusan
60 ぜったいに 絶対に sama sekali; benar-benar
61 はっきり jelas; nyata; terang-terang



62 おおきな 大きな besar, kuat (bunyi)
2 楽しいアルバイト 2. Kerja Sambilan yg Menyeronokkan

63 おてあらい お手洗い tandas
64 ガソリン minyak petrol
65 ひも 紐 benang
66 ふくろ 袋 beg; karung / sarung / kantung
67 モップ mop
68 ひきだし 引き出し laci
69 バター mentega
70 なべ 鍋 periuk
71 びん 瓶 tembikar, botol, balang
72 ガス gas
73 ～ぶくろ（れい：ごみ

ぶくろ）

〜袋 (例: ゴミ袋) beg–
(cth: beg sampah)

74 かける menggantungkan
75 いすにかける duduk di atas kerusi
76 きまる 決まる diputuskan; ditentukan
77 たしかめる 確かめる memastikan
78 ちゅうい・する 注意する memberi perhatian
79 ごちゅういください ご注意下さい "Sila beri perhatian."
80 なくなる habis; hilang
81 ガソリンがなくなった "Saya kehabisan petrol."
82 きれる 切れる terputus (bekalan)
83 こげる 焦げる hangit; terbakar; dibakar
84 やぶれる 破れる terkoyak
85 そのままにする biarkan ia seadanya
86 ならべる 並べる beratur, berbaris; menyusun
87 きゅうけい・する 休憩する berehat
88 とどく 届く tiba; sampai, dihantar
89 しょうしょう 少々 sedikit
90 おさきにどうぞ お先にどうぞ Silakan terlebih dahulu.
91 もうしわけないんです

が

申し訳ないんですが Maafkan saya, ..(tapi)..

もう一度聞こう

92 きをつける 気をつける berhati-hati
93 さいしょに 最初に pertama sekali, ...
94 さきに 先に sebelum itu, di hadapan, terdahulu



マレー語

話読聞書

1 おうさま 王様 raja
2 おかし お菓子 kuih; manis-manisan; snek
3 まるい 丸い [adj] bulat
4 あめ 飴 gula-gula
5 クルミ kacang walnut
6 ゴマ biji
7 だれでも 誰でも sesiapa pun
8 のばす 伸ばす memanjangkan; melanjutkan; 

menghulurkan (tangan)
9 まく 巻く menggulungkan

1 ハプニング 1. Kejadian yg Mengejutkan!
10 おばあさん nenek (panggilan sopan utk wanita warga 

emas)
11 しらないおばあさん 知らないおばあさん wanita warga emas yg tak dikenali
12 おじいさん datuk / atok (panggilan sopan utk lelaki 

warga emas)
13 きんじょのおじいさん 近所のおじいさん jiran warga emas lelaki 

(cth: atok rumah sebelah)
14 あかちゃん 赤ちゃん bayi
15 か 蚊 nyamuk
16 かかり 係 petugas / kerani
17 くちべに 口紅 gincu (lipstik)
18 だれか 誰か seseorang
19 どろぼう 泥棒 pencuri
20 ～てん（れい：100てん

）

〜点 (例: 100点) –markah
(cth: 100 markah)

21 シングル bujang
22 ツイン bilik berkembar: bilik di hotel yang 

mempunyai dua katil kecil, setiap satu 
untuk seorang.

23 フロント meja / kaunter hadapan
24 ところ tempat
25 えきいんさんのところ 駅員さんのところ tempat pegawai stesen
26 アイスクリーム aiskrim
27 サンプル sampel
28 しょうひん 商品 produk; barang runcit; komoditi

第10課 旅行に行って



29 まんじゅう manju : roti tradisional Jepun berinti pes 
kacang, spt kuih pau.

30 ライブ langsung (konsert, siaran)
31 ロック muzik rock
32 かむ 噛む mengunyah
33 こわす 壊す merosakkan; memusnahkan
34 さす 刺す menusuk; menikam; menyengat 
35 さそう 誘う menjemput; mengundang
36 しかる 叱る memarahi
37 たのむ 頼む meminta (supaya melakukan sesuatu) / 

bergantung; mengharapkan
38 ちがう 違う salah, silap; berbeza, berlainan
39 とる 取る mengambil; mendapat
40 100てんをとる 100点を取る mendapat 100 markah
41 ふむ 踏む memijak
42 ほめる 褒める memuji
43 しょうたい・する 招待する mengajak; mempelawa
44 くばる 配る mengedarkan; mengagihkan
45 ぶつかる terlanggar; bertembung
46 さつえい・する 撮影する merakam
47 はつばい・する 発売する menjual / mula menjual; melancarkan 

(produk di pasaran)
48 ちゅうい・する 注意する memberi amaran, menasihati, menegur
49 かかりのひとにちゅう

いされる

係の人に注意される Saya diberi amaran/ ditegur oleh petugas.

50 うまい sedap
51 いっぱい 一杯 banyak, penuh
52 あれ？ "Eh?"

(Kata seru yg digunakan utk menyatakan 
perasaan hairan/terkejut.)

2 ガイドブックを片手に 2. Dengan Buku Panduan di Tangan

53 かいじょう 会場 tempat acara; tempat pertemuan
54 あっち di sana [tidak formal]
55 おばけやしき お化け屋敷 rumah berhantu
56 むこう 向こう sana, sebelah bertentangan; pihak sana
57 トラ harimau
58 ミルク susu



59 やね 屋根 bumbung; atap
60 えんぴつ 鉛筆 pensel
61 つき 月 bulan
62 プロ pro, profesional
63 モデル model
64 おおく 多く banyak; ramai
65 かがみ 鏡 cermin
66 カタカナ Katakana , sistem tulisan silabik yg 

di-gunakan dlm bahasa Jepun, khususnya 
utk mentranskripsikan kata asing

67 こくさい 国際 antarabangsa
68 じゅうどう 柔道 Judo , sejenis seni mempertahankan diri 

Jepun, seperti gusti. 
69 せかい 世界 dunia
70 むぎ 麦 gandum, barli
71 こうじょう 工場 kilang
72 はくぶつかん 博物館 muzium
73 ヨーロッパ Eropah
74 おやき Oyaki : sejenis kuih yg popular di Nagano, 

berinti sayur²an, buah²an, atau pes 
kacang merah.

75 ～じゅう（れい：せか
いじゅう)

〜中 (例: 世界中 ) serata– / seluruh– / sepanjang–
(cth: serata dunia)

76 ～じだい（れい：えど
じだい）

〜時代 (例: 江戸時代) zaman–
(cth: zaman Edo)

77 むかう 向かう berhadapan; berdepan; menuju; 
menghala

78 にげる 逃げる melarikan diri
79 いきる 生きる hidup
80 うまれる 生まれる lahir; dilahirkan
81 おこなう 行う melangsungkan; melakukan
82 つくる 造る mencipta; membuat (benda); 

menggubah; mencipta; membina
83 ひらく 開く membuka (pintu, acara, dsb.)
84 コンサートがひらかれ

る。

コンサートが開かれる konsert diadakan

85 たてる 建てる membina; mendirikan
86 はっけん・する 発見する menemui



87 はつめい・する 発明する mencipta 
88 これから selepas ini
89 ～によって mengikut; berdasarkan; disebabkan

もう一度聞こう

90 のりば 乗り場 platform/pintu/tempat naik turun (tren, 
bas, dsb.)

91 ロープウエー kereta kabel
92 とおく 遠く jauh
93 おまたせ お待たせ "Maaf buat anda menunggu."
94 ちょうど (丁度) betul-betul; tepat; cukup-cukup



マレー語

話読聞書

1 やおや 八百屋 kedai sayur
2 おじさん pak cik (panggilan sopan utk lelaki 

pertengahan umur.)
3 くろう 苦労 kesusahan; titik peluh
4 したしい 親しい rapat; intim
5 なんども 何度も berkali-kali, berulang kali
6 はなしかける 話しかける mendekati dan menegur sapa

1 慣れてくると 1. Bila dah Biasa ...
7 かれ 彼 teman lelaki; dia (lelaki)
8 かのじょ 彼女 teman wanita; dia (perempuan)
9 くにのかれ（かのじょ

）に あいたいです
国の彼(彼女)に 
会いたいです

"Saya rindu teman lelaki (teman wanita) 
saya di kampung."

10 こと（れい：しょうら
いのこと）

こと (例: 将来のこと) perkara; hal–; perihal–
(cth: perihal masa depan)

11 きょうみ 興味 minat
12 ボランティア sukarelawan
13 ぶっか 物価 harga komoditi
14 けいご 敬語 kata hormat
15 ぶんか 文化 budaya
16 ちがい 違い perbezaan
17 むり 無理 berlebihan; melebih-lebih
18 むりをする 無理をする buat sesuatu secara berlebihan
19 ～だい（れい：しょく

じだい）

〜代 (例: 食事代) caj–; bayaran–
(cth: caj makanan)

20 もつ 持つ membawa; mengangkat; mempunyai; 
memegang

21 きょうみをもつ 興味を持つ mempunyai minat
22 せつやく・する 節約する berjimat
23 がいしょく・する 外食する makan di luar
24 ダイエット・する diet; cuba me-ngurangkan berat badan
25 ふとる 太る menjadi gemuk
26 おれる 折れる patah / terlipat; melipat
27 こしょう・する 故障する rosak
28 まなぶ 学ぶ belajar; mempelajari
29 そだてる 育てる mengasuh; membesarkan (anak)
30 けんきゅう・する 研究する menyelidik; meneliti

第11課 地域社会の中で



31 あんまり kurang; tidak begitu; tidak banyak; tidak 
kerap

32 だいたい (大体) selalunya
2. Menyertai Pasukan Sukan

33 えきまえ 駅前 depan stesen
34 ぐあい 具合 kesihatan; keadaan kesihatan
35 くやくしょ 区役所 pejabat wilayah
36 こんや 今夜 malam ini
37 しゅっちょう・する 出張する membuat lawatan kerja / lawatan rasmi
38 うつ 打つ memukul
39 まわる 回る berpusing; berputar; mengelilingi
40 なげる 投げる membaling
41 あきらめる 諦める meninggalkan (hasrat dsb); berhenti; 

putus asa
もう一度聞こう

42 きかい 機会 peluang
43 ちいき 地域 kawasan
44 チーム pasukan
45 ～くん 〜君 (akhiran utk nama budak lelaki, yg 

menunjukkan keakraban)
46 シュート・する menendang atau membaling bola ke arah 

gol
47 おかえりなさい お帰りなさい "Selamat kembali/ pulang ke rumah."
48 よし okey; baiklah

2 スポーツチームに入って



マレー語

1 話読聞書

2 インスタント segera
3 しょくひん 食品 barangan makanan
4 れいとう・する 冷凍する menyejukbekukan
5 のこす 残す meninggalkan

のこる 残る tinggal (baki)
6 1 体調不良 2. Rasa Tak Sihat
7 おにぎり onigiri : nasi kepal Jepun
8 げんき 元気 sihat; sejahtera; bersemangat
9 げんきがない 元気がない tidak sihat; tidak bermaya; tidak 

bersemangat
10 い 胃 perut (organ)
11 いたみ 痛み kesakitan
12 つかれ 疲れ kepenatan; keletihan
13 しっぷ 湿布 kain tuam (panas/sejuk)
14 うがい berkumur
15 ジム gimnasium
16 こおり 氷 ais
17 ドレッシング balutan (luka)
18 ～きん（れい：にゅう

かいきん）

〜金 (例: 入会金) caj–; bayaran–
(cth: bayaran masuk)

19 よう 酔う mabuk
20 とれる 取れる lega; tertanggal; terlepas (dr sesuatu)
21 にゅうかい・する 入会する menjadi ahli (persatuan); mendaftar 

keahlian
22 さす mengangkat (tangan) / mengangkat 

(payung) / menjunjung
23 かさをさす。 傘をさす berpayung; memakai payung
24 ガンガン berdenyut-denyut (sakit kepala), seolah-

olah kepala anda berbunyi kuat
25 あたまがガンガンする 頭がガンガンする "Kepala saya (sakit) berdenyut-denyut."
26 パンパン berdenyut-denyut (sakit otot), seolah-olah 

otot anda diregangkan dgn kuat
27 あしがパンパンだ 足がパンパンだ "Kaki saya (sakit) berdenyut-denyut."
28 フラフラ pening, terhuyung-hayang; mabuk (seolah-

olah tidak berdaya, letih, atau badan anda 
spt hendak rebah)

第12課 私の健康法



29 フラフラする "Saya pening kepala."
30 ムカムカ loya, mual (rasa nak muntah sbb makan 

berlebihan, minum berlebihan atau sbb 
lain)

いがムカムカする 胃がムカムカする "Perut saya rasa tak selesa; saya rasa 
mual."

31 2 毎日、元気に 2. Semoga Sihat Setiap Hari
32 かた 肩 bahu
33 くび 首 leher
34 カロリー kalori
35 ジューサー pemerah jus
36 たいしぼうけい 体脂肪計 alat penimbang lemak badan
37 たいしぼうりつ 体脂肪率 peratus lemak badan
38 ネックストレッチ alat peregang leher
39 マッサージき マッサージ器 mesin pengurut
40 まんぽけい 万歩計 pedometer
41 ストレス stres
42 むしば 虫歯 kaviti gigi
43 ビタミンＣ vitamin C
44 ほうほう 方法 cara; kaedah
45 けんこう 健康 kesihatan
46 えいよう 栄養 khasiat
47 ショウガ halia
48 バランス seimbang
49 ～ぶそく 
（れい：うんどうぶそ

く）

〜不足  (例: 運動不足) tidak cukup–
(cth: tak cukup senaman)

50 とる 取る melegakan; membebaskan diri, terlepas 
(drpd sesuatu)

51 つかれをとる。 疲れを取る melegakan keletihan
52 はかる 測る mengukur; menyukat; menimbang
53 けいさん・する 計算する mengira
54 マッサージ・する mengurut
55 たまる menimbun; melonggok; memendap; 

terkumpul
56 やせる (痩せる) menurunkan berat badan, menjadi kurus
57 こる (凝る) membeku; menjadi kebas
58 うごかす 動かす menggerakkan



59 ねむる 眠る tidur; terlena
60 ひえる 冷える menjadi sejuk
61 このごろ この頃 baru-baru ini

ふーん "Hmm..."
62 もう一度聞こう

63 グレープフルーツ limau gedang
64 ふつかよい 二日酔い Simptom akibat mabuk (arak) pd malam 

sebelumnya.
65 あたためる 温める memanaskan (makanan, dsb)

きをつける 気をつける berhati-hati



マレー語

話読聞書

1 しぜん 自然 semula jadi
2 つる 釣る memancing
3 ふり（な） 不利 (な) mempunyai kekurangan
4 てにいれる 手に入れる mendapatkan

1. Kanak-kanak di Bandar
5 おや 親 induk (ibu atau bapa)
6 ちちおや 父親 bapa
7 ははおや 母親 ibu
8 こども 子供 anak
9 きんじょのこども 近所の子供 anak jiran
10 かじ 家事 kerja rumah; jaga rumah
11 コーチ jurulatih
12 じゅく 塾 pusat tuisyen
13 すうがく 数学 matematik
14 ゲームセンター pusat permainan
15 ころ 頃 ketika saya–
16 ～キロ –kilometer; –kilogram
17 ～ずつ setiap–; –– demi ––

cth:
一人は一つずつ取る =  setiap seorang 
ambil satu
一人ずつ = seorang demi seorang
少しずつ = sedikit demi sedikit

18 さわぐ 騒ぐ membuat bising
19 せわ・する 世話する menjaga; menolong
20 えらい 偉い berbakti; berjasa; mulia; masyhur; 

tersohor; ternama
21 このあいだ この間 tempoh hari
22 かならず 必ず pasti, tentu
23 やっぱり seperti yang disangka; sudah agak; 

sungguhpun begitu
24 よるおそく 夜遅く lewat malam

2 思い出すと

第13課 親の気持ち・子の気持ち

1 町で見かけて子供たち



25 うち aku; saya; kami; kita (digunakan dalam 
kepunyaan sahaja)

cth: うちの家族 (keluarga saya, keluarga 
kami)

26 うちのおや うちの親 ibu bapa saya
27 かいがい 海外

28 きょく 曲 lagu; melodi
29 きょういく 教育 pendidikan
30 けしょうひん 化粧品 produk kosmetik
31 けんか・する (喧嘩する) bertengkar
32 なく 泣く menangis
33 のこす 残す meninggalkan
34 やる membuat; melakukan (kerja)
35 しゅくだいをやる 宿題をやる membuat kerja sekolah
36 きびしい 厳しい tegas
37 うれしい 嬉しい gembira; senang hati
38 ねっしん（な） 熱心 (な) bersemangat
39 なんでも 何でも apa-apa (pun)

もう一度聞こう

40 ぼく 僕 saya; aku (digunakan oleh lelaki muda) 
[tidak formal]

41 そぼ 祖母 nenek (ibu kepada ayah)
42 おもちゃ mainan
43 やくにたつ 役に立つ berguna
44 ちゃんと (buat sesuatu) dgn betul / sewajarnya
45 しかたがない 仕方がない tiada gunanya, tiada pilihan lain



マレー語

話読聞書

1 まんがか 漫画家 kartunis
2 ～ぶ 〜部 jabatan–, bahagian–
3 メジャー（な） major; utama, besar
4 れんさい・する 連載する mencetak secara bersiri
5 スタート・する memulakan
6 ヒット・する menjadi tarikan ramai
7 しょうがくきん 奨学金 biasiswa
8 しえん・する 支援する membantu, menyokong

1 私の国の行事 1. Peristiwa di Negara Saya
9 おんなのこ 女の子 budak perempuan
10 おせちりょうり お節料理 makanan tradisional yg dimakan utk 

menyambut Tahun Baru
11 ぎょうじ 行事 acara
12 けいろうのひ 敬老の日 Hari Menghormati Orang Tua (Cuti umum 

kebangsaan di Jepun disambut pada hari 
Isnin ketiga bulan September setiap tahun 
untuk menghormati warga emas.)

13 （お）しょうがつ (お) 正月 Cuti Tahun Baru
14 しちごさん 七五三 Perayaan Tujuh-Lima-Tiga (Perayaan 

meraikan tumbesaran kanak-kanak. 
Untuk kanak-kanak lelaki apabila mereka 
berumur tiga dan lima tahun; dan untuk 
kanak-kanak perempuan apabila mereka 
berumur tiga dan tujuh tahun)

15 しんねん 新年 Hari Tahun Baru
16 せいじんしき 成人式 Hari Dewasa (Acara bagi meraikan 

seseorang yg mencapai umur 20 tahun 
dan oleh itu dianggap dewasa.)

17 せつぶん 節分 Setsubun : Akhir musim sejuk tradisional. 
Diadakan sehari sebelum permulaan 
musim bunga tradisional (sekitar 3 
Februari). Pada petang hari ini, kacang 
dibuang di sekeliling rumah untuk 
mengelakkan kejahatan.

第14課 イベント・行事



18 ひなまつり ひな祭り Pesta Anak Patung: Perayaan yang 
diadakan pada 3 Mac untuk meraikan 
tumbesaran kanak-kanak perempuan.

19 （お）せきはん (お) 赤飯 nasi berwarna merah yg dimakan utk 
meraikan sesuatu

20 ぬの 布 kain, fabrik
21 ねんがじょう 年賀状 kad Tahun Baru
22 はがき (葉書) poskad
23 ふろしき (風呂敷) kain utk balut barang
24 ランドセル beg galas sekolah yg diperbuat drpd kulit 

utk pelajar sekolah rendah
25 ウナギ belut
26 おおみそか 大晦日 malam tahun baru
27 かず 数 bilangan; nombor
28 （お）かねもち (お) 金持ち orang kaya
29 スイカ tembikai
30 ブルーベリー beri biru
31 ミカン limau tangerin
32 まめ 豆 kacang
33 ユズ (柚子) limau yuzu
34 とうじ 冬至 solstis musim sejuk
35 とし 年 umur; tahun
36 どようのうしのひ 土用の丑の日 Doyo Ushi No Hi adalah hari orang² Jepun 

memakan belut di musim panas. Doyo  
adalah sebutan tempoh 18-19 hari 
sebelum awal musim. Manakala Ushi no 
Hi adalah hari lembu berdasarkan 
kalender Lunar.

37 まねきねこ 招き猫 Patung kucing dgn kaki hadapannya 
melambai-lambai. Digunakan sebagai 
hiasan di hadapan kedai atau rumah 
untuk menarik pelanggan dan tuah.

38 あそび 遊び permainan
39 おぼん お盆 Festival Obon : perayaan di Jepun 

sempena menghormati roh nenek 
moyang.

40 からて 空手 karate
41 ぎょうざ 餃子 dumpling Jepun



42 ごちそう kenduri; jamuan, belanja (makan)
43 シチュー stu
44 しょうぎ 将棋 catur Jepun
45 せんぞ 先祖 nenek moyang
46 チェス catur   
47 テコンドー taekwondo
48 やきとり 焼き鳥 yakitori : ayam bakar Jepun yg dicucuk 

dengan lidi
49 おおぜい 大勢 orang ramai
50 カボチャ labu
51 だし 山車 kereta berhias
52 ～がた（れい：Ａがた

）

〜型 (例: A型) jenis–
(cth: jenis A)

53 ～けん（れい：ながさ
きけん）

〜県 (例: 長崎県) wilayah (Jepun) –
(cth: Wilayah Nagasaki)

54 いのる 祈る mendoakan; menghajatkan
55 いわう 祝う meraikan; mengucapkan selamat/tahniah 

kepada
56 つつむ 包む membalut; membungkus; diselubungi
57 おいわい・する お祝いする meraikan; merayakan
58 せいちょう・する 成長する membesar, berkembang
59 かんしゃ・する 感謝する bersyukur; berterima kasih
60 かざる 飾る menghias
61 ながいき・する 長生きする hidup panjang umur
62 なつバテ・する 夏バテする lesu musim panas
63 おどる 踊る menari

2 贈り物の習慣 2. Adat Pemberian Hadiah
64 おもちゃ mainan
65 かのじょ 彼女 dia (perempuan)
66 かれ 彼 dia (lelaki)
67 Ａ：やまださんはえい

ごが じょうずだね。 
Ｂ：かれ（かのじょ）

はイギリスにりゅうが

くしたことがあるから

。

A:山田さんは英語が 
上手だね。 
B:彼(彼女)はイギリスに
留学したことがあるか

ら

A: Bahasa Inggeris (Encik / Cik) Yamada 
memang bagus.

B: Itu kerana (dia: 彼 / 彼女) telah belajar 
di U.K."

68 みんな semua orang
69 おきもの 置物 objek perhiasan



70 かじ 火事 kebakaran
71 カメ 亀 penyu; kura-kura
72 きく 菊 bunga kekwa
73 くし sikat
74 ５えんだま 5円玉 syiling lima yen
75 しょっき 食器 pinggan mangkuk; perkakas makan
76 シンボル simbol; lambang
77 ストーブ pemanas
78 （お）そうしき (お) 葬式 majlis penyemadian
79 なみだ 涙 air mata
80 ハンカチ sapu tangan
81 （お）みまい (お) 見舞い ziarah orang uzur
82 ライター pemetik api
83 ～いわい 
（れい：けっこんいわ

い）

〜祝い (例: 結婚祝い) sempena–
(cth: hadiah sempena perkahwinan)

84 おくる 贈る menghadiahkan; menganugerahkan
85 ふえる 増える bertambah
86 はつおん・する 発音する menyebut, melafaz
87 れんそう・する 連想する mengaitkan sesuatu ingatan/idea kpd 

sesuatu yg lain
88 はずかしい 恥ずかしい malu
89 いや（な） 嫌な tidak suka; tidak senang

もう一度聞こう

90 おに 鬼 hantu; jembalang
91 ハロウィーン perayaan Halloween
92 おばけ お化け hantu; lembaga
93 いたずら・する membuat nakal; mengusik; menyakat; 

"trick or treat"
94 きにする 気にする mengambil kisah (nuansa negatif); 

bimbang, memberi perhatian yg tidak 
wajar kpd sesuatu



マレー語

話読聞書

1 じしん 自信 yakin diri

2 しりあい 知り合い kenalan; taulan

3 だいせいこう 大成功 kejayaan besar

4 ポスター poster

5 せっきょくてき（な） 積極的 (な) tegas; agresif / proaktif; positif

1 発表の準備 1. Menyediakan Pembentangan

6 げんいん 原因 sebab; punca

7 しょくりょうひん 食料品 barang runcit (makanan)

8 ぞうか・する 増加する menambah; meningkatkan

9 もんだい 問題 soalan; persoalan; masalah

10 レコード rekod

11 ぼうえき 貿易 perdagangan

12 じじょう 事情 keadaan; hal-ehwal

13 おんだん（な） 温暖 (な) hangat

14 えいかいわ 英会話 perbualan bahasa Inggeris

15 じょせい 女性 perempuan

16 だんせい 男性 lelaki

17 ちきゅう 地球 Bumi

18 ちょくせつ 直接 langsung, terus

19 ゆにゅう・する 輸入する import

20 ようふく 洋服 pakaian ala barat

21 りゆう 理由 sebab, alasan

22 グラフ graf

23
～か（れい：おんだん

か）
〜化 (例: 温暖化)

menjadikan–; bertukar jadi–
(cth: pemanasan global)

24
～ばい（れい：２ばい

）
〜倍 (例: 2倍)

~ kali ganda
(cth: dua kali ganda)

25 さがる 下がる turun / jatuh / merosot

26 ねだんがさがる 値段が下がる harga turun

27 かう 飼う memelihara; membela (haiwan)

28 さく 咲く kembang; mekar / berbunga

29 アンケート・する membuat tinjauan; membuat soal selidik

第15課 気になるニュース



30 インタビュー・する menemuduga

31 はっぴょう・する 発表する
menyampaikan; membentangkan; 
mengumumkan

32 らいにち・する 来日する melawat Jepun; datang ke Jepun

33 りゅうこう・する 流行する
menjadi popular; menjadi bergaya 
(mengikut trend)

34 すごす 過ごす meluangkan masa

35 くらべる 比べる membandingkan

36 きたない 汚い kotor; comot

37 ほとんど kebanyakannya, hampir

2. Membentang di Hadapan Semua

38 クッキー biskut

39 ゆしゅつ・する 輸出する mengeksport

40 インフルエンザ influenza, selsema, flu

41 えんだか 円高 yen kukuh

42 きおん 気温 suhu udara

43 たちいりきんし 立入禁止 dilarang masuk

44 なんきょく 南極 kutub selatan

45 ほっきょく 北極 kutub utara

46 ダウンロード・する memuat turun

47 すすむ 進む mara; maju

48 けんきゅうがすすむ 研究が進む "Penyelidikan ini terus dimajukan."

49 とける 溶ける mencair; melebur; melarut

50 へる 減る berkurangan; merosot

51 けっせき・する 欠席する tidak hadir

52 きけん（な） 危険 (な) berbahaya

53 たいへん 大変 sangat; amat

54 しかし akan tetapi

55 どんどん
semakin cepat / berturut-turut; satu demi 
satu

56 ～によると menurut; mengikut (pencerita)

もう一度聞こう

57 いろんな bermacam-macam; berbagai-bagai

58 やく 約 lebih kurang / kira-kira

  2 みんなの前で発表



59 （お）れい (お) 礼
tanda penghargaan; tanda terima kasih; 
ganjaran

Terjemahan awal oleh: Siti Aqilah Abdul Khair


