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あいさつあいさつあいさつあいさつ    
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Selamat pagi  ｽﾗﾏｯ(ﾄ) ﾊﾟｷﾞ  おはよう(0～10時 )  

Selamat siang  ｽﾗﾏｯ(ﾄ) ｼｱﾝ  こんにちは(10 ～15時)  

Selamat sore  ｽﾗﾏｯ(ﾄ) ｿﾚ  こんにちは(15 ～18 時)  

Selamat malam  ｽﾗﾏｯ(ﾄ) ﾏﾗﾑ  こんばんわ(18 ～24時)  

Terima kasih ﾃﾘﾏ ｶｼ‐ ありがとう  Maaf マアフ ごめんなさい  

Kembali / ｸﾝﾊﾞﾘ どういたしまして  

Sama-sama サマサマ  
Permisi プルミシ どういたしまして  

 

 

数数数数    

０ nol  ﾉﾙ  ７ tujuh  ﾄｩｼﾞｭ  

１ satu  ｻﾄｩ  ８ delapan  ﾄﾞｩﾗﾊﾟﾝ  

２ dua  ﾄﾞｩｱ  ９ sembilan ｽﾝﾋﾞﾗﾝ  

３ tiga  ﾃｨｶﾞ  10 sepuluh  ｽﾌﾟﾙ  

４ empat  ｳﾝﾊﾟｯ(ﾄ)  100 seratus  ﾗﾄｽ  

５ lima  ﾘﾏ  1000 seribu  ｽﾘﾌﾞ  

６ enam  ｳﾅﾑ  100万 satu juta ｻﾄｩ ｼﾞｭﾀ  

    



時時時時    

    

    

    

その他その他その他その他    

はい  Ya.  ﾔ  いいえ  Tidak.  ﾃｨﾀﾞ  

これ  ini  ｲﾆ  それ  itu  ｲﾄｩ  

左  kiri  ｷﾘ  右  kanan  ｶﾅﾝ  

    

今日  

昨日  

明日  

Hari ini  

Kemarin  

Besok  

ﾊﾘ ｲﾆ  

ｸﾏﾘﾝ  

ﾍﾞｿ  

日曜日  

月曜日  

火曜日  

水曜日  

木曜日  

金曜日  

土曜日  

Hari Minggu  

Hari Senin  

Hari Selasa  

Hari Rabu  

Hari Kamis  

Hari Jum'at  

Hari Sabtu  

ﾊﾘ ﾐﾝｸﾞ  

ﾊﾘ ｽﾆﾝ  

ﾊﾘ ｽﾗｻ  

ﾊﾘ ﾗﾌﾞ  

ﾊﾘ ｶﾐｽ  

ﾊﾘ ｼﾞｭﾏｯﾄ  

ﾊﾘ ｻﾌﾞﾄｩ  

今  

あとで  

さっき  

ちょっと  

sekarang  

nanti  

tadi  

sebentar  

ｽｶﾗﾝ  

ﾅﾝﾃｨ  

ﾀﾃﾞｨ  

ｽﾌﾞﾝﾀｰﾙ  

月  

３月  

４月  

５月  

bulan  

Maret  

April  

Mei  

ﾌﾞﾗﾝ  

ﾏﾗｯﾄ  

ｱﾌﾟﾘﾙ  

ﾒｲ  

１時  

１時間  

10分  

週  

jam satu  

satu jam  

sepuluh menit  

minggu  

ｼﾞｬﾑ ｻﾄｩ  

ｻﾄｩ ｼﾞｬﾑ  

ｽﾌﾟﾙ ﾐﾆｯﾄ  

ﾐﾝｸﾞｰ  



文章文章文章文章    

私の名前は梶本です｡  Nama saya Kajimoto.  ﾅﾏ ｻﾔ ｶｼﾞﾓﾄ.  
～へ行って下さい｡  Tolong (pergi) ke ～  ﾄﾛﾝ (ﾌﾟﾙｷﾞ) ｸ ～.  
～を呼んで下さい｡  Tolong panggil～  ﾄﾛﾝ ﾊﾟﾝｷﾞﾙ ～.  
これはいくらですか。  Berapa ini.  ﾌﾞﾗﾊﾟ ｲﾆ.  
～がしたい（ほしい）です｡  Saya mau～.  ｻﾔ ﾏｳ ～.  
必要ありません  Tidak usah.  ﾃｨﾀﾞ ｳｻ  
ちょっと待ってください。  Tunggu sebentar.  ﾄｩﾝｸﾞｰ ｽﾌﾞﾝﾀｰﾙ  
～はどこですか。  Di mana ～  ﾃﾞｨ ﾏﾅ～  
    
主語 ＋ 助動詞 ＋ 動詞・形容詞 ＋ （副詞） ＋ 目的語 

 
saya    ｻﾔ 私 baru    ﾊﾞﾙ    新しい 

anda    ｱﾝﾀﾞ あなた  besar    ﾌﾞｻｰﾙ    大きい 

dia    ﾃﾞｨｱ 彼女・彼  panas    ﾊﾟﾅｽ    あつい 

sekolah    ｽｺﾗ 学校  banyak    ﾊﾞﾆｬｸ    多い    

rumah    ﾙﾏｰ  家 mahal    ﾏﾊﾙ    高い    

toko    ﾄｺ  店 bagus    ﾊﾞｸﾞｽ よい 

mobil    ﾓﾋﾞﾙ 自動車  lama    ﾗﾏ    古い    

telepon ﾃﾚﾎﾟﾝ 電話 kecil    ｸﾁﾙ    小さい    

tuan ﾄｩｱﾝ 外国人男性 dingin    ﾃﾞｨﾝｷﾞﾝ    冷たい    

nyonya ﾆｮﾆｬ  奥さん（外国人女性） sedikit    ｽﾃﾞｨｷｯﾄ    少ない    

pembantu ﾌﾟﾝﾊﾞﾝﾄｩ お手伝い murah    ﾑﾗｰ    安い    

 enak    ｴﾅｯｸ おいしい 

pergi    ﾌﾟﾙｷﾞ    行く      
makan    ﾏｶﾝ    食べる  suka    ｽｶ    好き 

lihat    ﾘﾊｯﾄ    見る   

buka    ﾌﾞｶ    開く    tidak ﾃｨﾀﾞ  否定形  

beli    ﾌﾞﾘ    買う    akan ｱｶﾝ 未来形 

tahu    ﾀｳ  知っている bisa ﾋﾞｻ 可能  

datang    ﾀﾞﾀﾞﾝ    来る    boleh ﾎﾞﾚ  許可（してよい） 

minumu    ﾐﾇﾑ    飲む     

dengar    ﾄﾞｩﾝｶﾞﾙ    聞く    di＋場所  ﾃﾞｨ ～で ～に 

tutup    ﾄｩﾄｩｯﾌﾟ    閉める    dari＋場所    ﾀﾞﾘ ～から 

bekerja    ﾌﾞｯｸﾙｼﾞｬ    働く    ke＋場所    ｸ ～へ 

mengerti    ﾑﾝｸﾞﾙﾃｨ  理解する ～dan～    ﾀﾞﾝ ～と～ 

bagus sekali バグーススカリ とっても良い 
 
＜＜＜＜    バンドン日本人学校職員おすすめのインドネシア語の本＞バンドン日本人学校職員おすすめのインドネシア語の本＞バンドン日本人学校職員おすすめのインドネシア語の本＞バンドン日本人学校職員おすすめのインドネシア語の本＞    
☆指さし会話帳②インドネシア 式部洋子著 情報センター情報局生活開始当初に最も使い

やすい本です。 

○やさしい初歩のインドネシア語 舟田 京子著 南雲堂 

○バタオネにおまかせバタオネのインドネシア語講座（初級）ドミニクス・バタオネ／近

藤由美著 めこん 

○地球の歩き方～旅の会話集（インドネシア語/英語）ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ社 

○インドネシア語が面白いほど身につく本 

    

  


