
27  bakar 薪

No. カテゴリー インドネシア語 日本語 英語
1 マングローブ Bakau マングローブ Mangrove
2 akar 根 root
3 gagang 茎 stalk
4 daun 葉 leaf
5 bunga 花 flower
6 macam 品種・種類 breed
7 jenis 種類 kind

8
マングローブ森
林生態系生育

lumpur 泥 mud

9 endapan 堆積物 sediment
10 sungai 川 river
11 selat 海峡 channel
12 pulau 島 island
13 air pasang 満ち潮 flood tide
14 air surut 引き潮 ebb tide
15 intertidal 潮間帯
16 erosi 浸食 erosion
17 garam 塩 salt
18 植物 subur 健康な・肥えた fertile
19 tumbuh 成長する grow
20 berkembang biak 繁殖する breed
21 dicotyledoneae 双子葉植物 dicotyledon
22 monocotyledoneae 単子葉植物 monocotyledon
23 penyerbukan 受粉 pollination

24
マングローブ森
林生態系利用

penggunaan 利用 using

25 bahan 材料 material
26 bahan bakar 燃材
27 kayu bakarkayu 薪 firewoodfirewood
28 arang 炭 charcoal
29 kayu bangunan 建材 building materials
30 bangunan 建物 house/building
31 tiang 柱 pillar
32 jala 網 net
33 perusahaan 企業 enterprise
34 perhotelan ホテル業界 industry hotel
35 proyek プロジェクト project
36 pemandang 景色 scenery
37 berubah 変化する change
38 村の生活 sumur 井戸 well
39 pemilik 所有者 holder
40 upacara 儀式・式 ceremony
41 adat 伝統・習慣 tradition
42 suku 種族 tribe
43 pengetahuan 知識 knowledge
44 manfaat 利益 profit
45 memancing 漁をする fishing
46 pendapatan 収入 income
47 pengeluaran 支出 expenditure
48 dahulu 昔 past
49 環境用語 pemanasan gloval 地球温暖化 global warming
50 sumber 資源 resource
51 lingkungan 環境 environment
52 simbiosis 共生 symbiosis
53 keanekaragaman 多様性 diversity
54 suhu 温度 temperature
55 pencemaran 汚染 pollution



j

る

56 penebangan 伐採 deforest
57 iklim 気候 climate
58 fungsi 機能 function
59 fisik 自然科学 natural science
60 tanaman 植林 afforestation
61 hutan alami 天然林 natural forest
62 bencana 災害 disaster
63 dampak インパクト impact
64 pengaruh 影響 influence
65 kerusakan 破壊 destruction
66 keadaan 状態 condition
67 banjir 洪水 flood tide

68 社会
kementrian
Lingkungan Hidup

環境省
Ministry of the
Environmrnt

69 aturan 規則 rule
70 pengelolaan 管理 management
71 hukum 法律 low
72 perikanan 水産業 fishery
73 kehutanan 林産業 forestry
74 pertanian 農業 agriculture
75 ahli 専門家 expert
76 larangan 禁止 prohibition
77 melarang 禁止する prohibit
78 wajib 義務がある oblige
79 tugasu 義務 duty
80 belanja 費用 expense
81 masalah 問題 problem
82 perkumpulan 団体 association
83 hubungan 関係 relationship
84 acara 予定 schedule
85 tujuan 目標・目的 aim
86 mencegah 防ぐ prevent
87 halangan 障害 obstacle
88 pengendalian コントロールす control
89 分析・考察用語 memilih 選ぶ choice
90 kepercayaan 結論 conclusion
91 kemungkinan 可能性 possibility
92 keriteria 基準 standard
93 ubah 差異・相違 difference
94 membandingkan 比較する comparison
95 menjelaskan 説明する explain
96 menduga 推測する guess
97 terduga 推測される be guessed
98 memeriksa 検査する examine
99 nilai 評価 estimation

100 mengklasifikasi 分類する classify
101 menangani 処理する handle
102 mengukur 測る measure
103 akibat 結果 result
104 jumlah 合計 sum
105 jarak 距離 distance
106 timbang 計量(判断) measure
107 kerapatan 密度 density


	Sheet1

