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No 単語 インドネシア語 

1 晴れ cerah 

2 くもり mendung 

3 雨 hujan 

4 小雨 gerimis 

5 台風 badai 

6 土砂降り hujan deras 

7 洪水 banjir 

8 季節 musim 

9 暑い panas 

10 涼しい sejuk 

11 旱魃 kemarau 

12 気温 suhu udara 

13 湿度 kelembaban 

14 気圧 tekanan udara 

15 樹液 getah 

16 環境 lingkungan 

17 自然 alam 

18 釣り memancing 

19 ダイビング menyelam 

20 山 gunung 

21 国境 batas negara 

22 川 sungai 

23 湖 danau 

24 海 laut 

25 谷 lembah 

26 半島 semenanjung 

27 村落 kampung 

28 森 hutan 



29 土 tanah 

30 滝 air terjun 

31 鳥 burung 

32 昆虫 serangga 

33 魚 ikan 

34 爬虫類 binatang melata 

35 鶏 ayam 

36 羊 domba 

37 かえる katak 

38 蛇 ular 

39 ワニ buaya 

40 蝶 kupu-kupu 

41 蚊 nyamuk 

42 ハエ lalat 

43 木 pohon 

44 竹 bambu 

45 マングローブ bakau 

46 宗教 agama 

47 慣習法 hukum adat 

48 時間 waktu 

49 家 rumah 

50 素材 bahan 

51 いけにえ mengorbankan 

52 社会 masyarakat 

53 歴史 sejarah 

54 貧困 kemiskinan 

55 豊かさ kekayaan 

56 政治 politik 

57 客観 tujuan 

58 主観 subyektif 

59 開発 pengembangan 

60 保全 konservasi 

61 アイデンティティ identitas 

62 神話 mitos 

63 信仰 iman 

64 王国 kerajaan 

65 アニミズム animisme 

66 ムスリム muslim 

67 クリスチャン kristen 

68 オランダ belanda 



69 村長 kepala desa 

70 エビ udang 

71 卵 telur 

72 港 pelabuhan 

73 市場 pasar 

74 煮込みスープ Pallu Basa 

75 船 kapal 

76 サトウキビ tebu 

77 氷 es batu 

78 山 gunung 

79 小島 pulau 

80 お面 topeng 

81 木像 patung dari kayu 

82 スパイス bumbu 

83 イカット ikat 

84 竹 bambu 

85 ロンタール lontar 

86 ラタン rotan 

87 クトゥーパ ketupat 

88 鯛 kakap 

89 ナマズ lele 

90 かに kepiting 

91 あひる bebek 

92 いか cumi 

93 牛乳 susu 

94 カエル kodok swike 

95 唐辛子 cabe 

96 砂糖 gula 

97 スプーン sendok 

98 フォーク garpu 

99 コップ gelas 

100 ブタ babi 

101 おいしい enak 

102 甘い manis 

103 辛い pedas 

104 すっぱい asam 

105 塩辛い asin 

106 苦い pahit 

107 ふにゃふにゃ lembek 

108 うまみがある gurih 



109 生の mentah 

110 くさった basi 

111 熱い panas 

112 つめたい dingin 

113 揚げる goreng 

114 濡れた basah 

115 焼く bakar 

116 茹でる rebus 

117 蒸す kukus 

118 いためる tumis 

119 炭火で焼く panggang 

120 炒る sangrai 

121 塩 garam 

122 胡椒 lada 

123 しょうゆ kecap 

124 酢 cuka 

125 チリソース sambal 

126 豆 kacang 

127 にんにく bawang putih 

128 しょうが jahe 

129 食糧難 kekurangan makanan 

130 船にのる berlayar 

 


