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Cara Menggunakan Buku Ini

1. Lembar latihan tulis Kanji 

 

       Jumlah goresan Kanji      Kanji     Cara penulisan   Unsur penyusun Kanji 

 
 

2. List Kanji lengkap 

             a          b              c               d                        e                        f            

 

番号 漢字 区別 訓読み 音読み ことば

一 数字 ひと，
ひとつ

イチ イ
ッー

一つ （ひとつ）、一日（いち
にち）、一月（いちがつ）、
⋆ 一日（ついたち）

 

a. : 番 号
ばんごう

Nomor Kanji 

b. : 漢字
かんじ

 Kanji 

c. : 区別
くべつ

 Pengelompokan Kanji 

d. : 訓読
くんよ

み Cara baca Kun (jika Kanji berdiri sendiri) 

e. : 音読
おんよ

み Cara baca On (jika Kanji bergabung dengan Kanji yang lain) 
f. : ことば Kosakata gabungan Kanji (artinya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Struktur Buku
Buku ini terdiri atas 
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3. List konfirmasi hafalan Kanji 
 

番号 漢字 ことば
一  一つ、

 一日、
 一月、
 ⋆一日

 
 
                               Jika telah hafal cara bacanya,bisa ditandai dengan  
 

4. Drill soal sesuai pengelompokan Kanji  
 
          Waktu pengerjaan soal (15 soal per bagian) 

Pengelompokan soal berdasarkan list kanji  

A 数字              

 きのう、りんごを 六つ 買いました。
① １ よっつ ２ いつつ ３ むっつ ４ なな

つ
② １ もらいました ２ かいました ３ あいました ４つか

いました
 

 

                              Pilihan ganda (cara baca Kanji yang bergaris) 

5. Pengelompokan Kanji (区別
くべつ

) 
Dalam buku ini Kanji dikelompokkan dalam 9 kategori, yakni: 

数字
すうじ

 : angka 

曜日
ようび

 : hari 

名詞
めいし

 : kata benda 
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位置
い ち

 : posisi 

体
からだ

 : tubuh 

人
ひと

 : orang 

形容詞
けいようし

 : kata sifat 

動詞
どうし

 : kata kerja 

時間
じかん

 : waktu 
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漢字練習
か ん じ れん し ゅ う

帳
ちょう

 

 

漢字
か ん じ

リスト
り す と

 

 

漢字確認
か ん じ か く に ん

リスト
り す と

 
 

 

ドリル
ど り る

問題集
もんだいしゅう

 

 

BAB 1 数字
す う じ

BAB 2 体
からだ



番号 漢字 区分 訓読み 音読み ことば

1 一 数字 ひと/
ひとーつ

イチ/
イッー

一つ （ひとつ）:　satu buah
一日（いちにち）: satu hari
一月（いちがつ）: bulan 
Januari
⋆一日（ついたち）: tanggal 1

2 二 数字 ふたーつ ニ

二つ（ふたつ）: dua buah
二日（ふつか）: dua hari/
tanggal 2
二月（にがつ）: bulan 
Februari
二人（ふたり）: 2 orang

3 三 数字 みっーつ サン

三つ（みっつ）: tiga buah
三日（みっか）: tiga hari/
tanggal 3
三月（さんがつ）: bulan 
Maret
三角（さんかく）: segitiga

4 四 数字 よっーつ/
よん/よ シ

四（よん・し）: empat
四つ（よっつ）: empat buah
四月（しがつ）: bulan April
四日（よっか）: empat hari/
tanggal 4

5 五 数字 いつーつ ゴ

五つ（いつつ）: lima buah
五日（いつか）: lima hari/
tanggal 5
五月（ごがつ）: bulan Mei
五円（ごえん）: lima yen

6 六 数字 むっーつ ロク/
ロッー

六日（むいか）:enam hari/
tanggal 6
六つ（むっつ）: enam buah
六月（ろくがつ）: bulan Juni
六本木（ろっぽんぎ）: 
Roppongi
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番号 漢字 区分 訓読み 音読み ことば

7 七 数字 ななーつ シチ

七（しち・なな）: tujuh
七つ（ななつ）: tujuh buah
七日（なのか）: tujuh hari/
tanggal 7
七月（しちがつ）: bulan Juli

8 八 数字 やっーつ ハチ/ハ
ッー

八つ（やっつ）: delapan 
buah
八日（ようか）: delapan hari/
tanggal 8
八月（はちがつ）: bulan 
Agustus
八百屋（やおや）: toko 
sayuran

9 九 数字 ここの
ーつ キュウ/ク

九日（ここのか）: sembilan 
hari/tanggal 9
九つ（ここのつ）: sembilan 
buah
九月（くがつ）: bulan 
September
九州（きゅうしゅう）: 
Kyuushuu

10 十 数字 とお ジュッー/
ジッー

十（じゅう）: Sepuluh (angka)
十（とお）：Sepuluh (jumlah)
十月（じゅうがつ）: bulan 
Oktober
十日（とおか）: sepuluh hari/
tanggal 10
十分な（じゅうぶんな）: 
cukup

11 百 数字 -
ヒャク/―
ビャク/―

ピャク

百（ひゃく）: seratus (100)
三百（さんびゃく）: tiga ratus 
(tiga ratus)
六百（ろっぴゃく）: enam 
ratus (600)
百科事典（ひゃっかじてん）: 
ensiklopedia
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番号 漢字 区分 訓読み 音読み ことば

12 千 数字 ち セン/―
ゼン

千（せん）: seribu (1.000)
二千（にせん）: dua ribu 
(2.000)
三千（さんぜん）: tiga ribu 
(3.000)
千葉県（ちばけん）: 
Prefektur Chiba

13 万 数字 - マン/バン

万（まん）: puluhan ribu
一万（いちまん）: sepuluh 
ribu (10.000)
万国（ばんこく）:　seluruh 
negara
万年筆（まんねんひつ）: 
Fountain pen

14 月 曜日 つき ゲツ/ガツ

月（つき）: bulan、
月曜日（げつようび）: hari 
Senin
今月（こんげつ）: bulan ini
一月（いちがつ）: bulan 
Januari

15 火 曜日 ひ カ

火（ひ）: api
火曜日（かようび）: hari 
Selasa
火山（かざん）: gunung 
berapi

16 水 曜日 みず スイ

水（みず）: air
水曜日（すいようび）: hari 
Rabu
水田（すいでん）: sawah
水道（すいどう）：saluran air

17 木 曜日 き モク
木（き）: pohon、
木曜日（もくようび）: hari 
Kamis、

18 金 曜日 かね キン
金（きん）: emas
お金（おかね）: uang
金曜日（きんようび）: hari 
Jumat
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番号 漢字 区分 訓読み 音読み ことば

19 土 曜日 つち ド/ト
土（つち）: tanah
土曜日（どようび）: hari 
Sabtu
土地（とち）: lahan

24 北 位置 きた ホク/
ホッー

北（きた）: utara
南北（なんぼく）: selatan dan 
utara
北口（きたぐち）: pintu utara
北海道（ほっかいどう）: 
Hokkaido

22 東 位置 ひがし トウ

東（ひがし）: timur、
東京（とうきょう）: Tokyo、
東口（ひがしぐち）: pintu 
timur、
東洋（とうよう）: negara 
Timur

23 西 位置 にし
サイ/―
ザイ
セイ

西（にし）: barat
西口（にしぐち）: pintu barat
東西（とうざい）: timur dan 
barat
西洋（せいよう）: negara 
Barat

25 南 位置 みなみ ナン

南（みなみ）: selatan、
東南アジア（とうなんアジア）: 
Asia Tenggara
南口（みなみぐち）: pintu 
selatan
南極（なんきょく）: Kutub 
Selatan

26 右 位置 みぎ ウ/ユウ

右（みぎ）: kanan
右手（みぎて）: tangan 
kanan
左右（さゆう）: kiri dan 
kanan
右側（みぎがわ）: sisi/
sebelah kanan

Tuntas Kanji N5 Edisi Revisi8



番号 漢字 区分 訓読み 音読み ことば

27 左 位置 ひだり サ
左（ひだり）: kiri
左手（ひだりて）: tangan kiri
左側（ひだりがわ）: sisi/
sebelah kiri

20 日 曜日 ひ/び ニチ/ニ
ジツ

日（ひ）: hari, matahari
日曜日（にちようび）: hari 
Minggu
日本（にほん）:　Jepang
休日（きゅうじつ）: hari libur

28 花 名詞 はな か 花（はな）: bunga

29 魚 名詞 さかな ギョ
魚（さかな）: ikan
金魚（きんぎょ）: ikan mas
人魚（にんぎょ）: putri 
duyung

30 空 名詞 そら/から 空（そら）: langit

31 山 名詞 やま サン

山（やま）: gunung
富士山（ふじさん）: Gunung 
Fuji
登山（とざん）: pendakian 
gunung

32 田 名詞 た デン

田（た）: sawah
山田さん（やまださん）: Sdr. 
Yamada
水田（すいでん）: sawah
油田（ゆでん）: ladang 
minyak

33 川 名詞 かわ セン

川（かわ）: sungai
山川さん（やまかわさん）: 
Sdr. Yamakawa
インダス川（インダスがわ) : 
Sungai Indus

34 雨 名詞 あめ ウ
雨（あめ）: hujan
大雨（おおあめ）: hujan 
lebat
雨期（うき): musim hujan

Tuntas Kanji N5 Edisi Revisi 9



番号 漢字 区分 訓読み 音読み ことば

35 本 名詞 もと
ホン/―

ポン
―ボン

本（ほん）: buku
日本（にほん）: Jepang
本屋（ほんや）: toko buku
山本さん（やまもとさん): Sdr. 
Yamamoto

36 目 体 め モク

目（め）: mata
目薬（めぐすり）: obat mata
目的（もくてき）: tujuan
一日目（いちにちめ）：Hari 
pertama, hari ke-1

37 口 体 くち/―
ぐち コウ

口（くち）: mulut
入口（いりぐち）: pintu 
masuk
人口(じんこう) : populasi
非常口（ひじょうぐち) : pintu 
darurat

38 耳 体 みみ ジ
耳（みみ）: telinga
耳鼻科（じびか）： 
Departemen Telinga dan 
hidung

39 手 体 て シュ

手（て）: tangan
歌手（かしゅ）: penyanyi
左手（ひだりて）tangan kiri
右手（みぎて）: tangan 
kanan
選手（せんしゅ）: atlet

40 足 体 あし，
たーりる ソク

足（あし）: kaki
一足（いっそく）: satu pasang 
{alas kaki}
足りる（たりる）: cukup
遠足（えんそく): tamasya

41 人 人 ひと ジン/ニン

人（ひと）: orang
一人（ひとり）: satu orang
三人（さんにん）: tiga orang
日本人（にほんじん）: orang 
Jepang
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番号 漢字 区分 訓読み 音読み ことば

42 母 人 はは ボ
母（はは）: ibu (sendiri)
父母（ふぼ）: orang tua
⋆お母さん（おかあさん）: ibu
母国（ぼこく）: negara asal

43 父 人 ちち フ
父（ちち）: ayah (sendiri)
⋆お父さん（おとうさん）: ayah
父親（ちちおや）: ayah

44 女 人 おんな ジョ

女性（じょせい）: perempuan
女の子（おんなのこ）: anak 
perempuan
女の人（おんなのひと）: 
Perempuan (dewasa)

45 男 人 おとこ ダン/ナン

男の子（おとこのこ）: anak 
laki-laki
男女（だんじょ）: laki-laki 
dan perempuan
長男（ちょうなん）: putra 
pertama
男性（だんせい）: laki-laki

46 子 人 こ シ

子（こ）: anak、
女子（じょし）: anak 
perempuan、
親子（おやこ）: orang tua 
dan anak、
調子（ちょうし）：Keadaan, 
kondisi

47 中 位置 なか チュウ/ジ
ュウー

中（なか）: dalam
一日中（いちにちじゅう）: 
seharian
中学（ちゅうがく）: SMP
中心（ちゅうしん）: pusat

48 今 名詞 いま コン
今（いま）: sekarang
今月（こんげつ）: bulan ini
今年（ことし）: tahun ini
⋆今日（きょう）: hari ini
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