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番号 漢字 区別 訓読み 音読み ことば

1 一 数字 ひと，ひとつ 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 いっーつ 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

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
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番号 漢字 区別 訓読み 音読み ことば

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、
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

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
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番号 漢字 区別 訓読み 音読み ことば

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

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）: Tanah (dataran)

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
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番号 漢字 区別 訓読み 音読み ことば

21 天 名詞 テン
天（てん）: Langit、
天気（てんき）: Cuaca、
天国（てんごく）: Surga

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

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

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

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

28 花 名詞 はな か 花（はな）: Bunga
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番号 漢字 区別 訓読み 音読み ことば

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

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 
yang pertama、
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番号 漢字 区別 訓読み 音読み ことば

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): Bagian THT

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

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）: 
Seorang perempuan
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番号 漢字 区別 訓読み 音読み ことば

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

47 中 位置 なか チュウ
―ジュウ

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

49 上 位置 あーがる ジョウ

上（うえ）: Atas、
上がる（あがる）: Naik、
水上スキー（すいじょうスキ
ー）: Ski air、
上着（うわぎ）: Jaket

50 下 位置 した/
さーがる カ，ゲ

下（した）: Bawah、
下がる（さがる）: Turun、
上下（じょうげ）: Atas dan 
bawah,
地下鉄（ちかてつ）: Kereta 
bawah tanah

51 大 形容
詞 おおーきい ダイ/タイ

大きい（おおきい）: Besar、
大学（だいがく）: Universitas、
アジア大会（アジアたいかい）: 
Asian Games、
⋆大人（おとな）: Dewasa
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番号 漢字 区別 訓読み 音読み ことば

52 行 動詞 いく/
おこなーう

コウ/ギョ
ウ

行く（いく）: Pergi、
行き方（いきかた）: Cara 
pergi、
銀行（ぎんこう）: Bank、
三行目（さんぎょうめ）: Baris 
ke-3

53 見 動詞 みる ケン

見る（みる）: Melihat、
見せる（みせる）: 
Memperlihatkan、
見学する（けんがくする）: 
Meninjau、
意見（いけん）: Opini/
Pendapat

54 言 動詞 いう ゲン/ゴン
言う（いう）: Berkata、言語（げ
んご）: Bahasa、
伝言（でんごん）: Pesan

55 語 動詞 かたる ゴ

日本語（にほんご）: Bahasa 
Jepang、
中国語（ちゅうごくご）: Bahasa 
Cina、
外国語（がいこくご）: Bahasa 
asing

56 食 動詞 たべる ショク

食べる（たべる）: Makan、
外食する（がいしょくする）: 
Makan di luar、makan di 
restoran
食料品（しょくりょうひん）: 
Bahan makanan、
食堂（しょくどう）: Kantin, 
kafetaria, ruang makan

57 飲 動詞 のむ イン

飲む（のむ）: Minum、
飲み物（のみもの）: 
Minuman、
飲食店（いんしょくてん）: 
Restoran

58 会 動詞 あう カイ

会う（あう）: Bertemu、
会話（かいわ）: Percakapan、
新年会（しんねんかい）: Pesta 
Tahun Baru、
会議（かいぎ）: Rapat
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