
Unit１ はじめまして。

 Hajimemashite.

Can-do

Can-do １ かんたんな　じこしょうかいが　できる
Kantanna       jikosho:kai      ga  dekiru. 
Dapat memperkenalkan diri secara sederhana.

Can-do ２ なまえ、くに　などを　きく　ことが　できる
Namae,   kuni  nado o  kiku  koto ga dekiru.
Dapat bertanya tentang nama, negara, dan sebagainya.

Can-do ３ あいさつが　できる
Aisatsu   ga   dekiru.
Dapat mengucapkan salam.

かいわ
Kaiwa

い と う ： はじめまして。　いとうです。 Ito : Hajimemashite.  Ito: desu.

ア リ フ ： はじめまして。　アリフです。 Arifu : Hajimemashite. Arifu desu.

インドネシアの　ジャカルタから　きました。 Indoneshia no Jakaruta kara
kimashita.

い と う ： アリフさんは　がくせいですか。 Ito : Arifu-san wa gakuse: desu ka.

ア リ フ ： はい。 Arifu : Hai.  

しゅとだいがくとうきょうの　がくせいです。 Shuto-daigaku-To:kyo: no
gakuse: desu.

い と う ： せんもんは？ Ito : Senmon wa?

ア リ フ ： きかいこうがくです。 Arifu : Kikai-ko:gaku desu.

い と う ： そうですか。 Ito : So: desu ka.

１

２

9

どうぞ　よろしく　おねがいします。 Do:zo yoroshiku onegai shimasu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。 Do:zo yoroshiku onegai shimasu.
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Salam kenal.

Ito: ： Perkenalkan, saya Ito. Salam kenal.

Arifu ： Perkenalkan, saya Nur. Saya dari Jakarta di Indonesia. Salam kenal.

Ito: ： Apakah Nur mahasiswa?

Arifu ： Ya, saya mahasiswa Universitas Metropolitan Tokyo.

Ito: ： Jurusannya apa?

Arifu ：  Saya ikut jurusan Tekhnik Mekanik.

Ito: ： Oh begitu.

あたらしい　ことば

Atarashii kotoba

あいさつ aisatsu Persalaman

あなた anata anda, kamu

ありがとうございます arigato:gozaimasu Terima kasih

アリフ Arifu Arif (nama orang)

いがくぶ igakubu fakultas kedokteran

いってきます ittekimasu Saya berangkat /pergi (Persalaman ketika keluar rumah)

いってらっしゃい itterasshai Selamat jalan (Persalaman yang diucapkan oleh keluarga yang 

tinggal di rumah  ketika salah seorang keluarga akan keluar ruma

いとう Ito: Itou (nama orang)

インドネシア Indoneshia Indonesia

おかえりなさい okaerinasai Selamat kembali; Selamat pulang

おくに okuni negara; negeri (dipakai ketika menanyakan negara asal lawan 

bicara)

おはようございます ohayo:gozaimasu Selamat pagi

かいしゃいん kaishain karyawan swasta

かいわ kaiwa percakapan

がくせい gakuse: murid

がくぶ gakubu fakultas

かんごがくぶ kango gakubu fakultas keperawatan

かんこく kankoku korea

きかいこうがく kikai ko:gaku teknik mesin

きます kimasu datang

くに kuni negara
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けいざい keizai ekonomi

けいざいがくぶ keizai gakubu fakultas ekonomi

こちら kochira disini

こんにちは konnichiwa Selamat siang

こんばんは konbanwa Selamat malam

さようなら sayo:nara selamat tinggal; selamat jalan

じこしょうかい jiko syo:kai perkenalan

システムデザイン shisutemu dezain sistem design

しつれいします shitsure:shimasu permisi; maaf

ジャカルタ Jakaruta Jakarta

しゅとだいがくとうきょう Syuto daigaku To:kyo: Tokyo Metropolitan University

しょうがくぶ sho:gakubu fakultas bisnis

～じん -jin orang-

せんこう senko: jurusan

せんせい sense: guru/dosen

せんもん senmon keahlian

そう so: begituh

ソウル So:ru Seoul
だいがく daigaku universitas 

だいがくいんせい daigaku inse: mahasiswa pasca sarjana(S2/S3)

だいがくせい daigakuse: mahasiswa (S1)

たかはし Takahashi Takahashi (nama orang)

ただいま tadaima saya kembali; saya pulang (dipakai ketika pulang ke rumah)

ちゅうごく chu:goku Cina

どういたしまして do: itashimashite Kembali; Sama-sama

どうぞ "Silahkan masuk" pak; digunakan ketika mengetuk pintu

どうぞよろしくおねがいします saya senang berkenalan dengan Anda

どちら dochira bentuk sopan dari kata "doko"

なまえ namae nama

にほんぶんがく nihon bungaku sastra Jepang

はい hai ya

パク Paku Park (nama orang)

はじめまして hajimemashite Salam yang diucapkan diawal perkenalan

ぶんがくぶ bungakubu fakultas sastra

do:zo

do:zo yoroshiku onegaishimasu.

11

- 3 -



ペキン Pekin Peking

へや heya kamar

ほうがくぶ ho:gakubu fakultas hukum

まえ mae depan; sebelum

もうします mo:shimasu bicara (bentuk sopan)

yoroshiku onegaishimasu tolong; mohon

リュウ Ryu: Ryu (nama orang)

りゅうがくせい ryu:gakuse: mahasiswa asing

わたし watashi saya

練
れん

　習
しゅう

Renshu:

Ⅰ おはようございます。
Ohayo: gozaimasu.

Ａ-１

Ex) ： Ｂさん、おはようございます。
B-san,  ohayo: gozaimasu.

： Ａさん、おはようございます。
A-san,  ohayo: gozaimasu.

Ex)

1) 2) 3)

Ａ

Ｂ

４
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Ａ-２

Ex) ： ありがとう　ございます。
Arigato:    gozaimasu.

： どういたしまして。
Do: itashimashite.

Ex)

1) 2)

Ａ-４

せんせいの　へやの　まえで
Sense:      no  heya  no  mae de.

Ex) せんせい ： どうぞ。
Sense: Do:zo.

がくせい ： しつれいします。
Gakuse: Shitsure:  shimasu.

Ⅱ はじめまして。アリフです。
Hajimemashite.  Arifu  desu.

Ａ-１

Ex) いとう ： はじめまして。　① いとうです。
Ito: Hajimemashite.    　   Ito:    desu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。
Do:zo   yoroshiku onegai     shimasu.

アリフ ： はじめまして。　② アリフです。
Arifu Hajimemashite.         Arifu  desu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。
Do:zo   yoroshiku onegai     shimasu.

Ex) ① いとう ② アリフ 1) ？？？
Ito: Arifu

Ｂ

Ａ
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Ａ-２

Ex) ： おなまえは？
O-namae wa?

アリフ ： アリフです。
Arifu Arifu   desu.

Ex) アリフ 1) ？？？
Arifu

Ａ-３

Ex) ： ① アリフさん、おくには？
    Arifu-san,    o-kuni wa?

アリフ ： ② インドネシアです。
Arifu     Indoneshia     desu.

： ② インドネシアの　どちらですか。
    Indoneshia    no   dochira desu ka.

アリフ ： ③ ジャカルタです。
Arifu     Jakaruta     desu.

Ex) ① アリフ ② インドネシア ③ ジャカルタ 1) ？？？
Arifu Indoneshia Jakaruta

Ａ-４

Ex) ： はじめまして。　① リュウです。
Hajimemashite.         Ryu:  desu.

② ちゅうごくの　ペキンから　きました。
    Chu:goku  no  Pekin  kara   kimashita.

アリフ ： はじめまして。　③ アリフです。
Arifu Hajimemashite.         Arifu   desu.

④ インドネシアの　ジャカルタから　きました。
    Indoneshia     no  Jakaruta    kara   kimashita.

Ex) ① リュウ ② ちゅうごく／ペキン 1) ？？？
Ryu: Chu:goku  / Pekin

③ アリフ ④  インドネシア／ジャカルタ
Arifu Indoneshia   /   Jakaruta

   Ａ

   Ａ

   Ａ

Ａ
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Ｂ-１

Ex) ： Ｂさん、だいがくは？
B-san,  daigaku  wa?

： しゅとだいがくとうきょうです。
Shuto-daigaku-To:kyo: 　desu.

Ex) しゅとだいがくとうきょう 1) ？？？
Shuto-daigaku-To:kyo:

Ｂ-２

Ex) ： Ｂさん、がくぶは？ Ex) ぶんがくぶ
B-san,  gakubu wa? bungaku-bu

： ぶんがくぶです。 1)　？？？
Bungaku-bu desu.

がくぶ Fakultas
Gakubu

ぶんがくぶ Fakultas Sastra ほうがくぶ Fakultas Hukum
bungaku-bu ho:gaku-bu

けいざいがくぶ Fakultas Ekonomi いがくぶ Fakultas Kedokteran
ke:zaigaku-bu igaku-bu

しょうがくぶ Fakultas Bisnis かんごがくぶ Fakultas Keperawatan
sho:gaku-bu kangogaku-bu

Ｂ-３

Ex1) だいがくせい Ex２) だいがくいんせい
Daigakuse: Daigakuinse:

： Ｂさん、せんこうは？ ： Ｂさん、せんもんは？
B-san,   senko:   wa? B-san,   senmon  wa?

： にほんぶんがくです。 ： きかいこうがくです。
Nihon-bungaku    desu. Kikai-ko:gaku   desu.

Ex1) にほんぶんがく Ex２) きかいこうがく
Nihon-bungaku kikai-ko:gaku

1) ？？？ 1) ？？？

Ｂ-４

Ex) ： Ｂさん、だいがくは？ Ex) ① しゅとだいがくとうきょう
B-san,    daigaku wa? Shuto-daigaku-To:kyo:

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ
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： ① しゅとだいがくとうきょうです。 ② ぶんがくぶ
     Shuto-daigaku-To:kyo:     desu. bungaku-bu

： がくぶは？ 1) ？？？
Gakubu wa?

： ② ぶんがくぶです。
    Bungaku-bu desu.

Ⅲ がくせいですか。
Gakuse:   desu ka.

Ａ-１

Ex) ： Ｂさんは　がくせいですか。
B-san wa  gakuse:   desu ka.

： はい、がくせいです。
Hai,    gakuse:    desu.

Ex) がくせい
gakuse:

1) だいがくいんせい
daigakuinse:

2) かいしゃいん
kaishain

3) インドネシアじん
Indoneshia-jin

4) ？？？

Ａ-２

Ex) ： せんこうは　① ぶんがくですか。
Senko:   wa       bungaku desu ka.

： いいえ、② けいざいがくです。
I:e,              ke:zaigaku desu.

Ex) ① ぶんがく ② けいざい
bungaku

1) ② ？（あなたの　せんこう）
 anata  no    senko:

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

ke:zai

けいざいがく
ke:zaigaku

Ｂ

Ｂ

:
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Ｂ-１

Ex) ： Ｂさんは　がくせいですか。
B-san wa gakuse:    desu ka.

： はい、がくせいです。
Hai,     gakuse:   desu.

Ａさんは？
A-san wa?

： わたしも　がくせいです。

Ex) がくせい

1) だいがくいんせい 2) かいしゃいん 3) インドネシアじん 4) ？？？
kaishain Indoneshia-jin

Ｂ-２

Ex) ： Ｂさんは　がくせいですか。
B-san wa  gakuse:   desu ka.

： はい、がくせいです。
Hai,     gakuse:   desu.

： だいがくは　どちらですか。
Daigaku  wa  dochira desu ka.

： しゅとだいがくとうきょうです。
Shuto-daigaku-To:kyo:    desu.

： あぁ、そうですか。
A:,     so: desu ka.

わたしも　しゅとだいくとうきょうの　がくせいです。
Watashi mo Shuto-daigaku-To:kyo:  no  gakuse:  desu.

Ex) しゅとだいがくとうきょう 1） ？？？
Shuto-daigaku-To:kyo:    

IV こちらは　パクさんです。
Kochira wa Paku-san desu.

Ex) さ と う ： せんせい、こちらは　① パクさんです。
Sense:, 　    kochira wa     Paku-san desu.

パ    ク ： せんせい、はじめまして。
Sense:        hajimemashite.

Ｂ

Ａ

Ｂ

Watashi mo gakuse:   desu.

gakuse:

daigakuinse:

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

17

- 9 -



① パクと　もうします。
 　 Paku to   mo:shimasu.

② かんこくの　ソウルから　きました。

どうぞ　よろしく　おねがいします。

Ex) ① パク ② かんこく／ソウル 1) ？？？
Paku Kankoku / So:ru

V じこしょうかい
Jikosho:kai

Ex1) だいがくせい
Daigakuse:

はじめまして。　① パクです。
Hajimemashite.        Paku desu.

② かんこくの　ソウルから　きました。
　 Kankoku  no   So:ru  kara    kimashita.

③ しゅとだいがくとうきょうの　りゅうがくせい(がくせい)です。

せんこうは　④ ぶんがくです。
Senko:    wa      bungaku  desu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。

Ex1) ① パク ② かんこく／ソウル ③ しゅとだいがくとうきょう
Paku Kankoku / So:ru Shuto-daigaku-To:kyo:

④  ぶんがく
 bungaku

1) ？？？

Ex2) だいがくいんせい
Daigakuinsei

はじめまして。　① アリフです。
Hajimemashite.         Arifu  desu.

② インドネシアの　ジャカルタから　きました。
    Indoneshia    no   Jakaruta    kara   kimashita.

③ しゅとだいがくとうきょうの　だいがくいんせいです。
    Shuto-daigaku-To:kyo:   no   daigakuinse:           desu.

Do:zo    yoroshiku onegai shimasu.

    Kankoku  no  So:ru   kara   kimashita.

     Shuto-daigaku-To:kyo:  no   ryu:gakuse: （gakuse:)     desu.

Do:zo    yoroshiku onegai shimasu.

18
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せんもんは　④ きかいこうがくです。
Senmon  wa        kikai-ko:gaku   desu.

どうぞ　よろしく　おねがいします。
Do:zo    yoroshiku  onegai   shimasu.

Ex2) ① アリフ ② インドネシア／ジャカルタ
Arifu Indoneshia   /   Jakaruta

③ しゅとだいがくとうきょう ④  ぶんがく
 Shuto-daigaku-To:kyo:  bungaku

1) ？？？

Ⅳ

Ａ-１ よみましょう。
 Yomimasho:.

1)　　８　　　 2)　　５ 　3)　　２ 　　4)　　６  5)　　９

6)　　１　　　 7)　　４ 　8)　　１０ 9)　　３ 　10)　　７

Ａ-２ かきましょう。
 Kakimasho:.

1)　roku　(     )  　2)　kyu:  (     )  　3)　go  (     )　   4)　hachi  (     )　   5)　 ni  (     )　

6)　shichi  (     )    7)　ju:　 (     )  　8)　san  (     ) 　9)　ichi  (     )　  10)　yon  (     )

できたものに✓をしましょう。できなかったものは、もう一
いち

度
ど

やりましょう。

Dekita mono ni ✓ o shimasho:.  Dekinakatta mono wa  mo:  ichido yarimasho:.

Can-doリスト １ ２ ３

Kantanna jikosho:kai ga dekiru.
Dapat memperkenalkan diri secara sederhana.

Namae, kuni nado o kiku koto ga dekiru.
Dapat bertanya tentang nama, negara, dan sebagainya.

Aisatsu   ga   dekiru.

Dapat mengucapkan salam.

１

２

３

すうじ
 Su:ji

かんたんな　じこしょうかいが　できる

なまえ、くに　などを　きく　ことが　できる

あいさつが　できる

５

19
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