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はじめに 
 
 
 本語彙集は、言語研修用のテキストにあわせて作られたもので、本

研修の中で用いる分には十分な語彙数を備えたものである。前半は、

辞書形式のマレー語日本語語彙集であり、後半に、わずかではあるが

基礎語彙として、日本語マレー語の語彙集を追加した。例文さえない

ような不十分なものかもしれないが、作文等に利用していただきたい。 
 マレー語は、接辞による語彙拡張が生産的な言語である。最初はと

かく語彙集を辞書のように引くことが困難なこともあると予想され

る。だが、今後の学習という点を考慮すると、やはり辞書と同じ接辞

を欠いた語根の形での語彙集でなければならないという必要性から、

このような語彙集の形式をとっている。願わくは、本研修の終わりに

は、マレー語の辞書も自在に引けるほどの慣れが各人に生まれればと

思っている。 
 本語彙集における、全ての不備に対する責任は、無論筆者にある。 
 このようなテキスト編集の機会を与えて下さったアジア・アフリカ

言語文化研究所言語研修担当の皆さまに、ここで感謝の意を述べさせ

ていただく。 
 
 
                  2007 年 6 月  鵜沢 洋志 
 
 
 
 
 
 
 



      A 

 

 

abad   世紀 

abah   父、お父さん 

abai    

  mengabaikan 無視する、軽視する 

  terabai 無視された、放置された 

abang   兄、お兄さん 

abu   灰 

acara   番組、プログラム 

ada   ある、存在する 

  berada いる 

  mengadakan 行う、実行する 

  keadaan 状態、状況 

adakah   ～ですか 

adakalanya   ときどき 

adalah   ～である 

adat   習慣 

  adat resam 風俗習慣 

  adat istiadat 風俗習慣 

adik   弟、妹 

  adik lelaki 弟 

  adik perempuan 妹 

  beradik （下の）兄弟がいる 

  adik-beradik 兄弟・姉妹 

adil   公平な 

  pengadil 審判、審査員 

  pengadilan １．裁判所 

        ２．判決、判断 

aduh   痛っ 

aduhai   なんてことっ 

agak   １．やや、かなり 

     ２．推測する 

  agaknya たぶん～だろう 

agama   宗教 

  beragama ～教を信仰している 

agar   （～する）ように 

ah   あっ 

Ahad   日曜 

ahli   １．メンバー 

     ２．専門家 

Aidilfitri   断食明け 

air   水 

  air terjun 滝 

ais   氷 

ajak    

  mengajak 誘う 

ajar    

  belajar 勉強する、学ぶ 

  mengajar 教える 

  pelajar 学生 

  pelajaran 学業、レッスン 

  pengajaran 教育、教えること 

akad   契約 

  akad nikah 婚約 

akan   １．～だろう、～つもりだ 

     ２．～を、～について 

akar   根 

akhbar   新聞 

akhir   末、終わり 

  akhir-akhir ini 近 

  akhirnya ついに 

  berakhir 終わる 

akibat   結果 

aku   俺 

  mengaku 自白する、認める 



  mengakui 認める、認識する 

alam  1   自然 

alam  2    

  mengalami 経験する 

  mengamalkan 実践する、適用する 

  pengalaman 経験 

alamak   あらあら、あらまぁ 

alamat   住所 

alangkah   なんて～だ 

alas   基礎、基盤 

  alasan 理由、動機、基本 

alat   道具 

alir    

  mengalir 流れる 

  aliran 流れ 

Allah   神 

almari   たな 

alpa   不注意な 

  kealpaan 注意不足、不注意さ 

amal   善行 

  mengamalkan 行う、実践する 

  amalan 実践、実行 

  pengamal 行使者、行う者 

aman   平和な 

  aman damai 平穏無事な 

  keamanan 平和 

amat   とても、非常に 

ambil    

  mengambil 取る 

amboi   うわぁ 

Amerika   アメリカ 

  Amerika Syarikat アメリカ合衆国 

ampai-ampai   クラゲ 

anak   子供、子 

  anak lelaki 息子 

  anak perempuan 娘 

  beranak 子供がいる 

 peranakan 生粋の、マレーシア生ま

れ 

ancam    

  mengancam 脅す 

  terancam 脅かされた、危機に瀕した 

anda   あなた 

aneh   奇妙な、変な 

anggap    

  menganggap 思う、見なす 

  anggapan 考え、意見 

  beranggapan 考える、意見をもつ 

anggota   １．手足、四肢 

       ２．会員、隊員 

anggur   ぶどう 

angin   風 

angka   数字 

angkat    

  mengangkat 持ち上げる 

  berangkat 去る、発つ 

angkut    

  mengangkut 輸送する、運ぶ 

  pengankutan 運搬、輸送 

anjing   犬 

anjur    

  menganjurkan 提案する、打ち出す 

  anjuran 提案 

ansur    

  beransur ～なる 

  beransur-ansur 徐々に、しだいに 

antara   ～の間、～の中 

antarabangsa   国際的 



anugerah   恩恵、賞 

anut    

  menganut 信仰する、抱く 

  penganut 信者、従者 

apa   何 

apabila   ～とき 

api   火 

  berapi 火のある、燃えた 

api-api   ホタル 

April   四月 

arah   方向、方位 

  mengarah １．向かう、目指す 

       ２．指示する 

  mengarahkan 命令する 

  arahan 指示、指令 

  pengarah 主任、～長、ディレクター 

arak  1   お酒、アルコール 

arak  2    

  mengarak 伴う、ついて行く 

arnab   ウサギ 

arus   流れ、急流 

asal   源、出身 

  berasal 出身である 

  asalnya 元来、もともと 

asap   煙、蒸気 

asar   午後（祈りの時刻） 

asas   基礎、基本 

  berasaskan 基本とする 

Asia   アジア 

asing   外国の、奇妙な 

askar   兵士、軍人 

asli   元来の、土着の、本物の 

aspek   局面 

assalamualaikum   こんにちは 

   （ムスリムの挨拶：平安あれの意） 

asyik   夢中な 

atap   屋根 

atas   上 

  mengatasi 凌ぐ、乗り越える 

atau   それとも、～か 

ataupun ～かどうか 

atur    

  beratur 並ぶ 

  mengatur 並べる、編成する 

  peraturan 規則 

awak   あなた、君 

awal   １．始め 

      ２．早い 

awam   公共の 

ayah   父親、お父さん 

ayam   ニワトリ 

ayat  文 

azan   祈りの時刻を告げる声 

 

 

      B 

 

 

baba   マレー化した中国系 

babas    

  membabaskan 弾き飛ばす 

  terbabas 離れた、外れた 

babi   ブタ 

babit    

  membabitkan 巻き込む 

  terbabit 巻き込まれた、関係した 

baca    



  membaca 読む 

  pembaca 読者 

  pembacaan 読むこと、音読 

badak   サイ 

  badak air カバ 

badan   １．体、身体 

      ２．組織 

badminton   バドミントン 

bagai   ～のような 

  sebagai １．～として 

      ２．同様の 

  dan sebagainya などなど 

  berbagai-bagai 様々な 

  pelbagai 様々な 

bagaimana   どのような 

  sebagaimana ～のように、～の通り 

bagaimanapun   しかしながら 

bagi  1   ～ために 

bagi  2    

  membagi 与える、配る 

bagus   素晴らしい 

bah   洪水 

bahagi    

  membahagi 分ける、割る 

  membahagikan 分配する、共有する 

  bahagian 部分、分け前 

bahagia   幸せな 

  berbahagia 幸せだ 

  kebahagiaan 幸せ 

bahan   材料、物質 

bahang   熱 

baharu   ⇒ baru 

bahasa   １．言語 

       ２．行儀、礼儀 

  bahasa baku 標準語 

  berbahasa ～語で話す 

bahawa   ～ということ 

bahaya   危険 

  berbahaya 危険な 

  membahayakan 脅かす、危機に晒す 

bahkan   さらに、その上、一方 

bahu   肩 

baik   良い 

  baik hati 親切な 

  baik-baik 気をつけて 

  membaiki 修理する、直す 

  memperbaik 改善する、良くする 

  kebaikan 良さ、恩、親切さ 

  terbaik 良の、 も良い 

  sebaik ～するや否や 

baju   衣服 

  baju kurung バジュクロン 

  berbaju 洋服を着る 

bakar    

  membakar 焼く、燃やす 

  kebakaran 火事 

baki   お釣り、つり銭、残り 

bakti   善行、献身 

baku   標準の 

balai   局、ホール 

  balai polis 警察署 

balak   丸太 

  membalak 伐採する 

  pembalakan 伐採 

balas   返事、応答 

  membalas 返答する 

balik   帰る、戻る 

  sebaliknya 一方、逆に 



balut   包帯 

  membalut 包帯で巻く 

bandar   市、都市 

  bandar raya 大都会 

bangga   誇らしい 

  berbangga 誇りに思う、誇らしい 

  kebanggaan 誇り 

bangku    ベンチ 

bangsa   民族、国民 

  berbangsa ～民族である 

  kebangsaan 国家、民族性、国民の 

bangun  1   起き上がる、目覚める 

  membangunkan 起こす 

  pembangunan 開発、建築 

bangun  2    

  membangun 建てる、構築する 

  bangunan 建物 

banjir   洪水 

bantah    

  membantah 反対する、議論する 

bantal   まくら 

bantu    

  membantu 助ける、手伝う 

  pembantu お手伝いさん 

  bantuan 援助、助成 

banyak   たくさんの 

  kebanyakan ほとんど、大多数 

bapa   父親、お父さん 

barang   物、品物、荷物 

  barangan 物、品 

 sebarang いかなる、どんな 

barat   西、西洋 

  barat daya 南西 

  barat laut 北西 

baring 

  berbaring 横になる 

  membaring 横にする、倒す 

baru   新しい、～ばかりだ 

bas   バス 

basah   濡れた 

basi   腐った、傷んだ 

basikal   自転車 

  berbasikal 自転車で行く 

basuh    

  membasuh 洗う 

batal   中止になった 

  membatalkan 中止する、反故にする 

batang   １．木の幹 

       ２．助数詞：細長いもの 

batik   バティック 

batu   石、岩 

batuk   咳、咳をする 

bau   におい、香 

  berbau 匂う、香がする 

bawa    

  membawa 運ぶ 

  membawakan ～ために運ぶ 

bawah   下 

bawang   たまねぎ 

  bawang putih にんにく 

bayar    

  membayar 支払う 

  bayaran 支払い、料金 

beban   負担、責任 

bebas   自由な 

  membebaskan 自由にする、解放す

る 

  kebebasan 自由 



beberapa   いくつかの 

beca   トライショー、輪タク 

bedah   手術 

  membedah 手術する 

  pembedahan 手術 

beg   かばん 

begini   このように 

begitu   そのように 

bekal   配給 

  bekalan 供給、配給 

  membekalkan 供給する、配り与える 

bekas   前の、元の 

belah   片側 

  sebelah ～側 

 membelah 切り分ける 

belakang   後ろ、背中 

belalai   象の鼻、虫の口吻 

Belanda   オランダ 

belanja   費用、経費 

  berbelanja 買い物する、費やす 

  membelanjakan お金を使う 

belas   十～（11～19） 

  belasan 十代 

beli    

  membeli 買う 

  membeli-belah ショッピングする 

  membelikan ～ために買う 

 pembeli 買い手、購入者 

beliau   あの方、その方 

belimbing スターフルーツ 

belok   曲がる 

 berbelok 曲がる 

belum   まだ～ない 

 sebelum ～の前、～する前 

benam    

  membenamkan 埋める、隠す 

  terbenam 潜る、はまる、沈む 

benar   正しい 

  sebenarnya 実は、本当は 

  membenarkan 許可する 

  kebenaran 真実、許可 

benci   嫌いだ、嫌だ 

benda   物、物体 

bendera   旗 

bentar    

  sebentar 少しの間、ちょっと 

bentuk   形 

  membentuk 形作る、形成する 

berani   勇敢な、勇気ある 

  keberanian 勇気 

berapa   いくつ、いくら 

  keberapa 何番目、何回目 

beras   米 

berat   重い 

  keberatan いやいやな、気が重い 

beri    

  memberi 与える 

  memberikan 与える 

  pemberian 贈り物、授与 

berita   ニュース、知らせ 

  pemberita レポーター、記者 

beritahu    

  memberitahu 伝える、知らせる 

bersih   清潔な、きれいな 

  membersihkan 掃除する 

  kebersihan 清潔さ、美化 

berth   寝台車 

beruang   クマ 



besar   大きい 

  membesar 大きくなる、育つ 

  membesarkan 大きくする、育てる 

 pembesaran 拡大、拡張 

besi   鉄 

besok   明日 

betapa   なんて～だ 

betik   パパイヤ 

betul   正しい、本当だ 

  betul-betul 本当に 

  kebetulan 偶然に 

beza   違い 

  berbeza 違う、異なる 

  perbezaan 差、違い 

biar   ～させる、～のままにする 

  membiarkan 放っておく、許す 

biasa   普通の 

  biasanya 普通、通常 

  kebiasaan 習慣 

biasiswa   奨学金 

biawak   イグアナ、オオトカゲ 

bibir   唇 

bidang   分野、面 

bijak   賢い 

biji   １．種 

     ２．助数詞：丸く小さいもの 

bil   お勘定、お会計 

bila   いつ、～とき 

bilah   １．刃 

      ２．助数詞：刀、ナイフなど 

bilang    

  berbilang いくつかの、多数の 

 membilang 数える 

  bilangan 数、数量 

bilik   部屋 

bimbang   心配な 

  membimbangkan 心配させる 

  kebimbangan 心配、不安 

bimbit   （手提げで）運ぶ 

bina    

  membina 建てる 

  binaan 建物 

binatang   動物、獣 

bincang 

  berbincang 話し合う、議論する 

  membincangkan 議論する、討論す

る 

  perbincangan 話し合い、会話 

bingkai   額縁、縁 

bintang   星、運勢 

biri-biri   ヒツジ 

biru   青い 

bisik   囁き、呟き 

  membisiki ～に囁く 

  membisikkan ～を呟く、囁く 

bising   うるさい、騒々しい 

bodoh   愚かな、バカな 

bohong   嘘 

  berbohong 嘘をつく 

  pembohong 嘘つき 

bola   ボール 

  bola sepak サッカー 

boleh   １．～できる 

      ２．～してよい 

  membolehkan 可能にする、許可する 

  kebolehan 能力、才能 

bomba   消防 

  balai bomba 消防署 



bomoh   ボモ（呪術師） 

borak   おしゃべり、会話 

  berborak おしゃべりする、話す 

borang   用紙、形式 

bosan   飽きた、退屈な 

  kebosanan 退屈さ 

bot   ボート 

botol   ボトル、びん 

buah   １．実、果実 

      ２．助数詞：辞書、車、家など 

  buah-buahan 果物 

  berbuah 実を結ぶ、成果が出る 

buai   横に揺れる 

  buaian 揺りかご 

bual    

  berbual おしゃべりする、会話する 

  perbualan 会話、おしゃべり 

buang    

  membuang 捨てる 

  pembuangan 廃棄、投棄 

buat   ～ために、する、作る 

  berbuat する 

  membuat 作る 

 membuatkan （～ために）作る 

  memperbuat 作る、作らせる 

  buatan 製品 

  perbuatan 行為、行い 

buaya   ワニ 

bubuh    

  membubuhkan 入れる、加える 

bubur   お粥 

budak   少年、少女 

budaya   文化 

  kebudayaan 文化、文明 

budi   １．行動、特徴 

      ２．親切さ、礼儀正しさ 

  berbudi 親切な 

bujang   独身の、一人用の 

buka    

  membuka 開ける、開く 

  terbuka 開かれた、迎えられた 

  berbuka 断食が明ける 

  pembukaan 開会、開催 

bukan   ～ではない 

bukit   丘 

bukti   証拠 

  membuktikan 証明する 

buku   本 

bulan   月 

  bulanan 月毎の 

bulat   丸い 

bulu   体毛、羽 

bumbung   屋根 

bumi   地球、地上 

  mengebumikan 埋葬する 

bunga   花 

  bunga raya ハイビスカス 

  berbunga 花が咲く 

bungkus   包み 

  bungkusan 包み、小包み 

  membungkuskan 包む 

bunuh    

  membunuh 殺す 

  pembunuh 殺人犯 

  pembunuhan 殺害 

bunyi   音 

  berbunyi 音が出る、音が鳴っている 

buru    



  memburu 追いかける、狩る 

  pemburu 狩人、ハンター 

buruk   悪い、醜い 

burung   鳥 

busuk   臭い、腐った 

buta   盲目の 

 

 

      C 

 

 

cabang   枝、支店 

cabar    

  mencabar 挑戦する 

  cabaran 挑戦 

cadang    

  bercadang 計画する 

  mencadangkan 提案する 

  cadangan 提案、申し出 

cahaya   輝き、光 

cakap   言葉、話 

  bercakap 話す 

cakerawala   宇宙 

campak   

  mencampak 投げ捨てる 

campur   混ざった 

  mencampur 混ぜる 

  campuran 混合、配合 

can   チャンス 

canai   砥石 

  roti canai ロティチャナイ（料理） 

cantik   美しい 

  kecantikan 美しさ 

capai    

  mencapai 達成する 

  tercapai 達成された 

cara   方法、やり方 

  secara ～のやり方で 

  secara ringkas 簡潔に 

cari    

  mencari 探す 

  mencarikan （～ために）探す 

  pencarian １．生計、収入 

       ２．捜索、探索 

cat   ペンキ、絵の具 

  bercat 色がついている、塗られた 

  mengecat 色を塗る、塗装する 

catat    

 mencatat メモをとる 

  catatan メモ、記録 

cawan   カップ（紅茶、コーヒーな

ど） 

cedera   傷ついた 

  mencederakan 傷つける 

  tercedera 傷ついた、負傷した 

cek   小切手 

celaka 不運な、くそったれ 

cemar   汚れた 

  mencemari 汚す、汚染する 

  tercemar 汚された、汚染された 

  pencemaran 汚染 

cemas   怯えた、心配した 

  kecemasan 心配になる、危機、緊急 

cemerlang   輝かしい、素晴らしい 

cempedak   ジャックフルーツ 

cenderamata お土産 

cepat   速い、素早い 



  secepat mungkin できる限り早く 

cerah   晴れた、晴れ晴れした 

cerai   離婚 

  bercerai 離れる 

  menceraikan 分かれる、離婚する 

ceramah   講義 

  penceramah 講師 

cerdik   利口な、ずる賢い 

cerek   やかん 

cerita   物語 

  bercerita 物語を話す 

  menceritakan 物語る、話す 

cermat   慎重な、注意深い 

cermin   鏡、ガラス 

  mencerminkan 反映する、映し出す 

  cermin mata 眼鏡 

cerpen   小説（cerita pendek） 

cetak   印刷 

  mencetakkan 印刷する 

  cetakan 印刷物、第～版 

cetek   浅い 

cicak   ヤモリ、トカゲ 

cik   ～さん（女性） 

cikgu   先生、～先生 

cili   唐辛子 

Cina   中国 

  kecinaan 中国式の、中国風な 

cincin   指輪 

cinta   愛する、愛 

  mencintai 愛する 

  pencinta 愛好家、ファン 

  percintaan  恋愛、愛 

cipta    

  mencipta 創造する、創る 

  ciptaan 創作、発明 

  pencipta 発明家、クリエイター 

ciri   特徴、素性 

cirit   軟便 

  cirit-birit 下痢 

cis   チッ、チェッ 

cita   願望、目的 

  cita-cita 願望、目的 

  bercita-cita 志を持つ、願望がある 

cium   キス 

  mencium キスする 

coklat   チョコレート、茶色 

comel   かわいい 

contoh   例、サンプル 

  contohnya 例えば 

  mencontoh 模倣する 

  mencontohi 例とする、手本とする 

corak   デザイン、柄 

cuaca   天気、天候 

cuai   不注意な 

  kecuaian 不注意、注意不足 

cuba   どうぞ、試す 

  mencuba 試みる、挑戦する 

  cubaan 試み、挑戦 

cuci    

  mencuci 洗う 

cucu   孫 

cuka   酢 

cukai   税金 

  mencukai 課税する 

cukup   十分な、満ちた 

  mencukupi 満たす、足りる 

cukur   剃る 

  bercukur 剃る 



cuma   単なる、たった 

  percuma １．無料の 

       ２．無駄に 

curi    

  mencuri 盗む 

  pencuri 窃盗犯、泥棒 

  pencurian 窃盗 

  kecurian 盗まれる 

curiga   疑わしく思う 

cuti   休日、休み 

  bercuti 休む、休暇をとる 

 

 

      D 

 

 

dada   胸、胸部 

dadah   麻薬、薬物 

daerah   地区、地域 

daftar   登録 

  mendaftarkan 登録する 

  pendaftaran 登録、登記 

dagang   商業、貿易 

  pedagang 商人、貿易商 

  perdagangan 商業、貿易 

daging   肉 

dahaga   喉が渇いた 

dahulu   ⇒ dulu 

daki    

  mendaki 登る 

dakwa   非難、訴え 

  mendakwa 訴える、主張する 

dalam  1   中、～の間 

dalam  2   深い 

  mendalam 深める、深い 

damai   平和な 

  kedamaian 平和 

dan   そして、～と 

dapat   １．～できる 

      ２．得る、手に入れる 

  mendapat 得る、遭遇する 

  mendapati 発見する、見つける 

 mendapatkan 見に行く、得る 

  terdapat 見られる 

  pendapat 意見、見方 

  pendapatan 稼ぎ、収入 

  berpendapatan 収入がある 

dapur   台所 

darah   血、血液 

  berdarah 血が出る、血がつく 

darat 陸 

dari   ～から（時、場所） 

daripada   １．～から（人、材料） 

        ２．～より（比較） 

darjah   クラス、階級、度 

dasar   底、基本、基盤 

  berdasarkan ～に基づく 

datang   来る、出身である 

  mendatangi 訪れる 

 mendatangkan もたらす 

  pendatang 移民 

  kedatangan 来訪、来られる 

datar   平らな 

  dataran 平地、広場 

datuk   祖父、おじいさん 

daun   葉 

  dedaun 葉、葉っぱ 



daya   力、能力、努力 

debat   ディベート、討論 

  berdebat 討論する、意見交換する 

Deepavali   ディーパヴァリ 

degil   強情な、融通のきかない 

dekat   近い 

  berdekatan 近い、近くにある 

  mendekati 近づく 

  mendekatkan 近づける 

demam    熱 

demikian   そのような、同様だ 

denda   罰金 

  mendenda 罰金を課す 

dengan   １．～と一緒に 

       ２．～で（手段、方法） 

dengar    

  mendengar 聞く、聴く 

  terdengar 聞こえる、耳にする 

  kedengaran 聞こえる 

dengkur   いびき 

  berdengkur いびきをかく 

depan   前、先の 

deposit   デポジット 

derma   寄付 

  penderma ドナー 

desak    

  mendesak 勧告する、推し進める 

destinasi   目的地 

detik   秒 

dewan   ホール、集会、議会 

  Dewan Negara 上院 

  Dewan Rakyat 下院 

dewasa   成人、成熟した 

di   ～に、～で（場所） 

dia   彼、彼女 

diam  1   静かな、黙った 

diam  2   住む、居住する 

  kediaman 住居、住まい 

didih    

  mendidih 茹でる、沸騰させる 

didik    

  mendidik 育てる、教育する 

  pendidikan 教育 

dinding   壁 

dingin   涼しい 

  mendinginkan 涼しくする、冷やす 

diri   自身 

  sendiri 自分自身 

  berdiri 立つ 

  mendirikan 建てる、設立する 

  terdiri 存在する、成り立っている 

  pendirian 見解、観点、視座 

  berpendirian 見解を持つ 

  tersendiri 孤立した 

Disember   １２月 

diskaun   割引、ディスカウント 

doa   祈り 

  berdoa 祈る、祈りを捧げる 

dodol   ドドル（菓子の一種） 

doktor   医者、博士 

dolar   ドル 

dolfin   イルカ 

dompet   財布 

dosa   罪、罪悪、犯罪 

drama   劇、ドラマ 

dua   ２ 

  berdua 二人でいる、二人とも 

  kedua-dua 両方の 



duduk   座る、住む 

  menduduki １．座る、住む 

        ２．占拠する、占領する 

  penduduk 住民、人口 

  kedudukan 地位、位置、住居 

duit   お金 

duka   哀しみ 

duku   ドゥク（果物の一種） 

dulu   １．過去、以前、～前 

     ２．先に、 初に 

dunia   世界 

duri   トゲ 

durian   ドリアン 

dusun   農園 

duyung   ジュゴン 

 

 

      E 

 

 

edar    

  beredar 引き返す、立ち去る 

  mengedari 周る、歩きまわる 

  pengedaran 流通 

edisi   エディション、第～版 

eh   えっ 

eja    

  mengeja 綴る 

  ejaan 綴り字、スペル 

ekonomi   経済学 

ekor   １．しっぽ 

      ２．助数詞：動物、昆虫 

  mengekori つける、尾行する 

  ekoran 結果 

eksport   輸出 

  mengeksport 輸出する 

ekspress   急行 

elak    

  mengelakkan 避ける、よける 

elektrik   電気の、電力の 

elok   良い、美しい 

emak   母親、お母さん 

emas   金、金色 

empat   ４ 

enak   おいしい 

enam   ６ 

encik   ～さん（男性） 

enggan   嫌がった、しぶっている 

engkau   お前、君 

enjin   エンジン 

entah   わからない、おそらく 

epal   リンゴ 

erat   しっかりした、頑丈な 

  mengeratkan 強める、固める 

erti   意味 

  bererti 意味する、意味がある 

  mengerti 理解する 

esok   明日 

  keesokan harinya その次の日 

 

 

      F 

 

 

faedah   利益、利息 

faham   理解する 



  memahami 認識する、理解する 

  memahamkan 理解させる、知らせる 

fajar   夜明け 

falsafah   哲学 

fasih   流暢な 

Februari   二月 

fenomena   現象 

feri   フェリー 

fikir   考える 

  berfikir 考える、思う 

  memikirkan 思考する、考慮する 

  fikiran 思想、思考、アイデア 

filem   映画、フィルム 

formal   正式な 

frasa   句 

fungsi   機能 

 

 

      G 

 

 

gabung    

 bergabung  結び付いた、連合の 

  menggabungkan 統合する 

  penggabungan 統合 

gadis   少女 

gaduh   喧騒、口論 

  bergaduh 口論する、言い争う 

  pergaduhan 口論、喧嘩 

gagah   強い、頑強な 

gagal   失敗した 

  kegagalan 失敗 

gajah   象 

gaji   賃金、給料 

  menggaji 雇う 

gali    

  menggali 掘る 

gambar   写真、絵 

  bergambar 写真付、挿絵付 

  ambil gambar 写真を撮る 

  menggambarakan 描く、記述する 

  gambaran 絵、写真、着想 

ganas   残虐な、凶暴な 

  pengganas テロリスト 

ganggu    

  mengganggu 邪魔する、妨げる 

  gangguan 邪魔、障害 

ganja   大麻 

ganjil   奇妙な、変な 

  keganjilan 奇妙さ、奇抜さ 

ganti   代わり、代替物 

  berganti 変わる 

  berganti-ganti 交替で、順番で 

  mengganti 交替する、代わる 

  penggantian 交替 

gantung   吊るした 

  bergantung ぶら下がる、頼る 

garam   塩、食塩 

garang   凶暴な、恐ろしい 

garing   カリッとした、乾燥した 

garis   線 

garpu   フォーク 

gasar   未開な 

gasing   コマ 

gatal   １．痒い 

      ２．助平な 

Gawai   イバン族の宗教的な祝祭 



gaya   態度、作法、様式、やり方 

gelap   暗い、はっきりしない 

  kegelapan 暗さ、暗闇 

gelar   称号、あだ名 

  menggelar 称する、あだ名で呼ぶ 

gelas   グラス、ガラス製のコップ 

gelombang   波 

gelojoh   欲張りな、強欲な 

gemar   好きな、好む 

  kegemaran 趣味、好み 

gembira   嬉しい 

  bergembira 嬉しい、喜ぶ 

  kegembiraan 嬉しさ、喜び、楽しさ 

gemilang   輝かしい 

gempa   揺れる、震える 

  gempa bumi 地震 

gemuk   太っている 

gendang   太鼓 

generasi   世代 

gerai   屋台 

gerak   動き、動作 

  bergerak 動く 

  menggerakkan 動かす 

  gerakan 動作、活動 

  pergerakan 活動、運動 

gereja   キリスト教の教会 

getah   ゴム 

ghairah   情熱、熱望 

giat   活動的な 

  kegiatan 活動 

gigi   歯 

gigih   頑固な 

gigit    

  menggigit 噛む 

gila   狂った、異常な 

gincu   口紅 

gitar   ギター 

golong    

  menggolong 分類する、含める 

  golongan 集団、グループ 

goreng   炒めた、火を通した 

  menggoreng 炒める 

gosok    

  menggosok 磨く、擦る 

gotong   助け 

  gotong-royong 助け合い、協力 

  bergotong-royong 助け合う 

gua   洞窟 

gugur   落ちる 

gula   砂糖 

  gula-gula 飴 

guna   用途、機能 

  berguna 役に立つ 

  menggunakan 使用する、利用する 

  pengguna 利用者、使用者 

  penggunaan 利用、使用 

  kegunaan 用途、便利さ 

gunting   はさみ 

  bergunting 髪を切る 

gunung   山 

  gunung-ganang 山々 

  gunung berapi 火山 

gurau   冗談、ジョーク 

guru   教師 

  guru besar 校長先生 

gurun   荒野、砂漠 

 

 



      H 

 

 

habis   終わった、全てなくなった 

  menghabiskan 終わらせる 

  kehabisan なくなる 

had   限界 

  berhad 有限の 

hadap   前、方向 

  menghadapi 向かい合う、直面する 

  menghadapkan 目指す、狙う 

  terhadap ～に対して、～に関して 

  hadapan 前、将来 

hadiah   贈り物、プレゼント、賞 

  menghadiahkan 贈る 

hadir   出席した 

  menghadiri 出席する、参加する 

  kehadiran 出席、参加 

hai   やぁ、ねぇ 

hairan   驚く、不思議な 

haiwan   動物、獣 

hajat   目的、願望 

hak   権利 

  hak cipta 著作権、版権 

hakikat   事実、現実 

  pada hakikatnya 実際、本当は 

hakiki   ⇒ hakikat 

hakis    

  menghakis 侵食する 

  hakisan 侵食 

hakka   客家 

hal   出来事、問題 

hala   方向 

  menghala 向かう 

halal   （イスラム法で）合法的な 

halaman   １．庭 

        ２．ページ 

  kampung halaman 生まれ故郷 

halang    

  menghalang 邪魔する、妨げる 

halus   細かい、細い、柔らかい 

hamil   妊娠した 

hampir   近い、およそ、もうすぐ 

  berhampiran 近くである 

hancur   バラバラに壊れた 

hantar    

  menghantar 送る、届ける 

  menghantarkan （～ために）送る 

hantu   幽霊 

hanya   ～だけ、たったの 

hanyir   腐臭、傷んだ匂い 

hanyut   漂う、流される、放浪する 

hapus   消えた 

  menghapus ぬぐう 

  menghapuskan 消す、消し去る 

haram   （イスラム法で）違法な 

harap   １．希望、期待 

      ２．どうか～ 

  berharap 願う、望む 

  mengharap 願う、望む 

  mengharapkan 望む、求める 

  harapan 希望、期待、願望 

harga   値段 

  berharga 値がついている 

  menghargai １．値をつける 

        ２．感謝する 

hari   日 



  hari jadi 誕生日 

  Hari Raya Puasa 断食明けの休日 

  haribulan 日付（= hb.） 

  sehari-hari 日々の、日常の 

  harian 日毎の、日刊の 

harimau   トラ 

harmonis   調和のとれた 

harta   財産 

harum   １．芳しい、良い香りの 

       ２．有名な 

harus   ～すべきだ 

  seharusnya ～すべきな、適した 

hasil   結果、収穫物、収入 

  berhasil 成功する、収穫がある 

  menghasilkan 生産する、生み出す 

  penghasilan 収穫、収入 

hasrat   願望、決意 

  berhasrat 願望を持つ、望む 

hati   心、肝臓 

  berhati 親切な 

  berhati-hati 注意する、注意深くなる 

  memperhatikan １．観察する 

          ２．注意を払う 

  pemerhati 傍観者、オブザーバー 

  perhatian 注意、関心 

haus   喉が渇いた 

hawa   空気、気候 

hebat   恐ろしい、怖い 

helai   １．紙切れ 

      ２．助数詞：薄くて平たいもの 

hendak   欲しい、望む 

  menghendaki 望む、要求する 

henti    

  berhenti 止まる、終わる 

  menghentikan 停める 

  memperhentikan 止める 

  perhentian 停車場、ターミナル 

heret    

  mengheret 引っ張る 

hi   やぁ 

hibur    

  menghibur もてなす、楽しませる 

  hiburan 娯楽 

hidang    

  menghidangkan 提供する、出す 

  terhidang 供された、出された 

  hidangan ご馳走 

hidung   鼻 

hidup   生きている、暮らす 

  menghidupi 面倒見る、世話する 

  hidupan 生き物、生物 

  kehidupan 生活、人生 

hijau   緑の 

Hijrah   ヒジュラ暦 

hikayat   伝説、物語 

hilang   なくなる、消える 

  menghilangkan なくす、消す 

  kehilangan なくなる、紛失 

hingga   ～まで 

  sehingga ～まで 

hirau    

  menghiraukan 気を配る、目を向ける 

hisap    

  menghisap 吸う、くわえる 

hitam   黒い 

hobi   趣味 

hodoh   醜い 

hokkien   福建 



hormat   尊敬している、尊敬 

  menghormati 尊敬する、感謝する 

  penghormatan 名誉 

 kehormatan 敬意、名誉、名声 

hospital   病院 

hotel   ホテル 

hubung    

  berhubung つながった、関係がある 

  menghubungi 連絡する 

  menghubungkan つなげる 

  hubungan 関係、結びつき 

  perhubungan 関係、関係性 

hujan   雨、雨が降る 

  kehujanan 雨に降られる 

hujung   終わり、先っぽ 

  hujung minggu 週末 

hukum   法律、規則、判決 

  menghukum 判決を下す、罰する 

  hukuman 判決、刑罰 

hulur    

  menghulur 伸びる 

  menghulurkan 伸ばす、延長する 

hurai    

  menghurai ほどく 

  menghuraikan 分析する、説明する 

  huraian 説明、解説 

huruf   文字 

  huruf Jawi ジャウィ文字 

  huruf Rumi ローマ字 

hutan   森、森林 

hutang   債務、借金 

 

 

      I 

 

 

ia   彼、彼女 

iaitu   すなわち 

ialah   ～である 

ibu   母親、お母さん 

ibubapa   両親 

identiti   アイデンティティ 

idola   偶像、アイドル 

ijazah 修了書、卒業所 

ikan   魚 

  ikan lumba-lumba イルカ 

ikat   紐、ロープ 

  berikat 結んである 

  mengikat 結ぶ 

ikhlas   誠意、真心 

ikut   ついて行く 

  berikut ついて行く、一緒に来る 

  mengikut 従う、～によれば 

  mengikuti 後をつける、尾行する 

ilham   直感、霊感、啓示 

  mengilhamkan 啓示を与える 

ilmu   知識、学問 

iman   信条、信念 

imbang   平等な、釣り合った 

  mengimbangi 比較する、比例する 

  seimbang 釣り合った、同調 

imej   イメージ 

import   輸入 

  mengimport 輸入する 

inai   ヘナ（染料） 

  berinai （ヘナで）爪を赤く塗る 



inap    

  menginap 宿泊する、泊まる 

  penginapan 宿泊施設、ホテル 

indah   美しい、壮大な、魅力的な 

  keindahan 美しさ 

India   インド 

Indonesia   インドネシア 

industri   産業 

ingat   覚えている、思い出す 

  mengingat 思い出す、考慮する 

  mengingati 覚える、思い出す 

  ingatan 思い出、考え、概念 

  teringat ふと思い出す、脳裡によぎる 

Inggeris   イギリスの、英国の 

ingin   願う、望む 

  keinginan 願望、望み 

ini   これ、これら 

internet   インターネット 

inti   中身、具、餡 

intimasi   親密さ 

intip    

  mengintip 覗く 

isi   中身、内容 

  berisi 含む、満ちている 

  mengisikan 満たす 

Islam   イスラム教 

  keislaman イスラム的な 

Isnin   月曜 

istana   王宮 

isteri   妻 

  beristeri 妻がいる、結婚している 

  memperisteri めとる、妻にする 

istiadat   習慣、慣例 

istilah   用語、専門用語 

istimewa   特別な 

  keistimewaan 特別さ、特殊性 

isyak   夜（祈りの時刻） 

isyarat   暗号、ヒント、信号 

itik   アヒル 

itu   それ、あれ、それら、あれら 

izin   同意、許可 

  mengizinkan 許可する、許す 

 

 

      J 

 

 

jabat    

  berjabat 握手する 

  menjabat １．つかむ 

       ２．役職・事務所を持つ 

  jabatan 事務局、学部 

  pejabat ～局、事務局 

jadi   １．なる、完成する 

     ２．だから 

  menjadi ～になる 

  menjadikan ～させる、引き起こす 

  terjadi 起こる 

  kejadian 出来事 

jadual   表 

  jadual waktu 時刻表 

jaga   目が覚めた、起きている 

  menjaga 世話する、監視する 

  menjagakan 起こす 

  jagaan 監視、看護 

jagung   とうもろこし 

jahat   悪い 



  penjahat 悪人、犯罪者 

jahit    

  menjahit 縫う、裁縫する 

  menjahitkan （～ために）縫う 

jajah    

  menjajah 支配する、旅行する 

  penjajahan 植民地支配 

jala   網 

jalan   道、道路、方法 

  jalanraya 幹線道路、高速道路 

  berjalan 歩く 

  berjalan-jalan 散歩する 

  menjalankan 実行する、行う 

  perjalanan 旅、道中 

jalur   縞々の 

jam   １．時計 

     ２．～時間 

Jamadilakhir   ６月（ヒジュラ暦） 

Jamadilawal   ５月（ヒジュラ暦） 

jambatan   橋 

jambu batu   グァバ 

jamu   客 

  menjamu もてなす 

  jamuan 饗宴、もてなす食事 

jangan   ～するな 

jangka   期間、時間 

  menjangka 予期する、推測する 

jangkit    

  berjangkit 感染した 

janji   約束、同意 

  berjanji 約束する 

  perjanjian 同意、契約 

  janji temu 面会約束、待ち合わせ 

jantung   心臓 

Januari   １月 

jarak   距離 

jarang   １．めったに～ない 

       ２．離れた、間があいた 

jari   指 

jasa   功績、恩恵 

jatuh   落ちる 

  menjatuhkan 落とす、下す 

  kejatuhan 下落、崩壊 

jauh   遠い、離れた 

  menjauhkan 距離をとる、避ける 

Jawa   ジャワ 

jawab   答え、答える 

  menjawab 答える、応答する 

  jawapan 答え、解答、応答 

jawat    

  jawatan 事務所、職 

Jawi   ジャウィ 

jaya   勝利 

  berjaya 成功する 

  kejayaan 成功、勝利 

jejas   傷ついた、ひっかいた 

  menjejaskan 傷つける、かすめる 

jelang    

  menjelang 近づく、来たる～ 

jelas   明らかな、はっきりした 

  menjelaskan 説明する 

  penjelasan 説明 

jem   ジャム 

jemput   どうぞ 

  menjemput 誘う、招待する 

  jemputan １．お客、招待客 

       ２．招待 

jenayah   犯罪 



  penjenayah 犯罪者 

jenis   種類 

  berjenis-jenis 様々な 

  sejenis 一種、一種の 

jentera   機械 

Jepun   日本 

jerebu   靄、スモッグ、ヘイズ 

jerit   叫び、不平 

  menjerit 叫ぶ 

  jeritan 叫び、叫び声、悲鳴 

jernih   きれいな、澄んだ 

jeti   船着場、防波堤 

jika   もし～なら 

  jikalau もし～なら、仮に～なら 

jimat   注意深い、倹約した 

jinak   手なづいた、親しい 

  menjinakkan 飼い慣らす 

jiran   近所、近隣の人 

jiwa   生命、魂、精神 

  berjiwa 生きている、心を持つ 

joget   ジョゲット（ダンスの一種） 

johan   チャンピオン 

jom   ～しよう、～しましょう 

jua   １．～も（= juga） 

     ２．～だけ 

juadah   お菓子、軽食 

jual    

  berjual 売っている、商売している 

  menjual 売る 

  terjual 売れた、売られた 

  jualan 商品、売り物 

  penjualan 商売、売ること 

juara   チャンピオン 

judi   賭け事、賭博 

  berjudi 賭け事をする 

judo   柔道 

judul   タイトル、題名 

juga   １．～も、それでも 

     ２．かなり 

jujur   誠実な、真面目な 

Julai   ７月 

Jumaat   金曜 

jumlah   合計、額 

jumpa    

  berjumpa 会う、遭遇する 

  menjumpai 会う、見かける 

Jun   ６月 

juru   専門家 

jurubahasa   通訳 

juruhebah   アナウンサー 

jururawat   看護士 

jurus    

  sejurus 少しの間、ちょっと 

jurusolek   メイク係、化粧士 

jurutera   技師、エンジニア 

juruterbang   パイロット 

jus   ジュース 

justeru   １．実際には 

       ２．ちょうど、まさに 

juta   百万 

 

 

      K 

 

 

kabut   霧、霧がかかった 

  kelam-kabut 混沌とした、混乱した 



kaca   ガラス 

kacang   豆、豆類 

kacau   混ざった、かき混ぜた 

  mengacau かき混ぜる 

  mengacaukan １．混ぜる 

         ２．混乱させる 

kad   カード 

  kad pengenalan ＩＤカード 

kadang    

  kadang-kadang ときどき 

kadangkala   ときどき 

kadar   １．能力 

      ２．比率、率、レート 

kagum   驚いた、感嘆した 

kahwin    

  berkahwin 結婚する 

  mengahwinkan 結婚させる 

  perkahwinan 結婚 

kain   布 

kait   釣り針、フック 

  berkait フックがついている 

  berkaitan 関係がある 

  mengait 引っ掛ける 

  kaitan 関係、つながり 

kaji   知識、教え方 

  mengaji コーランを読む 

  mengkaji 研究する、調査する 

  kajian 研究 

kakak   姉、お姉さん 

kaki   １．足、脚 

     ２．助数詞：柄がついている物 

  kaki ayam 裸足 

  kaki bangku サッカーが下手な奴 

  kaki botol 酒飲み、アル中 

kalah   負けた 

  mengalahkan 負かす、倒す 

kalang    

  kalangan 集団、グループ 

kalau   もし～なら 

kali   １．回数 

     ２．倍、かける 

  berkali-kali 何度も 

  sekali １．一度、同時に 

     ２．とても 

  sekaligus 同時に、一度に 

  sekalian 全員、一同 

kambing   ヤギ 

  kambing biri-biri ヒツジ 

kami   私たち（聞き手を含まない） 

kampung   村 

kamu   君、お前 

kamus   辞書 

kanak   子供 

  kanak-kanak 子供たち 

kanan   右 

kancil   ネズミジカ 

kandang   小屋 

kandung    

  mengandung １．含む 

         ２．妊娠した 

  mengandungi 一杯だ、含んでいる 

  kandungan １．内容 

        ２．妊娠 

kantin   学食、食堂 

kantuk   眠気 

  mengantuk 眠くなる、眠い 

kapal   船 

  kapal terbang 飛行機 



karang  1   サンゴ礁 

karang  2    

  mengarang 書く、編纂する 

  karangan 記事、エッセイ 

  pengarang 著者、編纂者 

kari   カレー 

karier   キャリア、職業、職歴 

karipap   カレーパフ 

kasar   粗い、粗野な、ガサついた 

kasi   与える 

kasih   愛情、愛する 

  mengasihi 愛する 

  kasihan 同情 

  kasihannya 残念ね、可哀想に 

  kekasih 恋人 

kasut   靴 

  berkasut 靴を履いている 

kat   ～に、～で 

kata   言葉、発話 

  berkata 言う 

  mengatakan 言う、告げる、知らせる 

  perkataan 単語 

katak   カエル 

katil   ベッド 

kau   お前、君（= engkau） 

kaum   民族、部族、集団 

kawal    

  berkawal 見守る、監視する 

  mengawal 監視する、操作する 

  kawalan  コントロール、支配 

kawan   友人、友達 

  kawan sekerja 同僚 

  berkawan 友達になる 

kawasan   地域、領域 

kaya   裕福な、金持ちな 

  kekayaan 裕福さ 

kayangan   天国（ヒンドゥー教） 

kayu   木、木材 

ke   ～へ（場所） 

kebaya   クバヤ（女性用のマレー服） 

kecewa   １．がっかりする 

       ２．失敗する 

kecil   小さい 

kecuali   ～以外、～を除いて 

  terkecuali 除外される、外れる 

kedai   店、店舗 

  pekedai 店主 

kedekut   けちな 

kejam   残酷な、残虐な 

kejap   瞬間 

  sekejap ちょっと、少しの間 

kejar    

  berkejar 急ぐ 

  mengejar 追いかける、追求する 

kejut    

  mengejutkan 起こす、驚かせる 

  terkejut 驚いた、起こされた 

kek   ケーキ 

kekal   永遠な、永続的な 

  mengekalkan 長続きさせる、保つ 

kelah    

  berkelah 行楽に行く 

kelak   将来、未来 

kelapa   椰子、ココナツ 

kelas   クラス、教室、階級 

keledar   ヘルメット 

keliling   周り、周辺 

  mengelilingi 周る、囲む 



kelmarin   一昨日 

kelompok   集団、群れ 

keluar   出る、外出する 

  mengeluarkan 輩出する、生産する 

  pengeluaran 生産、出版 

keluarga   家族、親類 

  sekeluarga 一家 

 kekeluargaan 家族精神、連帯感 

kemarau   乾季 

kemas   きれいな、片付いた 

  mengemas 片付ける 

kembali   戻る、再び 

kembang 咲いた、発展した 

  berkembang 開花する、広まる 

 perkembangan 発展、開発 

kembar   双子 

kembara    

  mengembara 歩き回る 

  pengembara 旅行者 

Kemboja   カンボジア 

kemeja   シャツ 

kempen   キャンペーン、運動 

kemudian   そこで、その後 

kena   １．当たる、ぶつかる 

      ２．被る、～される 

      ３．～しなければならない 

  berkenaan 関係がある 

  mengenai １．当たる、触れる 

       ２．～に関して 

kenal   知り合いな 

  berkenalan 知り合う 

  mengenal 知る、区別する 

  mengenali 認識する、同定する 

  memperkenalkan 紹介する 

  terkenal 有名な、知られている 

  kenalan 知り合い、知人 

  pengenalan 自己認識 

kenang    

  mengenang 思い出す 

  mengenangkan 思い出させる 

  kenangan 思い出、記憶 

kenapa   なぜ、どうして 

kentang   じゃがいも 

kenyang   満腹な 

kepada   ～へ、～に（人） 

kepala   １．頭、頭部 

       ２．チーフ、リーダー 

keping   １．欠片、紙片 

       ２．助数詞：薄い平らなもの 

kerana   なぜなら、～のため 

kerang   貝 

kerapkali   よく、しばしば 

keras   固い、しっかりした 

kerbau   水牛 

kereta   車 

  keretapi 列車、電車 

  berkereta 車で行く 

kering   乾いた、不毛な 

  mengeringkan 乾かす 

kerja   仕事、職業 

  bekerja 働く、仕事をする 

  pekerja 労働者、従業員 

  pekerjaan 職業、作業 

  kerja tangan 手工芸品 

kerjasama 協力 

  bekerjasama 協力する 

kerjaya   キャリア 

kerongkong 喉 



keropok   クロポッ（お菓子の一種） 

kertas   紙 

  kertas kerja レポート、課題 

kerusi   椅子 

  pengerusi 議長 

kes   事件 

kesal   悩んだ、後悔した 

  kekesalan 失望、後悔 

kesan   痕跡、影響、成果 

 berkesan 効果がある 

ketam   カニ 

ketawa   笑う 

ketika   ～とき 

ketul   １．塊 

      ２．助数詞：固形物 

ketupat   クトゥパッ（ちまき） 

khabar   ニュース、知らせ 

  surat khabar 新聞 

Khamis   木曜 

khas   特別な 

khatan   割礼 

khatulistiwa   赤道 

khayal   幻想、空想 

khemah   テント 

  berkhemah キャンプする、野営する 

khenduri   饗宴、宴会（宗教的） 

khianat   裏切り、背信 

khidmat   サービス 

  berkhidmat 従事する、仕える 

  perkhidmatan サービス、機関、施設 

khinzir   ブタ 

khuatir   心配な 

khusus   特別な 

kian   より～、もっと～ 

  sekian それくらい、ここまで 

kiblat   メッカのある方角 

kicap   醤油 

kilang   工場 

kilat   稲光、輝き 

  berkilat 輝く、光る 

kilometer   キロメートル 

kini   近、現在 

kipas   扇風機、プロペラ 

kira   １．思う、推測する 

     ２．数える 

  mengira １．計算する 

      ２．考慮する 

  terkira 数えられる 

  kira-kira およそ、約 

  sekiranya もし～なら 

kiri   左 

kirim    

  mengirim 差し出す、送る 

kisah   物語、話 

kisar    

  berkisar 回る、移る 

  mengisar 挽く 

kita   私たち（聞き手を含む） 

kitar    

  sekitar 周り、周囲、およそ 

  persekitaran 環境、周辺 

klasik   古典的な 

klinik   クリニック、医院 

kobis   キャベツ 

kolam   池、プール 

kolej   単科大学、専門学校 

komik   漫画、コミック 

kompang   コンパン（楽器の一種） 



komputer   コンピュータ 

kongsi   会社、協会 

  berkongsi 共有する、共にする 

konon   おそらく、～そうだ 

  kononnya ～とかいうことだ 

konsep   概念 

konsert   コンサート 

konteks   文脈、コンテクスト 

kopi   コーヒー 

korban   犠牲、犠牲者 

  mengorbankan 犠牲にする 

  terkorban 犠牲になる、殺される 

Korea   韓国、北朝鮮 

koridor   廊下、回廊 

kosong   １．ゼロ 

        ２．空っぽな、空白の 

kota   １．街 

      ２．要塞 

kotak   箱 

kotor   汚い 

  mengotorkan 汚す 

  kotoran 汚れ、ゴミ 

kraf   工芸品 

kraftangan   手工芸品 

kredit   クレジット 

Kristian   キリスト教 

kritik   批判、批評 

  mengkritik 批判する、批評する 

kritikal   批判的な 

kuah   ソース、スープ 

kuala   河口 

kuali   フライパン 

kualiti   質、クオリティ 

kuasa   力、権力 

  berkuasa 権威がある、権力がある 

  menguasai 支配する、管理する 

kuat   強い 

  kekuatan 強さ、力 

 kuat kuasa 行使 

kubur   墓 

kucing   猫 

kuda   ウマ 

kuetiau   平打ちの米麺 

kuih   菓子 

  kuih-muih 菓子、菓子類 

kuil   ヒンドゥー寺院 

kukuh   固い、しっかりした 

  mengukuhkan 強める、強固にする 

kuliah   講義 

kulit   皮、カバー 

kuman   細菌、バクテリア 

kumpul    

  berkumpul 集まる 

  mengumpul 集める 

  mengumpulkan 集める、召集する 

  kumpulan １．集団 

       ２．コレクション 

kunci   鍵 

  berkunci 鍵がある、鍵がかかった 

  mengunci 鍵をかける 

kuning   黄色の 

kunjung  

  berkunjung 訪れる 

  mengunjungi 訪れる、訪問する 

  pengunjung 訪問客、来訪者 

kuntum   １．花のつぼみ 

       ２．助数詞：花 

kunyit   サフラン、うこん 



kupas    

  mengupas 皮をむく、分析する 

kupu-kupu   蝶々 

kura-kura   カメ 

kurang   １．足りない 

       ２．あまり～ない 

  mengurangkan 減らす 

  kekurangan １．不足する 

        ２．不足 

  sekurang-kurangnya 少なくても 

kurnia   慈悲、贈り物 

  mengurniakan 授ける 

kursus   コース 

kurung   檻、小屋 

  baju kurung バジュクロン 
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labah-labah   クモ 

labu   カボチャ、ウリ 

labuh   吊るした 

  berlabuh 停泊する、錨を下ろす 

  pelabuhan 港 

labur    

  melabur 投資する 

lada   胡椒、唐辛子 

ladang   畑 

lagi   １．もっと、もう～ 

     ２．まだ 

     ３．再び、もう一度 

  selagi ～の間、～な限り 

lagu   歌、曲 

lahar   溶岩 

lahir   生まれた 

  melahirkan １．産む 

        ２．表現する、表に出す 

  kelahiran 誕生 

lain   他の 

  berlainan 異なる、違う 

  selain ～以外、～の他に 

  melainkan ～以外 

  kelainan 違い、例外 

laju   速い、速さ 

  kelajuan 速さ 

lakon   劇、ドラマ 

  berlakon 演じる 

  pelakon 役者 

laksa   ラクサ（マレー料理の一種） 

laksana   似ている 

  melaksanakan 実行する、達成する 

  pelaksanaan 行使、実行、使用 

laku   行動 

  berlaku 起こる、生じる 

  melakukan 実行する、振舞う 

  kelakuan 行動 

lalat   ハエ 

lalu   １．通過する 

     ２．～前、昨～、先～ 

     ３．そこで、その後で 

  berlalu 過ぎる、経つ 

  melalui １．通過する 

      ２．～を通して 

  terlalu ～過ぎる 

lalulintas   交通、往来 

lama   １．古い 



      ２．長い間 

  selama ～の間 

  selama-lamanya 永遠に 

  lama-kelamaan 徐々に、ついに 

lambang 紋章、象徴 

  melambangkan 象徴する 

lambat   遅い、遅れた 

  terlambat 遅刻した 

lampu   ランプ 

lancar   流暢な、円滑な 

  melancarkan 打ち出す 

  kelancaran 流暢さ、円滑さ 

lancong    

  melancong 観光する、旅行する 

  pelancong 観光客、旅行者 

  pelancongan 観光、旅行 

landa    

  melanda 押し寄せる、倒す 

landak   ヤマアラシ 

langgan    

  pelanggan 顧客、購入者 

langgar    

  berlanggar 衝突する 

  melanggar １．衝突する 

        ２．違反する 

  melanggarkan 衝突させる、ぶつける 

  perlanggaran 衝突事故 

langit   空 

langkah   政策、歩み 

  melangkah 歩を進める 

langsir カーテン 

langsung   １．直接 

        ２．完全な 

  berlangsung 行われる、続く 

  melangsungkan 実行する 

lanjut   長い、冗長な 

  selanjutnya 次の、続いて 

  melanjutkan 続ける 

lantai   床 

lantik    

  melantik 選ぶ、選出する 

lanun   海賊 

lapan   ８ 

lapang   空いた、暇な 

  lapangan 広場、フィールド 

  lapangan terbang 空港 

lapar   空腹な 

  kelaparan 空腹さ、飢え 

lapis   層、列 

  lapisan 層、階層 

lapor    

  melaporkan 知らせる、報じる 

  laporan 報道、報告 

larang    

  melarang 禁止する 

  larangan 禁止事項、タブー 

lari   逃げる、脱走する 

  berlari 走る 

  melarikan １．誘拐する 

       ２．逃がす 

  melarikan diri 逃げる 

  pelarian 逃走、難民 

latar   背景 

latih    

  berlatih 練習する 

  melatih 鍛える 

  latihan トレーニング、訓練、練習 

  pelatih コーチ、トレーナー 



lauk   おかず、副菜 

  lauk-pauk おかず、副菜類 

laut   海 

  lautan 海洋、大洋 

lawan   １．敵、反対 

      ２．合うもの、パートナー 

  melawan 反対する、闘う 

lawat    

  melawat 訪れる、訪問する 

  melawati 訪れる、訪問する 

  lawatan 訪問、旅行 

  pelawat 訪問者、旅行者 

layak   適した、能力がある 

  kelayakan 資格 

layan    

  layan diri セルフサービス 

  melayan 仕える、もてなす 

  pelayan 給仕係、ウェイター 

layang   飛ぶ 

  layang-layang 凧 

layar   帆、カーテン 

  belayar 航海する 

lazat   おいしい 

lazim   普通の、一般的な 

  lazimnya 普段、通常 

lebar   幅が広い、幅 

lebat   １．激しい 

      ２．密度が濃い、ぎっしりした 

lebih   より～、もっと～ 

  lebih kurang およそ、約 

  melebihi 超える、過ぎる 

  terlebih 特に、もっとも 

  lebihan 余剰、余り 

legenda   伝説 

leher   首 

lelaki   男、男性 

lemah   弱い 

  kelemahan 弱さ、弱点、欠点 

lemak   脂 

lemang   竹筒焼きご飯 

lembaga   協会、理事会 

  perlembagaan 憲法 

lembik   柔らかい 

lembu   牛 

lembut   柔らかい、優しい 

  kelembutan 優しさ、柔らかさ 

lempar    

  melempar 投げる 

  melempari 投げつける 

  melemparkan 投げる、投げかける 

lena   ぐっすりと 

lengan   腕 

lengkap   完全な 

  melengkapkan 完成させる 

  kelengkapan 設備、道具 

lengkok   カーブ、曲がった所 

lepas   １．自由な、放たれた 

      ２．～前、先～ 

      ３．～後で 

  berlepas 発つ、去る 

  melepaskan １．離す、解き放つ 

        ２．許す、許可する 

  selepas ～後で 

letak   位置、場所 

  meletakkan 置く 

  terletak 位置する、置かれている 

letih   疲れた 

  keletihan 疲労、疲れ 



lewat   遅い、過ぎた 

  terlewat うっかり遅れた 

liar   野性の、原始的な 

liat   硬い、頑固な、タフな 

  tanah liat 粘土、 

libat    

  melibatkan 巻き込む、含む 

  terlibat 巻き込まれた 

licin   滑らかな、つるつるした 

lidah   舌 

lif   エレベータ、リフト 

lihat    

  melihat 見る、観察する 

  penglihatan 視界、視力 

  terlihat 目にする 

  kelihatan 見られる、見える 

lima   ５ 

limau   柑橘類、レモン、ライム 

lincir   滑りやすい 

lindung    

  berlindung 隠れる、非難する 

  melindungi 隠す、守る 

  perlindungan 避難所、保護 

lintas    

  melintas 渡る、横断する 

  melintasi 横切る 

lipas   ゴキブリ 

liput    

  meliputi 覆う、覆い隠す 

lobak   カブ、大根 

  lobak merah ニンジン 

loghat   大根 

lompat   ジャンプ 

  melompat 跳ぶ 

  melompati 跳び越す、跳びつく 

longgok   山積み 

  longgokan 積み上げられたもの 

longkang   排水溝、溝 

lori   トラック、ローリー 

lorong   小径、通り 

luang   空間、空き 

luar   外、外部 

luas   広い 

  meluas 広がる 

  meluaskan 広げる、拡張する 

  keluasan 広さ、面積 

lubang   穴 

lucah   卑猥な、猥褻な 

luka   傷、怪我をした 

  melukai 怪我する 

  melukakan 怪我させる、傷つける 

lukis    

  melukis 描く 

  lukisan 絵画、絵 

lulus   通る、合格する 

lumba   競争 

  berlumba 競争する 

  perlumbaan 競争、レース 

lumpur   泥 

lumur    

  berlumuran 覆われている 

lumut   苔 

lupa   忘れる 

  melupakan 忘れる、怠る 

  pelupa 忘れっぽい人 

luruh   枯れ落ちる、抜け落ちる 

lurus   真っ直ぐな 

lusa   明後日 



 

 

      M 

 

 

maaf   謝罪、許し、すみません 

  memaafkan 許す 

mabuk   酔った、夢中な 

  mabuk laut 船酔い 

Mac   ３月 

macam   種類、やり方 

  bermacam-macam 様々な 

  macam mana どのように 

maghrib   １．西 

       ２．日没（祈りの時刻） 

mahal   高価な、高い 

maharaja   王様 

mahasiswa   大学生（男性） 

mahasiswi   大学生（女性） 

mahir   賢い、有能な 

  memahirkan 習得する、学ぶ 

  kemahiran 能力、経験 

mahkamah   裁判所 

mahu   欲しい、望む 

  memahukan 望む、求める 

  kemahuan 願望、望み、欲望 

  mahupun 同様に、～も～も 

main   遊び 

  bermain 遊ぶ、～する、演奏する 

  memainkan 演奏する、演じる 

  mempermainkan からかう 

  pemain 選手 

  permainan １．試合 

        ２．おもちゃ 

majalah   雑誌 

majikan   上司 

majlis   式、パーティ、会議 

maju   進歩した、発展した 

  memajukan １．開発する、改善する 

        ２．前に出す 

  kemajuan 進歩、発展 

maka   そして、そのとき、そこで 

makan    

  memakan 食べる、消費する 

  makan pagi 朝食を摂る 

  memakankan 食べさせる 

  makanan 食べ物 

makcik   おば、おばさん 

makin   もっと、一層 

  semakin もっと、より一層 

maklum   知っている 

  memaklumkan 知らせる 

maklumat   情報、通告 

makmal   研究所 

makmur   繁栄した、栄えた 

  kemakmuran 繁栄 

makna   意味 

  bermakna 意味がある 

maksud   １．目的、狙い 

       ２．意味 

 bermaksud １．目的がある 

        ２．意味する 

  memaksudkan 意図する、意味する 

maktub   単科大学、専門学校 

makyung   マッヨン（伝統的な劇） 

malah   １．その代わりに 

      ２．逆に 



  malahan （malahと同じ） 

malam   夜 

  malam-malam 夜遅く 

  semalam 昨日 

  bermalam 夜を過ごす 

  kemalaman 暮れられる 

malang   不幸な、不運な 

  malangnya 不運にも 

  kemalangan 事故 

malas   怠惰な、怠けた 

  pemalas 怠け者 

Malaysia   マレーシア 

malu   恥ずかしい、恥 

mamalia   哺乳類 

mampu   余裕がある、能力がある 

  kemampuan 能力、力 

mampus   死ぬ、くたばる 

mana   １．どこ 

      ２．どちら 

manakala   ～とき、その間 

mandi   水浴びする 

  bermandi 沐浴する、水浴びする 

 bermandi-manda 泳ぐ、水浴びする 

manfaat   利益、利点 

  bermanfaat 有用な、役に立つ 

mangga   マンゴー 

manggar   ヤシ、アブラヤシ 

manggis   マンゴスチン 

mangkat   崩御する 

mangkuk   茶碗、ボウル 

mangsa   犠牲者、餌食 

manis   甘い 

  manisan 蜂蜜 

  kemanisan 甘さ、魅力 

mansuh   中止された、取り消された 

  memansuhkan 取り消す 

mantap   安定した、着実な 

  kemantapan 安定、着実さ、堅固さ 

manusia   人類 

  kemanusiaan 人道、人類らしさ 

mara   前進した 

marah   怒った、怒る、怒り 

  memarahi 怒る 

  memarahkan 怒らせる 

  kemarahan 怒り、憤り 

mari   １．（こっちに）来る 

      ２．～しましょう 

markah   点数 

masa   時、時間 

  semasa ～とき 

masak   熟れた、料理した 

  memasak 料理する 

  memasakkan ～ために料理する 

  masakan 料理 

  pemasak 料理人、コック 

masalah   問題、問い 

masam   酸っぱい 

masih   まだ、いまだ 

Masihi   キリストの 

  tahun Masihi 西暦 

masin   塩辛い、しょっぱい 

masing    

  masing-masing それぞれ、各々 

masjid   モスク、イスラム寺院 

masuk   入る、加入する 

  memasuki 入る、参加する 

  memasukkan 入れる 

  termasuk 含んだ 



  kemasukan 入ってしまった 

masyarakat   社会、共同体 

masyhur   有名な 

mata   目 

  mata pelajaran 科目 

  mata-mata 警察官 

matahari   太陽 

matang   熟した、成熟した 

matematik   数学 

mati   死ぬ 

  kematian 死、死なれる 

matlamat   目的、目標 

media   メディア 

Mei   ５月 

meja   机 

mel   手紙、メール 

Melayu   マレー 

  Bahasa Melayu マレー語 

  kemelayuan マレー的な 

memang   もっともだ、本当に 

  sememangnya 実際、本当に 

mempelai   新郎、新婦 

menang    勝つ、勝った 

  memenangi 勝つ 

  pemenang 勝者 

  kemenangan 勝利 

menara   塔、タワー 

mendung   曇った 

mengapa   なぜ、どうして 

mentah   生の、未調理の 

menteri   大臣 

  Perdana Menteri 首相 

  kementerian 省庁 

menu   メニュー 

merah   赤い 

  memerahi 赤く染める、赤くする 

  memerahkan 赤くさせる 

merdeka   独立した、自由な 

  kemerdekaan 独立、解放 

mereka   彼ら 

meriah   盛大な、楽しそうな 

  memeriahkan 盛り上げる 

mesej   メッセージ、伝言 

meskipun ～にも関わらず 

mesra   親密な、仲の良い 

  kemesraan 親密さ 

mesti   ～しなければならない 

mesyuarat   会議 

meter   メートル 

mewah   豪華な、贅沢な 

mi   麺、そば 

mihun   ビーフン（米麺） 

milik   所有物 

  memiliki 所有する、持つ 

  pemilik 所有者、オーナー 

mimpi   夢 

  bermimpi 夢見る 

minat   興味、関心 

  berminat 興味がある、関心がある 

minggu   週 

  mingguan 週毎の 

  hari minggu 日曜日 

mini   小規模の、、小さな、ミニ 

minit   分 

minta   乞う 

  meminta 求める、要求する 

  permintaan 要求、申請 

minum    



  meminum 飲む 

  minuman 飲み物 

minyak   油 

  minyak wangi 香水 

misal   例 

  misalnya 例えば 

miskin   貧しい 

  kemiskinan 貧困 

model   モデル 

moden   現代的な、近代的な 

  pemodenan 現代性、近代性 

  permodenan 近代化 

mohon   懇願する 

  memohonkan 求める 

  pemohon 応募者 

  permohonan 申請、応募 

monyet   猿 

motor   バイク、モーター 

motosikal   バイク 

muda   若い 

  pemuda 若者 

  pemuda-pemudi 若者たち 

mudah   容易な、簡単な 

  memudahkan 容易にする 

  kemudahan 施設、設備 

mudarat   危険、災難 

Muharam   １月（ヒジュラ暦） 

mujur   幸運な 

muka   １．顔、表情 

      ２．表面 

  muka surat ページ 

  mengemukakan 提出する、前に出す 

mula   始め、始まる 

  mula-mula 始めに 

  bermula 始まる 

  memulai 始める 

  memulakan 始める、設立する 

  permulaan 始め、起こり 

  mulai ～から 

  semula 再び 

multimedia   マルチメディア 

mulut   口 

muncul   現れる、出現する 

  kemunculan 出現 

mungkin   たぶん、おそらく 

  kemungkinan 可能性 

muntah   吐く、嘔吐する 

murah   安い 

  bermurah hati 寛大な、親切な 

murid   生徒、学生 

murni   純粋な、心からの 

murtabak   ムルタバ（料理の一種） 

musang   キツネ、オオジャコウネコ 

musim   季節 

Muslim   ムスリム、イスラム教徒 

musnah   壊れた 

  memusnahkan 破壊する 

mustahak   重要な、必要な 

mustahil   馬鹿げた、信じられない 

musuh   敵 

muzik   音楽 

muzium   博物館、美術館 

 

 

      N 

 

 



nada   語調、調子 

nafas   呼吸 

  bernafas 呼吸する、息をする 

nafi    

  menafikan 否定する 

  penafian 否定、拒絶 

naga   龍 

nah   はい、コレ 

nahu   文法 

naik   乗る、昇る 

  menaiki 乗る、登る 

  menaikkan 揚げる、上げる 

  kenaikan 上昇、増加 

nakal   いたずらな 

nama   名前 

  bernama 名前がある 

  menamai 名付ける 

  ternama 有名な、よく知られた 

nampak   見る、見かける 

  menampakkan 見せる 

  nampaknya ～のようだ、～に見える 

namun   １．ところが、しかし 

       ２．～に関わらず 

nanas   パイナップル 

nangka   ジャックフルーツ 

nanti  1   １．後で 

         ２．きっと、確かに 

nanti  2    

  menanti 待つ 

  penantian 待つこと、待合室 

nasi   ご飯 

  nasi lemak ナシルマッ 

nasib   運勢、運 

  bernasib 運がある 

nasihat   忠告、意見 

  menasihati 忠告する 

 menasihatkan 忠告する 

  penasihat アドバイザー 

nasional   国家の、民族の 

naskhah   １．原稿 

        ２．助数詞：本、雑誌など 

Natal   クリスマス 

negara   国、国家 

negeri   州、国 

nelayan   漁師 

nenek   祖母、おばあさん 

ngeri   恐ろしい 

  kengerian 恐ろしさ、恐怖 

niaga   商売 

  berniaga 商売する 

  peniaga 商人、ビジネスマン 

  perniagaan 商売、商取引 

niat   願い、意図 

  berniat 願う、目的を持つ 

nikah   結婚 

  bernikah 結婚する 

 pernikahan 婚礼、結婚 

nikmat   楽しみ、安らぎ 

  menikmati 享受する 

nilai   価値 

  bernilai 価値がある 

  nilaian 見積もり 

nipis   薄い 

noda   しみ、汚点 

nombor   数、ナンバー 

November   １１月 

nyala   炎 

  bernyala 燃える 



  menyalahi 火をつける 

nyaman   新鮮な、すがすがしい 

nyamuk   蚊 

nyanyi   歌 

  bernyanyi 歌う 

  menyanyi 歌う 

nyaring   大声の、耳に響くような 

nyaris   ほとんど 

nyata   明らかな、はっきりした 

  menyatakan 説明する、示す 

  ternyata はっきりした 

  kenyataan １．事実、データ 

        ２．声明、宣言 

nyawa   命、生命 

  bernyawa 生命ある、生きている 

nyenyak   ぐっすりと 

nyonya   中国系女性の呼称 

 

 

      O 

 

 

Ogos   ８月 

oh   おぉ、うわっ 

ok   オーケー、了解 

Oktober   １０月 

olah   やり方、行動 

  seolah-olah まるで～のよう 

olahraga 運動、スポーツ 

oleh   ～によって 

ombak   波 

online   オンラインの 

orang   １．人、人間 

      ２．民族 

      ３．助数詞：人を数える 

  orang-orang 人々 

  orang-orangan 人形、案山子 

  seseorang 誰か、誰でも 

  keseorangan 独りで 

  orang hutan オランウータン 

oren   オレンジ 

orkid   蘭 

otak   脳、知性 

otot   筋肉 

 

 

      P 

 

 

pada  1   ～に（人、時など） 

pada  2   適した、十分な 

  memadai 満足いく、十分な 

padam   消えた、落ち着いた 

  memadamkan 消す、鎮圧する 

padang   広場、フィールド 

padi   稲 

padu    固い、結ばれた 

  bersatu padu 一致団結する 

  memadu 合わせる、手を結ぶ 

pagar   垣根、フェンス 

  berpagar 囲いがある 

  memagar フェンスを置く、囲う 

pagi   朝、午前 

  pagi-pagi 朝早く 

pahit   苦い、不快な 

  kepahitan 苦さ、不快さ 



pahlawan   戦士、英雄 

pakai   着る、使う 

  memakai 身に付ける、利用する 

  memakaikan 着させる 

  pakaian 衣服、洋服 

pakar   専門家 

  kepakaran 専門性 

pakcik   おじ、おじさん 

paksa   行使力、力 

  memaksa 強制する、強いる 

  memaksakan 無理強いする 

  terpaksa ～せざるをえない 

paling   もっとも、一番 

palsu   偽物の 

palu   打撃 

  berpalu-paluan 打ち合う 

  memalu 叩く、打つ 

  paluan 叩くこと、ビート 

palut   包み紙、包むもの 

  memalut 包装する、包む 

pamer    

  memamerkan 展示する、見せる 

  pameran 展示、展覧会 

panas    暑い、熱い 

  memanaskan 温める、熱する 

pancing   釣り針、釣竿 

  memancing 釣りをする 

pancut    

  memancutkan 撒き散らす 

  pancutan 噴水、スプレー 

pandai   賢い、上手な 

  kepandaian 賢さ、技術 

pandang   一瞥 

  memandang １．見つめる 

        ２．考慮する 

  pandangan 意見、景色 

  pemandangan 景色、風景、見方 

  berpandangan １．見解を持つ 

          ２．見つめ合う 

pandu    

  memandu １．運転する 

       ２．案内する 

  pemandu 運転手 

  panduan 案内、ガイダンス 

panggang 焼いた、ローストされた 

panggil    

  memanggil 呼ぶ、招待する 

  memanggilkan ～ために呼ぶ、呼ぶ 

  panggilan 電話呼び出し、招待 

panggung   舞台、ホール 

  panggung wayang gambar 映画館 

pangkat   １．地位、階級 

       ２．成績 

pangsa   房（ドリアンの実） 

  pangsapuri アパート 

panjang   長い、長さ 

  sepanjang ～に沿って、～の間中 

panjat    

  memanjat 登る、登山する 

pantai   海岸、ビーチ 

pantas  1   速い 

  kepantasan 速さ、スピード 

pantas  2   適した、妥当な 

pantun   パントゥン（四行詩） 

papan   板 

papaya   パパイヤ 

para   複数の 

parti   政党、集団 



paru-paru   肺 

paruh    

  separuh 半分、半分の 

pasang  1   対、対の 

  pasangan カップル、ペア、伴侶 

pasang  2    

  memasang １．取り付ける、据える 

        ２．火をつける 

  memasangkan 設置する 

pasar   市場 

  pasaraya スーパーマーケット 

pasir   砂、砂浜 

  berpasir 砂の、砂がある 

pasport   パスポート 

pasti   確かな、確実な 

  memastikan 確かめる 

pasu   花瓶 

pasuk    

  pasukan チーム、隊、団体 

patah   １．折れた、壊れた 

      ２．助数詞：単語を数える 

  berpatah 方向を変える 

  mematahkan 壊す、折る、挫く 

patuh   従順な 

  mematuhi 従う 

patut   １．適した、疑いない 

      ２．～すべきだ 

  sepatutnya  当然な、～すべきだ 

  berpatutan 妥当な、適した 

paus  鯨 

pawagam   映画館 

pawang   パワン（呪術師） 

payah   難しい、大変な 

  bersusah payah 大変な思いをする 

  kepayahan 負担、疲労 

payung   傘 

pecah   バラバラに壊れた 

  memecahkan １．壊す、ダメにする 

         ２．解決する、破る 

  pecahan 欠片、破片 

pedas   からい 

pedih   悲しい、つらい、痛い 

  kepedihan 悲しみ、心の痛み 

peduli   気にかけた 

  mempedulikan 気にする、心配する 

pegang    

  memegang つかむ、手に持つ 

pegawai   事務員、公務員、スタッ

フ 

peguam   弁護士 

pejabat   事務局、～局 

  pejabat pos 郵便局 

pelamin   新郎新婦用の席 

pelangi   虹 

pelihara    

  memelihara 飼う、育てる、面倒見る 

  terpelihara 保護された 

  pemelihara 飼い主、ブリーダー 

  pemeliharaan 飼育、看護、保全 

peluang   機会、チャンス 

  berpeluang 機会がある 

peluh   汗 

  berpeluh 汗をかく 

pena   ペン 

penat   疲れた 

  kepenatan 疲労 

pencen   年金 

pendek   短い 



  kependekan 短縮形、短さ 

pengantin   新郎、新婦 

pengaruh   影響、権威 

  berpengaruh 影響力がある 

  mempengaruhi 影響する 

  terpengaruhi 影響された 

penjara   牢屋、牢獄 

  memenjarakan 牢屋に入れる 

pening   気を失った、めまいがした 

penting   重要な、大事な 

  mementingkan 重要視する 

  kepentingan 重要さ、利益 

  berkepentingan 利益がある 

penuh   沢山の、満たされた 

  memenuhi 満たす 

penyu   海亀 

pepatah   ことわざ、格言 

peran   役者、登場人物 

  peranan  役割 

Perancis   フランス 

perang   戦争、争い 

  memerangi 倒す、戦う 

  peperangan 戦争 

perangai   態度、行動、品性 

percaya   信じる、信用する 

  mempercayai 信じる、頼る 

  kepercayaan 信仰、信条 

perdana   主要な 

perempuan   女性、女 

pergi   行く 

peribadi   個人的な、私的な 

peribahasa   ことわざ、格言 

perigi   井戸 

periksa    

  memeriksa １．検査する 

        ２．調査する、調べる 

  pemeriksaan 検査、調査 

  peperiksaan 試験 

perintah   命令 

  memerintah 命令する、支配する 

  memerintahkan 命じる、指示する 

  pemerintah 政府、支配者 

  pemerintahan 行政、統治 

perisa   味 

peristiwa   出来事、事件 

perit   痛い、苦しい、つらい 

periuk   鍋 

perkara   出来事、事件、事柄 

perkosa    

  memperkosa 攻撃する、レイプする 

perlahan   ゆっくりした 

  perlahan-lahan ゆっくり、静かに 

perlu   必要な 

  memerlukan 必要とする 

  keperluan 必要性、必要 

permai   美しい、素敵な 

  permaisuri 女王 

permata   宝石 

pernah   かつて～した 

pertama   第一の、初めての 

perut   お腹、胃 

pesan   メッセージ、注文、お願い 

  berpesan メッセージを残す 

  pesanan メッセージ、注文 

pesat   速い、早い 

pesawat   機械、道具 

pesta   祭り、パーティー 

peta   地図 



petang   午後、夕方 

petani   農民、農家 

peti   箱、ケース 

  peti sejuk 冷蔵庫 

petik    

  memetik １．摘む 

       ２．引用する 

  petikan 引用 

petir   雷 

piala   トロフィー、（優勝）カップ 

piano   ピアノ 

pihak   ～側、グループ 

  pihak berkuasa （警察）当局 

pikir   ⇒ fikir 

pikul    

  memikul 担ぐ、耐える 

pilih    

  memilih 選ぶ、選出する 

  pilihan  選択 

 pilihan raya 総選挙 

pimpin    

  berpimpin 案内がある、手を引かれる 

  memimpin 先導する、案内する 

  pemimpin リーダー、指導者、ガイド 

pinang  1   ビンロウジ 

pinang  2    

  meminang 結婚を申し込む 

  pinangan プロポーズ、結婚の申し出 

pindah   移動する、移る 

  berpindah 移る、引っ越す 

  memindahkan １．移しかえる 

         ２．翻訳する 

pinggan   お皿 

  pinggan mangkuk 食器 

pinggang   腰 

pinggir   境界、端、外れ 

pinjam    

  meminjam 借りる 

  meminjamkan 貸す 

  pinjaman 借り物 

pintar   １．賢い、利口な 

      ２．得意な、～できる 

  kepintaran 賢さ、利口さ 

pintu   ドア、戸、門 

pipi   頬 

pisah    

  berpisah 離れる 

  memisahkan 離す、分ける 

  pemisahan 分離、離脱 

pisang   バナナ 

pisau   ナイフ 

pohon   ⇒ mohon 

pokok   １．木、幹 

       ２．基本、根本 

polis   警察 

politik   政治、政治学 

pondok   小屋、コテージ 

ponteng   無断欠席する、サボる 

Portugis   ポルトガル 

pos   郵便 

  pos laju 速達 

  mengeposkan 投函する、郵便で送る 

poskad   葉書 

potong   切る、切れ端 

  memotong １．切る 

        ２．減らす 

        ３．殺す 

  potongan 切り分けたもの、切れ端 



  pemotongan 切断、削減、減らすこと 

pramugara   スチュワード 

pramugari   スチュワーデス 

pratonton   先行上映、プレビュー 

presiden   大統領 

prihatin   関心、関心がある 

  keprihatinan 理解、関心 

profesor   教授 

projek   計画、プロジェクト 

proses   過程、プロセス 

  memproses 加工する、作り出す 

psikologi   心理学 

puan   女史、～さん（既婚女性） 

puas   満足した 

  sepuas-puasnya 満足するまで 

  berpuas 満足する、納得する 

  memuaskan 満足させる 

puasa   断食 

  berpuasa 断食する 

pucat   顔色が悪い、青ざめた 

pucuk   １．木のてっぺん 

      ２．助数詞：手紙、銃など 

puding   プリン 

puisi   詩、詩歌 

puji   賞賛 

  memuji 褒める 

  memujikan 誇る、勧める 

  pujian 賞賛 

  kepujian 区別、差 

pujuk   お世辞、説得 

  memujuk 説得する 

pukul  1   ～時、時間 

pukul  2   殴打、殴る 

  memukul 殴る、叩く 

  pukul-memukul 殴りあう 

  pukulan  打撃 

pula   １．また、～も 

      ２．一方で 

      ３．いったい～（強め） 

pulang   帰る、戻る 

  memulangkan 返す、戻す 

  kepulangan 帰り、帰宅 

pulasan   プラサン（果実の一種） 

pulau   島 

  kepulauan 群島、島嶼部 

  memulaukan ボイコットする 

pulih   回復した、治った 

  memulihkan 修理する、直す 

  pemulihan 回復、リハビリ 

puluh   十の位 

  sepuluh １０ 

  berpuluh-puluh 何十もの 

  perpuluhan 小数点 

pulut   もち米 

pun   １．～も 

     ２．～だけれど 

     ３．～さえ 

punca   原因、源、始まり 

  berpunca 起因する、原因がある 

puncak   頂上、絶頂 

pungut    

  memungut 拾う、集める 

  pungutan 収集、回収 

punya   所有する 

  mempunyai 持つ、所有する 

  kepunyaan 所有物、持ち物 

pura    

  berpura-pura 装う、～のフリをする 



pusaka   遺産 

pusat   中心、センター、へそ 

  berpusat 中心とする、集中する 

pusing   くらくらした 

  berpusing  回る、ぶらぶらする 

  berpusing-pusing 回る、ぶらつく 

  pusingan 回転 

pustaka   書籍、本 

 perpustakaan 図書館 

putera   王子 

puteri   王女 

putih   白い 

  memutih 白くなる 

  memutihkan 白くする 

putus   切れた、終わった 

  memutuskan １．切る、断ち切る 

         ２．決心する 

  keputusan 決心、決意、判決 
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Quran   コーラン、聖書 
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Rabiulakhir   ４月（ヒジュラ暦） 

Rabiulawal   ３月（ヒジュラ暦） 

Rabu   水曜 

racun   毒 

  beracun 有毒な 

  meracun 毒を盛る 

  keracunan 毒を盛られる 

raga   １．かご 

      ２．籐で編んだボール 

ragam   やり方、様式 

ragu   ためらった、疑った 

  meragui 躊躇する、疑念を持つ 

  keraguan ためらい、疑い 

ragut    

  meragut １．引きちぎる、引き裂く 

       ２．草を食む 

rahim   同情、慈悲 

rahmat   同情、慈悲、恩恵 

rahsia   秘密の、秘密 

  berahsia 秘密を守る 

  merahsiakan 秘密にする、隠す 

rai    

  meraikan もてなす、歓待する 

raja   王、王様 

  kerajaan 政府、王国 

rajah   図、表、デザイン 

rajin   勤勉な、一生懸命な 

  rajin-rajin 一生懸命に、必死に 

  kerajinan １．勤勉さ、勤労 

        ２．手工芸品 

rak   棚、ラック 

rakam   印刷、録音、録画 

  merakamkan 印刷する、録音する 

  rakaman 録音されたもの 

  perakaman 録音（すること） 

rakan   友人、同僚 

  berakan 友人付き合いをする 



rakyat   国民、人民 

rama-rama   蝶々、蛾 

Ramadan   ９月（ヒジュラ暦） 

ramai   １．大勢の 

      ２．一般の 

  seramai ～ほど、およそ 

  beramai-ramai 大勢で、皆で 

  keramaian 混雑さ 

ramal   星占い 

  meramalkan 予言する、予報する 

  ramalan 予言、予報 

rambut   髪の毛 

  berambut 髪がある 

rambutan   ランブータン 

rancang    

  berancang 計画した 

  merancang 計画する、予定する 

  rancangan 計画、予定、番組 

  perancangan 予定を立てること 

rangka   枠組み、骨組み、概要 

  merangkakan 枠組みを作る 

rangkai   結んだ 

  rangkaian 束、線、連続、関連 

rangkak    

  merangkak 這う、ゆっくり動く 

rantai   鎖、鎖でつないだ 

rantau   １．河岸、海岸、湾 

       ２．地域、領土 

rapat   親密な、近い 

  merapati 近づく 

  merapatkan 近づける、寄せる 

rasa   １．味 

      ２．感情、感じる 

  berasa 感じがする、味がする 

  merasa 感じる、味わう 

  merasai 経験する、感じとる 

  merasakan １．経験する 

        ２．感じさせる 

  terasa 感じられる 

  perasaan 感情、感想 

rasmi   公的な、正式な 

  bahasa rasmi 公用語 

  merasmikan 公言する、公表する 

rata   平らな、平等な 

  merata あらゆる、どんなところでも 

  meratakan 平らにする、均等にする 

ratus   百の位 

  seratus １００ 

  beratus-ratus 何百もの 

  peratus 百分率、パーセント 

rawat    

  merawat 看護する、治療する 

  rawatan 看護、介護、治療 

raya   大きな、偉大な 

  Hari Raya ハリラヤ 

  merayakan 祝う 

  perayaan お祝い、宴 

rayu    

  merayu １．懇願する、嘆願する 

      ２．提訴する 

  rayuan 嘆願、訴え 

rebana   ルバナ（楽器の一種） 

rebus   ゆでた 

  merebus ゆでる 

rehat   休憩、休止 

  berehat 休む、休憩する 

Rejab   ７月（ヒジュラ暦） 

rekod   記録 



  merekodkan 記録する 

rel   レール 

rela   同意した、快諾した 

  kerelaan 同意、認可 

remaja   若者、青年 

rempuh    

  merempuh 負荷をかける、駆け込む 

renang    

  berenang 泳ぐ 

  merenangi 泳ぎ渡る 

rencana   １．記事、エッセイ 

        ２．予定、計画 

rendah   低い 

  merendahkan 低くする、下げる 

rendang   揚げる、炒める 

rentap    

  merentap 引く、引っ張る 

renyai   しとしと、ぽつぽつした 

repek    

  merepek 意味のないことを言う 

resam   慣習 

resipi   レシピ、調理法 

resit   レシート 

resmi   ⇒ rasmi 

restoran   レストラン、食堂 

rezeki   収入源、生計、生活 

ria   楽しい、喜んだ 

  beria-ria 楽しむ 

  meriakan 喜ばせる、楽しませる 

ribu   千の位 

  seribu １０００ 

  ribuan 何千もの 

ribut   嵐 

rindu   寂しい、切ない、愛しい 

  merindukan 焦がれる 

  kerinduan 寂しさ 

ringan   軽い 

ringgit   リンギッ（通貨単位） 

ringkas   短い、簡潔な 

  ringkasan 要約、レジュメ 

risalah   パンフレット 

risau   心配な、落ち着かない 

  kerisauan 心配、不安 

riuh   騒々しい 

  riuh-rendah 騒々しい、うるさい 

riwayat   物語、歴史 

  riwayat hidup 伝記 

roboh   倒壊した 

  kerobohan 倒壊、崩壊 

roda   車輪 

rogol   レイプ、強姦 

  merogol レイプする、強姦する 

rokok   煙草 

  merokok 煙草を吸う、喫煙する 

  perokok 喫煙者 

rombong    

  rombongan 団体、グループ 

rompak    

  merompak 強盗する、強奪する 

  rompakan 強盗 

ronda    

  meronda 見回る、パトロールする 

  rondaan 見回り、パトロール 

rosak   壊れた、故障した 

  merosakkan 壊す、傷つける 

  kerosakan 破壊、ダメージ 

rotan   １．籐 

      ２．鞭打ち 



  merotan 鞭で打つ 

roti   パン 

ruang   空き、空間、スペース 

  ruangan ホール、コラム 

rugi   損をした、損 

  berugi 損をする 

  merugikan 損害を与える 

  kerugian 損失、被害 

rujuk   調停した 

  merujuk 参考書を見る 

  merujukan 参考にする、参照する 

  rujukan 参考 

rukun   理念、基本的な規則 

rumah   家、家屋 

  rumah tangga 家庭 

  berumah tangga 家庭を持つ 

Rumi   ローマの 

rumit   複雑な、入り組んだ、難しい 

  kerumitan 困難 

rumput   草 

rumus   略称、公式 

  merumuskan 略す、要約する 

  rumusan 略称、略語 

runding    

  berunding 話し合う、議論する 

  merundingkan 交渉する、相談する 

  perundingan 議論、交渉 

runtuh   崩れ落ちる、崩壊した 

  meruntuhkan 破壊する、倒壊させる 

  runtuhan 廃墟 

  keruntuhan 崩壊 

rupa   外見、表情、形 

  rupanya 明らかに、～ように思える 

  serupa 似ている、同様の 

  menyerupai 似ている 

  merupakan 形作る、～である 

rusa   シカ 

Russia   ロシア 
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saat   秒、瞬間 

sabar   我慢した、落ち着いた 

  kesabaran 忍耐力、我慢強さ 

Sabtu   土曜 

sabun   石けん 

Safar   ２月（ヒジュラ暦） 

saga   サガ（赤く固い実） 

sah   合法的な、証明された 

  mengesahkan 確認する、確かめる 

  pengesahan 確認 

sahabat  友人 

  sahabat-handai 友人たち 

  bersahabat 友達である、友達になる 

sahaja   １．ちょうど、～だけ 

       ２．どんな～も 

saing  1    

  bersaing 手をつなぐ 

  menyaingi ついて行く、一緒に行く 

saing  2   ライバル、好敵手 

  bersaing 競う 

  menyaingi 競争する、競う 

  persaingan 競争、競争相手 

sains   科学 

saiz   サイズ 



saja   ⇒ sahaja 

saji   テーブルに供された食べ物 

  menyajikan １．食べ物を出す 

        ２．申し出る、表す 

sakit   具合が悪い、痛い 

  penyakit 病気 

  pesakit 患者 

  kesakitan 痛さ、具合の悪さ 

saksi   目撃者 

  menyaksikan １．目撃する 

         ２．証拠を出す 

saku   ポケット 

  wang saku ポケットマネー 

salah   間違いの、失敗した、有罪の 

  bersalah 有罪である 

  menyalahi 抵触する、反する 

  menyalahkan 反対する、非難する 

  tersalah 間違える 

  kesalahan 過ち、罪 

  salah erti 誤解 

salam   あいさつ 

  bersalam あいさつする、握手する 

  bersalaman あいさつを交わし合う 

salat   祈り、祈祷 

salin  1   変化 

  bersalin 変える 

  menyalin 移し変える、写す 

  salinan コピー、印刷 

salin  2    

  bersalin 出産する 

saling   お互いに 

salji   雪 

sama   同じ、一緒に 

  sama-sama 一緒、どういたしまして 

  bersama 一緒である 

  bersamaan 類似点がある、同じだ 

  persamaan 類似点、共通点 

  sama ada ～かどうか 

saman   召喚 

sambil   ～しながら 

sambung    

  menyambung 続ける、つなげる 

sambut    

  bersambut 応えた、返答した 

  menyambut 受け入れる、返答する 

  sambutan  歓迎、受け入れ、返答 

sampah   ゴミ 

  sampah-sarap ゴミ、ゴミの類 

sampai   １．到着する、達する 

       ２．～まで（時、場所） 

  sesampai 着くや否や、到着してすぐ 

  menyampaikan 手渡す、伝える 

sampan   小舟 

samping   横、傍 

  di samping １．～の横に、隣りに 

        ２．～以外にも、同時に 

sampul   カバー、封筒 

sana   あっち、あそこ 

  sana sini あちこち 

sanak   親戚 

  sanak-saudara 親類縁者 

sanding    

  bersanding 隣同士に座る 

  persandingan お披露目すること 

sandwic   サンドウィッチ 

sang   １．～さん（尊敬する人に） 

      ２．～くん（動物に） 

sangat   とても、非常に 



sanggup   １．喜んで～する 

        ２．～できる、能力がある 

sangka   疑念、考え 

  menyangka 疑う、思う 

  sangkaan 推測、疑い 

sangsi   疑わしい、不安を感じる 

  kesangsian 疑い 

santun   礼節、礼儀正しい 

sapu   ほうき、ワイパー 

  sapu tangan ハンカチ 

  menyapu １．掃く、ふき取る 

       ２．塗る 

  penyapu ほうき、はけ、ブラシ 

sara   手当、小遣い、年金 

  bersara 定年退職する 

saran   提案 

  menyarankan 提案する、申し出る 

  saranan 提案、申し出 

sarang   巣 

sarap    

  menyarap 朝食を摂る 

  sarapan 朝食 

  bersarapan 朝食を摂る 

sarung   サロン（衣服の一種） 

sastera   文学 

sate   サテ（肉の串焼き） 

satu   １、ある 

  satu-satu 一つずつ 

  satu-satunya 唯一の 

  bersatu 団結した、同盟を組んだ 

  persatuan 協会、連盟 

  kesatuan 団結、結びつき 

  bersatu padu 一致団結する 

saudagar   商人、貿易商 

saudara   １．兄弟、親戚、仲間 

       ２．～さん（男性） 

  saudara mara 親類縁者、親戚 

saudari   ～さん（女性） 

sawah   田んぼ、水田 

  bersawah 田んぼで働く 

sawi   小松菜、大芥子菜 

saya   私 

sayang   愛情、愛する 

  menyayangi 愛する、好む 

  kesayangan 愛、愛されるもの 

sayur   野菜 

  sayur-sayuran 野菜類 

sebab   理由、なぜなら 

  menyebabkan 引き起こす 

sebati   一つになる、混ざり合う 

seberang   対面 

  menyeberang 横切る、渡る 

sebut    

menyebut 言う、発音する、呼ぶ 

  menyebutkan 言う 

  tersebut 上で述べた、先述の 

  sebutan 陳述、発音 

sedang   ～しているところだ 

sedap   おいしい、良い 

  kesedapan 心地良さ、おいしさ 

sedar   気付いた、起きた 

  menyedari 気付く、理解する 

  menyedarkan 起こす、気付かせる 

  kesedaran 認識、覚悟 

sederhana   平均的な、単純な 

sedia   用意した 

  bersedia 準備がある、用意できた 

  menyediakan 用意する、設立する 



  tersedia 用意された 

  persediaan 準備、用意、支度 

sedih   悲しい 

  bersedih 悲しく感じる 

  menyedihkan 悲しませる 

  kesedihan 悲しみ 

sedikit   少しの 

  sedikit-sedikit 少しだけ、少しずつ 

segala   全ての、全体の 

segar   新鮮な 

  menyegarkan リフレッシュする 

  kesegaran 新鮮さ 

segera   すぐに、急な 

  makanan segera インスタント食品 

segi   １．観点 

      ２．角 

sejahtera 平和、安全、安静 

sejak   ～から、～以来 

sejarah   歴史 

  bersejarah 歴史がある 

sejuk    寒い、冷たい 

  menyejukkan 冷やす 

  kesejukan 寒さ、冷たさ 

sekarang   今、現在、 近 

sekolah   学校 

  sekolah rendah 小学校 

  sekolah menengah 中学校 

  sekolah tinggi 高等学校 

  bersekolah 学校に行く、学校がある 

sekutu   パートナー、仲間、同盟 

  bersekutu 手を組んだ、同盟した 

  persekutuan 連盟、連合 

selalu   いつも、常に 

  selalunya 普段、普通 

selam    

  menyelam 潜る、ダイビングする 

selamat   安全な 

  menyelamatkan 救出する、守る 

  keselamatan 安全、安全性 

Selasa   火曜 

selat   海峡 

selatan   南 

selera   食欲、欲求 

 berselera 食欲がある 

selesa   快適な 

selesai   終わった、解決した 

  menyelesaikan 仕上げる、解決する 

  penyelesaian 解決策、解決 

selesema   風邪 

selidik   注意深い、批判的な 

  menyelidik 調査する、研究する 

  penyelidikan 調査、研究、探求 

seluar   ズボン 

  berseluar ズボンを履いた 

seluruh   全体の、全ての 

  keseluruhannya 全部で、全体で 

semak    

  menyemak チェックする、添削する 

semangat   精神、熱意 

semata    

  semata-mata 単に、単なる、たった 

sembahyang   祈祷、礼拝、祈り 

  bersembahyang 祈る、礼拝する 

sembilan   ９ 

sembuh   具合が良くなる、回復する 

  menyembuhkan 治す、癒す 

  kesembuhan 治癒、回復 

sembunyi    



  bersembunyi 隠れる 

  menyembunyikan 隠す 

semenanjung   半島 

sementara   ～の間、～とき 

seminar   セミナー、講義 

sempadan   境界、限界 

sempat   余裕がある、～できる 

  kesempatan 機会、余裕 

sempena   ～にちなんで 

sempit   狭い、ぴったりした 

  kesempitan 狭さ 

sempurna   完全な、完成した 

  kesempurnaan 完全さ 

semua   全ての 

  semuanya  全て、全部 

semulajadi   自然、天然の 

semut   蟻 

sen   セント 

senam  運動 

  bersenam 運動する、体操する 

senang   易しい、簡単な 

  senang hati 嬉しい、楽しい 

  menyenangkan 楽にする 

  kesenangan 快適さ、幸せさ 

senarai   リスト、帳簿 

senario   シナリオ 

sendi   関節、つなぎ 

sengaja   わざと、意図的に 

seni   美術、芸術 

 berseni 芸術的な 

  kesenian アート、芸術 

senjata   武器 

  bersenjata 武器を持った 

sentiasa   常に、いつも 

sentosa   平和な、平穏な 

sentuh    

  menyentuh 触れる、触る 

senyap   静かな 

senyum   笑み 

  tersenyum 微笑む 

  senyuman 微笑み 

sepak   蹴り、キック 

  sepak takraw セパタクロー 

  menyepak 蹴る 

seperti   ～のような 

sepi   静かな、寂しい 

sepit   箸 

  menyepit 挟む 

September   ９月 

sepupu   いとこ 

seragam   制服 

serah    

  menyerah 降参する、降伏する 

  menyerahkan 手渡す、届ける 

serang   攻撃 

  menyerang 攻撃する 

  serangan 攻撃 

serangga   昆虫 

serbuk   粉末、粉 

sering   よく、しばしば 

seronok   楽しい、面白い 

  menyeronokkan 楽しませる 

  keseronokan 楽しみ 

serta   同様に、～と 

  menyertai 参加する 

  penyertaan 参加 

  peserta 参加者 

seru    



  menyeru 大声で叫ぶ、訴える 

  seruan 叫び声、勧告 

sesak   混雑した、狭い 

sesat   道に迷った 

sesuai   適した、似合った 

  menyesuaikan 適応させる 

setem   切手 

setiausaha 秘書 

sewa   賃料、レンタルの 

  menyewa 借りる 

siang  1   昼間、日中 

siang  2   清潔にした、植えつけた 

  menyiang １．（食材を）洗う 

       ２．（稲などを）植える 

siap   準備した、用意した 

  bersiap 準備できた 

  menyiapkan 準備する 

  penyiapan 準備、用意 

siapa   誰 

  sesiapa 誰か、誰でも 

siar  1    

  menyiarkan 放送する、掲載する 

  siaran 放送、放映 

siar  2    

  bersiar 観光する、歩き周る 

  persiaran 観光 

siasat   調査 

  menyiasat 調査する、研究する 

  siasatan    実験、調査 

sibuk   忙しい 

sifat   特徴、性格 

  bersifat 特徴を持つ 

sihat   健康な 

  kesihatan 健康 

sijil   証明書 

sikap   態度、立場 

  bersikap 立場をとる、態度をとる 

sikit   ⇒ sedikit 

sila   どうぞ～して下さい 

silap   間違った 

  silap mata マジック 

  kesilapan 間違い、ミス 

silat   シラット（マレーの護身術） 

silaturrahim   友情、結びつき 

simpan   保護 

  menyimpan 貯める、保存する 

  simpanan 貯めてあるもの 

simpang   交差点 

simpul   結び 

  simpulan 結び目、結びつき 

  simpulan bahasa 慣用句 

  kesimpulan 結論 

singa   ライオン 

Singapura   シンガポール 

singgah   立ち寄る 

sini   こっち、ここ 

siram    

  bersiram 水浴びをされる（王など） 

  menyiram 水遣りをする 

sisa   つり銭、余ったもの 

sisi   横、傍、観点 

sistem   システム、機構 

situ   そっち、そこ 

siul   さえずり 

  bersiul 口笛を吹く 

skaf   スカーフ 

slogan   スローガン 

soal   質問、問い 



  bersoal 質問する、質問がある 

  menyoalkan 尋ねる、質問する 

  soalan 質問、問題 

  persoalan 問題、議論 

sokong   基盤、サポート 

  menyokong 支える、支援する 

  sokongan 支援、援助 

  penyokong 後援者、サポーター 

solek   化粧 

  bersolek 化粧する 

sombong   傲慢な、横柄な 

  kesombongan 傲慢さ、横柄さ 

songket   ソンケッ、刺繍 

songkok   男性用のマレー帽 

sopan   敬意、礼儀正しい 

  sopan-santun 行儀が良い 

  bersopan 礼儀正しくする 

sos   ソース 

sotong   イカ（タコ） 

soya   豆 

stabil   安定した 

  kestabilan 安定性 

statistik   統計的な、統計学 

status   地位 

stesen   駅 

studen   学生、生徒 

suami   夫 

  suami-isteri 夫婦 

  bersuami 夫がいる、結婚した 

suara   声、音量 

  bersuara 声を出す 

suasana   雰囲気、環境 

suatu   ある（不定の） 

  sesuatu 何か 

subang   イヤリング 

subjek   主語 

subuh   夜明け（祈りの時刻） 

suci   神聖な、純粋な 

  kesucian 神聖さ、純粋さ 

sudah   すでに～した、もう～した 

  menyudahkan 終わらせる 

sudi   準備した、喜んで～する 

sudu   スプーン 

sudut   コーナー、角、角度 

suhu   温度、気温 

  suhu badan 体温 

suka   好きな、よく～する 

  bersuka 楽しむ 

  menyukai 好む、好きだ 

  kesukaan 趣味、歓び 

sukacita   嬉しい、喜んだ 

sukan   スポーツ 

  bersukan スポーツをやる、運動する 

sukar   難しい 

  menyukarkan 困難にする 

  kesukaran 難しさ、困難 

sukarela   自発的な 

  bersukarela ボランティアをする 

suku   １．四分の一、１５分 

      ２．民族、部族 

  tiga suku 四分の三、４５分 

  suku bangsa 民族、部族 

sulit   隠された、秘密の 

sultan   スルタン（州毎の王様） 

sulung   初に生まれた 

sumazau    スマザウ（ダンスの一種） 

sumbang    

  menyumbang 貢献する 



  sumbangan 貢献、寄与、寄付 

sumbat   栓、コルク、ふた 

  tersumbat ふたをした、栓をした 

sumber   源、もと 

sungai   河、河川 

sungguh   とても、非常に 

  sungguhpun ～だけれども 

  sungguh-sungguh 一生懸命に 

  sesungguhnya 実は、実際 

sunyi   静かな、孤独な 

  kesunyian 静けさ、寂しさ 

sup   スープ 

supaya   （～する）ように 

surat   手紙 

suri   王妃 

  suri rumah tangga 妻、主婦 

suruh   命令、要求 

  menyuruh 命じる、要求する 

  suruhan 命令、頼まれごと 

susah   難しい、厄介な 

  bersusah-payah  苦労する、不安だ 

  menyusahkan 悩ます、迷惑をかける 

  kesusahan 困難、厄介事 

susu   牛乳 

susun   積まれたもの、山 

  menyusun 並べる、編成する 

sutera    シルク 

swasta   私的な、私立の 

  menswastakan 民営化する 

Syaaban   ８月（ヒジュラ暦） 

syabas   やったな、でかした 

syak   疑わしい 

  mensyaki 疑う 

syampu   シャンプー 

syarah   説明、講義 

  pensyarah 講師 

syarat   条件、規則 

syarikat   会社、連合 

Syawal   １０月（ヒジュラ暦） 

syiling   硬貨 

syor   忠告、相談 

  mengesyorkan 提案する 

syukur   神への感謝 

 

 

      T 

 

 

tabiat   習慣、癖、行動 

tadbir   行政、管理 

  mentadbirkan 管理する、統治する 

  pentadbiran 行政管理、統治 

tadi   さきほど、昨日の 

tadika   幼稚園 

tahan   耐える、長持ちする 

  menahan １．支える、耐える 

       ２．逮捕する 

  mempertahankan 守る、保護する 

  pertahanan 護衛、守備、防衛 

tahniah   おめでとう 

tahu   わかる、知っている 

  setahu 知る限りでは 

  mengetahui 知る、分別する 

  pengetahuan 知識、能力 

  ketahuan 知られる 

tahun   年、～歳 

  tahunan 年毎の 



taip    

  menaip タイプする、打ち込む 

tajam   鋭い、鋭利な 

  menajamkan 鋭くする、削る 

tajuk   題名、タイトル 

  bertajuk 題名がある 

takat   位置、高さ 

  setakat ～な限り 

takluk   従属した、隷属した 

  menaklukkan 支配する、征服する 

  penaklukan 征服、支配 

takraw   セパタクロー 

takrif   定義 

  mentakrifkan 定義する、解釈する 

takut   怖い、心配な 

  menakuti 怖れる、怖がる 

  menakutkan 怖がらせる、心配させる 

  penakut 臆病者、怖がり 

  ketakutan 恐怖 

takzim   尊敬、敬意 

tali   紐、ロープ 

  tali leher ネクタイ 

  talian 回線、ワイヤー 

  pertalian 関係、結びつき 

talipon   電話 

taman   公園 

tamat   終わった、卒業した 

  menamatkan 終わらせる 

  tamatan 卒業生 

  penamat 後、終わり 

tambah   追加した 

  bertambah 増える、増す 

  menambah 増やす、加える 

  menambahkan 増やす 

  tambahan 追加 

  penambahan 増加 

tambang   料金、運賃 

tampar   びんた 

  menampar びんたする、ひっぱたく 

tamu   お客、来訪者 

tanah   地面、土地 

  tanah air 祖国 

tanam    

  menanam 栽培する、植える 

  menanami 植える 

  tanaman 栽培物、植えられたもの 

  penanaman 植林、プランテーション 

tanda   印、マーク 

  menandakan 示す、印をつける 

tandas   トイレ、便所 

tandatangan   署名 

  menandatangani 署名する 

tanding   平等な、釣り合った 

  setanding 匹敵した、比較できる 

  bertanding 競争する、比べる 

  pertandingan 競争、コンテスト 

tangan   手、腕 

tangga   階段、段階 

tanggah    

  penanggah 厨、台所 

tanggal   日付 

tanggung   保証された 

  menanggung １．担ぐ 

         ２．耐える 

         ３．責任を負う 

         ４．保証する 

  tanggugan 義務、責任、負担 

tanggungjawab   義務、責任 



  bertanggungjawab 責任がある 

tangis   泣くこと 

  menangis 泣く 

  menangiskan 泣かせる 

  penangis 泣き虫 

tangkap    

  menangkap つかまえる、逮捕する 

  penangkapan 逮捕 

tani    

  bertani 農業を営む 

  petani 農家、農夫 

  pertanian 農業 

tanpa   ～なしで 

tanya   質問 

  bertanya 質問する 

  bertanya-tanya 繰り返し質問する 

  menanyakan 尋ねる、訊く 

  pertanyaan 質問、問題 

taraf   レベル、階級 

  taraf hidup 生活水準 

  setaraf 同レベル 

  bertaraf 地位がある、地位を持つ 

tari   踊り 

  menari 踊る 

  tarian  踊り、ダンス 

  penari 踊り子、ダンサー 

tarik   引く 

  menarik １．引く、引っ張る 

      ２．関心がある、興味深い 

  tarikan 興味をひくもの、目玉 

tarikh   日付 

tasik   湖 

tatabahasa   文法 

tatkala   そのとき、～とき 

tauge   もやし 

tawar  1   味のない、無味な 

  menawar 中和する 

  menawarkan 味をなくす 

tawar  2    

  menawarkan 勧める、申し出る 

  tawaran 申し出 

tayar   タイヤ 

tebal   厚い、（密度が）濃い 

  ketebalan 濃さ、厚さ 

tebang    

  menebang 切り倒す 

tebu   さとうきび 

teduh   木陰、暗い 

tegas   はっきりした、強め 

  menegaskan 説明する、強調する 

  penegasan 説明 

teh   紅茶 

teka   なぞなぞ、パズル 

  teka-teki なぞなぞ 

  meneka 推測する 

  tekaan 推測、憶測 

tekan    

  menekan 押す、抑圧する 

  menekankan 強調する 

  tekanan １．圧力 

      ２．アクセント 

teknologi   科学技術、テクノロジー 

teks   テキスト、教科書 

teksi   タクシー 

tekun   熱心な、一生懸命な 

telah   ～した 

  setelah ～後で 

telan    



  menelan 飲み込む、受け入れる 

telefon   電話 

  telefon bimbit 携帯電話 

  menelefon 電話する 

televisyen   テレビ 

telinga   耳 

teliti   詳細な 

telur   卵 

  bertelur 産卵する 

teman   友人、仲間 

tembak   銃撃 

  menembak 銃を撃つ 

  tembakan 銃弾 

tembikai   西瓜 

tempah   デポジット 

  menempah 予約する、注文する 

  tempahan 予約、注文 

tempat   場所、位置 

  menempati 占拠する 

  menempatkan しまう、置く 

  tempatan 地元の 

  penempatan 居住 

  petempatan 居住地域 

tempoh   期間、時 

tempurung   椰子の実の殻 

temu    

  bertemu 会う、遭遇する 

  menemui 会う、発見する 

  pertemuan 集まり、会合 

  temubual インタビュー 

  temujanji アポイントメント 

tenaga   力、エネルギー 

  bertenaga 活動的な、力のある 

tenang   穏やかな、落ち着いた 

  bertenang 落ち着く、我慢する 

  menenangkan 落ち着かせる 

  ketenangan 落ち着き、穏やかさ 

tengah   真ん中 

  setengah 半分 

  sesetengah いくつか、ある程度 

  menengah 真ん中に寄せる、中級の 

tengahari   正午 

tenggara   南東 

  Asia Tenggara 東南アジア 

tenggelam   潜る、沈む 

tengkujuh   雨季 

tengok   見る 

  menengok 見る、訪れる 

tentang   ～について 

  setentang 正反対の 

  bertentangan 反対する 

  menentang １．見る、直面する 

        ２．挑戦する、反対する 

tentera   軍隊 

  anggota tentera 軍人、兵士 

  ketenteraan 運隊、軍政、軍事 

tentu   確かな、確実に 

  menentukan 決定する、確かめる 

  tertentu 一定の、特定の 

tepat   ちょうど、適した 

  ketepatan 正確さ 

tepi   端 

  mengenepikan 端にやる、軽視する 

tepung   小麦粉、粉 

  tepung tawar 米粉と水を混ぜたもの 

  menepung tawar （婚礼の儀式とし 

     て）トゥプンタワルをかける 

terang   明るい、はっきりした 



  menerangkan 説明する、証明する 

  keterangan 説明、情報 

  penerangan 照明、説明 

terap    

  menerap 置く、据えつける 

  menerapkan 利用する、適用する 

terbang   飛ぶ、消える 

  penerbangan 飛行、フライト 

terbit   現れる、昇る 

  menerbitkan 生じさせる、出版する 

  penerbitan 出版、生産 

terima   受け取る 

  menerima 受け入れる、同意する 

  penerima 受け手 

 penerimaan 承諾、受付 

terjemah    

  menterjemahkan 翻訳する 

  terjemahan 翻訳 

  penterjemah 翻訳家 

terjun   飛び降りる 

ternak   家畜 

  ternakan 家畜 

  penternakan 家畜の飼育 

terus   １．まっすぐ 

      ２．～しつづける 

      ３．すぐに、そのまま 

  seterusnya その後、続いて 

  menerusi ～を通して 

  meneruskan 続ける 

  berterusan 続く、連続的な 

tetamu   お客、ゲスト、訪問者 

tetap   １．一定の、変わらない 

      ２．決まった 

  menetap 住む 

  menetapkan 決める、認める 

 ketetapan 決意、決定 

tetapi   しかし 

tiada   ない、存在しない 

  ketiadaan 不在、不足 

tiap   毎 

  tiap-tiap, setiap 毎の 

tiba   着く、到着する 

  ketibaan 到着 

tidak   ～ない、～しない 

  tidak akan 決して～しない 

tidur   眠る、寝る、睡眠 

  meniduri 寝る 

  menidurkan 寝かせる 

tiga   ３ 

  bertiga 三人とも、三つとも 

tikar   マット 

tiket   券、チケット 

tikus   ネズミ 

timah   錫 

timbul   現れる、起こる 

  menimbulkan 引き起こす 

timpa    

  menimpa ぶつかる、落ちてくる 

timpal    

  setimpal 適した、合った 

tumpang    

  menumpang 泊まる、乗る 

  penumpang 乗客、宿泊客 

timun   きゅうり 

timur   東、東洋 

  timur laut 北東 

tindak   行動 

  bertindak 行動する、行動をとる 



  tindakan 行動 

tinggal   １．住む 

       ２．残る 

  meninggal dunia 死ぬ、逝去する 

  meninggalkan 残す、置いていく 

  tertinggal 置き忘れてしまう 

  ketinggalan 取り残される、残り 

tinggi   背が高い、高さ 

tingkap   窓 

tingkat   階、レベル 

  tingkatan 学年、段階 

  peningkatan 上昇 

tipis   ⇒ nipis 

tipu   騙し、トリック 

  menipu 騙す 

  penipu 詐欺師 

tirai   カーテン、ブラインド 

tiru    

  meniru 模倣する、模造する 

  tiruan 偽物、イミテーション 

tiup    

  bertiup 吹く、吹きつける 

 meniup 吹き飛ばす、（楽器を）吹く 

tokong   中国寺院、仏教寺院 

toksid   有害な（＝toksik） 

tolak   １．押す 

      ２．引く（引き算） 

  bertolak 出発する、立ち去る 

  menolak １．押す 

       ２．拒絶する、断る 

tolong   助け、助ける、どうか～ 

  menolong 助ける、手伝う 

  penolong 助手 

  pertolongan 補助、助け、手伝い 

tomato   トマト 

tong   桶、バケツ 

  tong sampah ゴミ箱 

tongkat   杖 

tonton   見る 

  menonton 見る、鑑賞する 

  penonton 観客、聴衆 

topeng   マスク、仮面 

topi   帽子 

topik   トピック、話題 

tradisi   伝統 

tradisional   伝統的な 

tren   列車、電車 

tua   年老いた、熟した、古い 

  orang tua 両親 

  ketua リーダー、長 

  penuaan 年をとること、エイジング 

tuah   運勢、幸運 

  bertuah 運が良い、幸運だ 

tuala   タオル 

tuan   史、～さん（目上の男性） 

tubuh   体 

  menubuhkan 設立する、組織する 

  penubuhan 設立、組織 

  pertubuhan 組織、連合、組合 

tudung   カバー、覆い 

  bertudung 覆った、トドゥンを被った 

  menudung 覆う、かぶる 

tugas   仕事、義務 

  bertugas 仕事に従事する 

  menugaskan 仕事を課す 

  petugas 従業員 

Tuhan   神 

tuju   方向、目的 



  setuju 同意した、賛成だ 

  bersetuju 同意する 

  persetujuan 同意、協定 

  menuju 向かう、～の方へ 

  menujukan 目指す 

  tujuan 目的、目標 

  bertujuan 目的を持つ、目標がある 

tujuh   ７ 

tukang   職人、技術職 

  tukang masak 調理師 

  tukang gunting rambut 理髪師 

tukar    

  bertukar 変わる 

  menukar 変える、移す 

  menukarkan 交換する 

  tukaran 交換 

  pertukaran 変化 

tulang   骨 

tulis    

  menulis 書く 

  menuliskan ～ために書く 

  tertulis 書かれた 

  tulisan 手記、スクリプト 

  penulis 著者 

tumbuh 育つ 

  menumbuhkan 育てる、引き起こす 

  pertumbuhan 発展、成長 

tumbuk   粉の、潰した 

  menumbuk １．潰す 

        ２．殴る 

tumis   油で炒めた 

  menumiskan 油で炒める 

tunai   現金 

  menunaikan 現金で支払う 

tunang   婚約者、フィアンセ 

  menunang プロポーズする、婚約する 

  menunangkan 婚約させる 

  pertunangan 婚約 

tunggu   待つ 

  menunggu １．待つ 

        ２．見守る 

tunjuk 手本 

  menunjuk 示す 

  menunjuk perasaan デモを行う 

  menunjukkan 示す、教える 

  pertunjukan ショー、展示 

  petunjuk 指示、兆候、手がかり 

turun   降りる、落ちる 

  menurun 下る、減る、下がる 

  menurunkan 減らす、下げる 

  keturunan 子孫 

turut   ついて行く、従う 

  menurut １．～によれば 

       ２．模造する 

       ３．従う 

  penurut 従者、従順な人 

tusuk   針、ピン 

  menusuk 刺す 

tutup   閉まった 

  bertutup ふたが閉まった、覆った 

  menutup 閉める 

  penutup ふた、カバー 

tutur   言葉、発話 

  bertutur 話す 

  penutur 話者 

 

 



      U 

 

 

ubah   違い 

  berubah 変わった、変わる 

  mengubah 変える、修正する 

  perubahan 変化、違い 

  ubah suai 修理 

ubat   薬 

  mengubati 治療する 

  pengubatan 治療、セラピー 

  perubatan 医療、医学 

ubi   芋、イモ科 

  ubi keledek さつまいも 

  ubi kentang じゃがいも 

ubur-ubur クラゲ 

ucap   スピーチ 

  mengucapkan １．言う、口にする 

         ２．発音する 

  ucapan 発言、表現、スピーチ、発音 

udang   エビ 

udara   空気、天気 

  mel udara エアメール 

ujar   述べる、言う 

  mengujarkan 述べる、言及する 

uji   テスト 

  menguji 実験する、挑戦する 

  ujian 試験、実験 

ulang   繰り返し 

  ulang tahun 一周年、アニバーサリー 

  mengulang 繰り返す 

  mengulangi 繰り返す、復習する 

  ulangkaji 復習 

ular   ヘビ 

ulas    

  mengulas コメントする、分析する 

umbang    

  terumbang-ambing 漂っている 

umpama 例 

  seumpama ～のような 

  umpamanya 例えば 

umpan   餌、おとり 

umum   一般的な、公の 

  umumnya 概して、一般的に 

  mengumumkan 公表する 

umur   年齢 

  berumur ～歳である 

undang  1    

  mengundang 招待する 

  undangan 招待、招待客 

undang  2    

  undang-undang 法律、規則 

  perundangan 法、法律 

undi   くじ、投票 

  mengundi 投票する 

ungkap    

  mengungkap 表現する、表す 

  ungkapan 表現、イディオム 

unik   独特な 

universiti   大学 

unsur   要素 

  berunsur 要素を持つ 

unta   ラクダ 

untuk   １．～ため 

      ２．～すること 

untung   運勢、運命 

  beruntung 幸運な 



  keuntungan 利益 

upacara   儀式、式 

upah   賃金 

  mengupah 賃金を支払う 

upaya   手段、能力 

  berupaya １． 善を尽くす 

       ２．能力がある 

 keupayaan 能力 

urus    

  mengurus まとめる、管理する 

  menguruskan うまくまとめる 

  urusan 仕事、ビジネス 

  pengurus 管理人、支配人 

  pengurusan 経営、管理 

usah   ～する必要がある 

usaha   努力、労働、試み 

  berusaha 努力する 

  mengusahakan 努力する、試す 

  pengusaha 雇用主、実業家 

  perusahaan 産業 

usia   年齢 

  berusia ～歳である 

usul   提案 

  mengusulkan 提案する、言い出す 

utama   主要な、主な 

  terutamanya 特に 

utara   北 

utus    

  mengutus 遣いを出す、対応する 

  utusan   使節、代表団 

 

 

      V 

 

 

van   バン、車 

variasi   変種、ヴァリエーション 

video   ビデオ 

  pita video ビデオテープ 

visa   ビザ 

vitamin   ビタミン 

 

 

      W 

 

 

waalaikumusalam   こんにちは 

        （ムスリムの挨拶） 

wah   おぉ、わぁ 

wahai   おぉい、うわぁ 

wajah   顔、表情 

wajar   適した 

  sewajarnya 本物の 

wajib   義務的な、～義務がある 

  mewajibkan 義務化する、要求する 

  kewajiban 義務、責任 

wajik   ワジッ（菓子の一種） 

wakil   代表者 

  mewakili 代表する 

  mewakilkan  

waktu   時、時間 

  sewaktu ～とき 

walau   ～だけれども 

  walaupun ～だけれども 

wang   お金 

  berwang お金がある、裕福な 



  kewangan 財政、経理 

wangi   芳しい、いい香り 

wanita   女性 

wap   蒸気、水蒸気 

warganegara 市民、国籍 

  berwarganegara 国籍を持つ 

  kewarganegaraan 市民権、国籍 

waris   後継者、遺産 

  mewarisi 受け継ぐ 

  mewariskan 遺産に遺す、継がせる 

  warisan 引き継いだもの、遺産 

warna   色 

  berwarna 色がついた 

  mewarnai 色をつける 

  warna-warni 色とりどりの 

  berwarna-warni 多彩だ 

warung   屋台 

wasiat   遺言 

  berwasiat 遺言を作る 

waspada   注意深い 

  berwaspada 注意を払う 

  kewaspadaan 注意深さ 

wau   ワウ（マレー凧） 

wawasan   ヴィジョン、計画 

wayang   １．人形 

       ２．舞台、劇 

wilayah   地区、地域、領域 

wira   英雄、ヒーロー 

wujud   存在する 

  mewujudkan 創造する、実現する 

  kewujudan 存在 

 

 

      Y 

 

 

ya   はい 

yakin   確信した、自信のある 

  meyakinkan 確かめる 

  keyakinan 自信、確信、信念 

yang   ～の、～もの、～人 

yatim   孤児 

yu   サメ 

yuran   会費 

  yuran sekolah 学費 

 

 

      Z 

 

 

zakat   喜捨 

  berzakat 喜捨する 

zaman   時代 

  berzaman-zaman 何世紀も 

zat   要素、栄養 

  berzat 栄養がある 

zoo   動物園 

zuhur   夜（祈りの時刻） 

Zulhijah   １２月（ヒジュラ暦） 

Zulkaedah   １１月（ヒジュラ暦） 

 

 

 

 

 



基礎語彙 

 

人を表すことば１ 

 

私  saya 
私、俺  aku 
あなた  awak 
君  kamu 
君、お前  engkau 
あなた  anda 
彼／彼女  dia 
彼／彼女／それ  ia 
こちら、これ  ini 
そちら、あちら、それ、あれ  itu 
その方  beliau 
私たち（含）  kita 
私たち（不含）  kami 
あなたたち  awak sekalian 
彼ら／彼女ら  mereka 
～さん（男）  encik 
～さん（女）  cik 
～さん（敬・男）  tuan 
～さん（敬・女）  puan 
 

人を表すことば２ 

 

人  orang 
男性  lelaki 
女性  perempuan 
家族  keluarga 
父  ayah / bapa 
母  ibu / emak 
兄  abang 

姉  kakak 
弟  adik lelaki 
妹  adik perempuan 
祖父  datuk 
祖母  nenek 
夫  suami 
妻  isteri 
子  anak 
息子  anak lelaki 
娘  anak perempuan 
孫  cucu 
親戚  sanak-saudara 
おじ  bapa saudara,  pakcik 
おば  ibu saudara,  makcik 
いとこ  sepupu 
友だち  kawan,  rakan 
恋人  kekasih 
知り合い  kenalan 
近所の人  jiran 
お客  tetamu 
先生  cikgu 
生徒  murid,  studen 
子供  budak,  kanak-kanak 
少女  gadis 
女  wanita 
 

行為を表すことば１ 

 

行く  pergi 
来る  datang 
帰る、戻る  pulang,  balik 
入る  masuk 
出る  keluar 
起きる  bangun 



眠る  tidur 
立つ  berdiri 
座る  duduk 
住む  tinggal,  duduk 
食べる  makan 
飲む  minum 
歩く  berjalan 
走る  berlari 
止まる  berhenti 
休む  berehat 
考える  fikir 
ある、いる  ada 
なくなる  hilang 
一緒に行く  ikut 
立ち寄る  singgah 
乗る  naik 
降りる  turun 
着く  tiba,  sampai 
洗う  basuh,  cuci 
みがく  gosok 
見る  lihat,  tengok 
聞く  dengar 
読む  baca 
書く  tulis 
あげる  beri 
 

感情を表すことば 

 

楽しい  seronok 
嬉しい  gembira 
幸せな  bahagia 
悲しい  sedih 
恋しい  rindu 
怒った  marah 

落ち着いた  tenang 
驚いた  terkejut,  hairan 
恥ずかしい  malu 
怖い  takut 
痛い  sakit 
満足した  puas hati 
飽きた  bosan 
心配な  bimbang 
がっかりした  kecewa 
好きな  suka 
嫌いな  benci 
愛している  sayang 
 

人の性格・性質を表すことば 

 

良い  baik 
悪い  jahat 
親切な  baik hati 
勇敢な  berani 
忙しい  sibuk 
ひまな  lapang 
賢い  pandai,  bijak 
バカな  bodoh 
金持ちな  kaya 
貧乏な  miskin 
健康な  sihat 
具合が悪い  sakit 
疲れた  penat,  letih 
若い  muda 
老いた  tua 
空腹な  lapar 
満腹な  kenyang 
勤勉な  rajin 
怠惰な  malas 



傲慢な  sombong 
誠実な  jujur 
太った  gemuk 
痩せた  kurus 
よくばりな  gelojoh 
けちな  kedekut 
強い  kuat 
弱い  lemah 
礼儀正しい  sopan santun 
 

ものの形状・性質を表すことば 

 

大きい  besar 
小さい  kecil 
高い  tinggi 
低い  rendah 
普通の  biasa 
奇妙な  ganjil,  aneh 
良い  baik 
悪い  buruk 
壊れた  rosak 
新しい  baru 
古い  lama 
重い  berat 
軽い  ringan 
清潔な  bersih 
汚い  kotor 
固い  keras 
柔らかい  lembut 
広い  luas 
狭い  sempit 
厚い  tebal 
薄い  nipis 
鋭い  tajam 

長い  panjang 
短い  pendek 
丸い  bulat 
深い  dalam 
浅い  cetek 
明るい  terang 
暗い  gelap 
値が高い  mahal 
安い  murah 
難しい  susah,  sukar 
易しい  senang,  mudah 
重要な  penting 
様々な  pelbagai 
うるさい  bising 
静かな  sunyi 
安全な  selamat 
危険な  bahaya 
濡れた  basah 
乾いた  kering 
多い  banyak 
少ない  sedikit 
赤い  merah 
青い  biru 
白い  putih 
黒い  hitam 
黄色い  kuning 
緑色の  hijau 
茶色い  coklat 
紫色の  ungu 
 

生活に関することば 

 

生きる、暮らす  hidup 
死ぬ  mati 



他界する  meninggal dunia 
話す  bercakap 
おしゃべりする  berbual 
送る  hantar 
運ぶ  bawa 
散歩する  berjalan-jalan 
働く  bekerja 
学ぶ  belajar 
出席する  hadir 
成功する  berjaya 
失敗する  gagal 
遊ぶ  bermain 
買う  beli 
買い物する  membeli-belah 
支払う  bayar 
尋ねる  tanya 
答える  jawab 
押す  tolak 
引く  tarik 
暑い、熱い  panas 
寒い、冷たい  sejuk 
涼しい  dingin 
お金  wang 
給料  gaji 
値段  harga 
運賃  tambang 
料金  bayaran 
市場  pasar 
スーパーマーケット  pasaraya 
店  kedai 
屋台  gerai 
本  buku 
辞書  kamus 
新聞  akhbar 

雑誌  majalah 
薬  ubat 
風邪  selesema 
下痢  cirit-birit 
咳  batuk 
傷、怪我  luka 
熱がある  demam 
治った  sembuh 
早い  cepat,  segera 
遅い  lambat,  perlahan-lahan 
 

衣に関することば 

 

着る、身につける  pakai 
水浴びする  mandi 
化粧する  bersolek 
タオル  tuala 
くし  sikat 
化粧品  alat solek 
口紅  gincu 
歯ブラシ  berus gigi 
ひげそり  pencukur 
鏡  cermin 
服  baju,  pakaian 
シャツ  kemeja 
ズボン  seluar 
下着  baju dalam 
ネクタイ  tali leher 
ベルト  tali pinggang 
靴  kasut 
帽子  topi 
ハンカチ  sapu tangan 
眼鏡  cermin mata 
指輪  cincin 



腕時計  jam tangan 
財布  dompet 
傘  payung 
用意した、準備した  siap,  sedia 
 

食に関することば 

 

料理する  masak 
作る  buat 
焼く、炒める、揚げる  goreng 
ゆでる  rebus 
焼く  bakar 
混ぜる  campur 
かきまわす  kacau 
切る  potong 
すっぱい  masam 
甘い  manis 
辛い  pedas 
苦い  pahit 
塩辛い  masin 
味がしない  tawar 
フライパン  kuali 
なべ  periuk 
やかん  cerek 
スプーン  sudu 
フォーク  garpu 
ナイフ  pisau 
箸  kayu penyepit 
茶碗、おわん  mangkuk 
皿  pinggan 
コップ  gelas 
食べ物  makanan 
飲み物  minuman 
おかず  lauk-pauk 

油  minyak 
水  air 
米  beras 
ご飯  nasi 
麺  mi 
パン  roti 
小麦粉  tepung 
砂糖  gula 
塩  garam 
酢  cuka 
しょうゆ  kicap 
胡椒  lada 
卵  telur 
魚  ikan 
肉  daging 
イカ  sotong 
エビ  udang 
カニ  ketam 
貝  kerang 
野菜  sayur 
とうがらし  cili 
豆  kacang 
さつまいも  ubi keledek 
キャベツ  kobis 
きゅうり  timun 
ほうれん草  bayam 
たまねぎ  bawang merah 
にんにく  bawang putih 
にんじん  lobak merah 
とうもろこし  jagung 
コーヒー  kopi 
紅茶  teh 
ジュース  jus 
牛乳  susu 



 

住に関することば 

 

建物  bangunan 
家  rumah 
借家  rumah sewa 
マンション  rumah pangsapuri 
家賃  sewa rumah 
住所  alamat 
階  tingkat 
階段  tangga 
部屋  bilik 
屋根  bumbung 
壁  dinding 
窓  tingkap 
床  lantai 
ドア  pintu 
庭  halaman 
トイレ  tandas 
台所  dapur 
扇風機  kipas 
棚、タンス  almari 
引き出し  laci 
贈り物  hadiah 
テーブル、机  meja 
椅子  kerusi 
冷蔵庫  peti sejuk 
車  kereta 
鍵  kunci 
泊まる  menginap 
予約する  tempah 
一杯な  penuh 
空いている  kosong 
ベッド  katil 

毛布、上掛け  selimut 
まくら  bantal 
テレビ  televisyen 
ゴミ箱  tong sampah 
トイレットペーパー  kertas tandas 
 

人体に関することば 

 

体  badan 
頭  kepala 
髪  rambut 
顔  muka 
目  mata 
鼻  hidung 
口  mulut 
耳  telinga 
首  leher 
肩  bahu 
手  tangan 
腕  lengan 
ひじ  siku 
胸  dada 
腹、胃  perut 
腰  pinggang 
足  kaki 
ひざ  lutut 
指  jari 
爪  kuku 
歯  gigi 
舌  lidah 
喉  keronkong 
脳  otak 
骨  tulang 
血  darah 



皮膚  kulit 
心臓  jantung 
肺  paru-paru 
腸  usus 
涙  air mata 
汗  peluh 
くしゃみ  bersin 
よだれ  ludah 
小便  air kecil 
大便  air besar 
心  hati 
声  suara 
 

時に関することば 

 

年  tahun 
月  bulan 
週  minggu 
日  hari 
世紀  abad 
午前、朝  pagi 
正午  tengahari 
午後、夕方  petang 
夜  malam 
～時  pukul 
～分  minit 
～秒  saat,  detik 
時間  jam 
期間  tempoh 
時  masa,  waktu 
時代  zaman 
１月  Januari 
２月  Februari 
３月  Mac 

４月  April 
５月  Mei 
６月  Jun 
７月  Julai 
８月  Ogos 
９月  September 
１０月  Oktober 
１１月  November 
１２月  Disember 
月曜日  hari Isnin 
火曜日  hari Selasa 
水曜日  hari Rabu 
木曜日  hari Khamis 
金曜日  hari Jumaat 
土曜日  hari Sabtu 
日曜日  hari Ahad,  hari Minggu 
季節  musim 
雨季  musim tengkujuh 
乾季  musim kemarau 
以前  dulu 
さきほど  tadi 
今、現在  sekarang,  kini 
のちほど  nanti 
今日  hari ini 
昨日  semalam 
一昨日  kelmarin 
明日  esok 
明後日  lusa 
去年  tahun lalu 
来年  tahun depan 
年齢  umur,  usia 
誕生日  hari jadi 
休日  hari cuti 
断食明け祭日  Hari Raya Puasa 



新年  tahun baru 
毎～  setiap,  tiap-tiap 
 

場所に関することば 

 

ここ  sini 
そこ  situ 
あそこ  sana 
場所  tempat 
駅  stesen 
空港  lapangan terbang 
学校  sekolah 
大学  universiti 
会社  syarikat 
工場  kilang 
モスク  masjid 
公園  taman 
郵便局  pejabat pos 
警察署  balai polis 
消防署  balai bomba 
裁判所  mahkamah 
図書館  perpustakaan 
銀行  bank 
病院  hospital 
方向  arah 
上  atas 
下  bawah 
右  kanan 
左  kiri 
～側  sebelah 
傍  sisi 
中、内側  dalam 
外、外側  luar 
前  hadapan 

後  belakang 
北  utara 
南  selatan 
東  timur 
西  barat 
遠い  jauh 
近い  dekat 
 

数に関することば 

 

数字  nombor 
１  satu 
２  dua 
３  tiga 
４  empat 
５  lima 
６  enam 
７  tujuh 
８  lapan 
９  sembilan 
１０  sepuluh 
１１  sebelas 
１２  dua belas 
２０  dua puluh 
３０  tiga puluh 
１００  seratus 
４００  empat ratus 
１０００  seribu 
５０００  lima ribu 
百万  juta 
０  kosong 
パーセント  peratus 
一番目の、 初の  pertama 
二番目の  kedua 



三番目の  ketiga 
約、およそ  kira-kira,  lebih kurang 
いくつかの beberapa 
全ての  semua 
四分の一  suku 
半分  setengah,  separuh 
四分の三  tiga suku 
 

世界・周辺に関することば 

 

世界  dunia 
国  negara 
州  negeri 
都市、都会  bandar 
村、田舎  kampung 
祖国  tanah air 
故郷  kampung halaman 
地区  daerah 
地域  kawasan 
社会  masyarakat 
民族、種族  kaum,  bangsa 
言語、言葉  bahasa 
外国語  bahasa asing 
東南アジア  Asia Tenggara 
日本  Jepun 
マレーシア  Malaysia 
中国  Cina 
シンガポール  Singapura 
インドネシア  Indonesia 
フィリピン  Filipina 
タイ  Thailand 
カンボジア  Kemboja 
アメリカ合衆国  Amerika Syarikat 
フランス  Perancis 

韓国  Korea Selatan 
サウジアラビア  Arab Saudi 
エジプト  Mesir 
飛行機  kapal terbang 
船  kapal 
電車、列車  keretapi 
バス  bas 
タクシー  teksi 
自転車  basikal 
道、道路  jalan 
交差点  simpang jalan 
標識  papan tanda 
音  bunyi 
文字  huruf 
名前  nama 
意味  makna,  erti 
 

自然に関することば 

 

自然  semulajadi 
環境  alam sekitar 
宇宙  cakerawala 
地球  bumi 
空  langit 
太陽  matahari 
雲  awan 
海  laut 
川  sungai 
陸  darat 
山  gunung 
丘  bukit 
森  hutan 
湖  tasik 
池  kolam 



水田  sawah 
星  bintang 
虹  pelangi 
雨  hujan 
雪  salji 
煙  asap 
火  api 
風  angin 
半島  semenanjung 
島  pulau 
海岸  pantai 
波  ombak 
砂  pasir 
石  batu 
空気  udara 
天気、天候  cuaca 
温度  suhu 
 

たずねるためのことば 

 

何  apa 
誰  siapa 
いつ  bila 
どこで  di mana 
どこへ  ke mana 
どこから  dari mana 
どの  yang mana 
どのように  bagaimana 
なぜ  kenapa,  mengapa 
いくつ、いくら  berapa 
何時  pukul berapa 
何時間  berapa jam 
どれくらい（期間）  berapa lama 
はい  ya 

いいえ  tidak 
正しい  betul 
間違っている  salah 
 

程度を表すことば 

 

とても  sangat,  amat 
非常に  sungguh 
～過ぎる  terlalu 
かなり  agak 
より～  lebih 
より少なく～  kurang 
も～  paling 

あまり～ない  tidak berapa 
全く～ない  tidak langsung 
 

述語を助けることば 

 

～するつもりだ  akan 
～している  sedang 
～した  sudah,  telah 
～したことがある  pernah 
まだ～  masih 
まだ～ない  belum 
～ではない  bukan 
～ない、～しない  tidak 
～できる  boleh,  dapat 
～すべきだ  harus 
～しなければならない  mesti 
～する必要がある  perlu 
～した方が良い  lebih baik 
～する義務がある  wajib 
喜んで～する  rela 
～するのを嫌がる  enggan 



～するのに夢中だ  asyik 
～する余裕がある  sempat 
～するのを手伝う、助ける  tolong 
～したい、欲しい  mahu,  hendak 
きっと、たぶん  mungkin 
 
つなげるためのことば 

 

～に、～で（場所）  di 
～へ（場所）  ke 
～から（場所・時）  dari 
～に（人・時）  pada 
～へ（人）  kepada 
～から（人・材料）  daripada 
～と一緒に、～で  dengan 
～について  tentang 
～まで  hingga 
～の間（空間）  antara 
～の間（期間）  selama 
～ため  untuk,  bagi 
～するよう  supaya,  agar 
～のように  macam 
～以外に  kecuali 
～なしで  tanpa 
～によって  oleh 
～を通して  melalui 
～しながら  sambil 
～と、そして  dan 
～か、それとも  atau 
つまり、即ち  iaitu 
しかし  tetapi 
だから  jadi 
なぜなら  kerana 
～するとき  apabila,  semasa 

～する前に  sebelum 
～した後で  setelah,  selepas 
もし～なら  jika,  kalau 
～だけれども  walaupun 
 
行為を表すことば２ 

 

会う  berjumpa,  bertemu 
約束する  berjanji 
勝つ  menang 
負ける  kalah 
覚える  ingat 
忘れる  lupa 
笑う  ketawa 
微笑む  senyum 
泣く  menangis 
なくなる、終わる  habis 
飛ぶ  terbang 
落ちる  jatuh 
いる、滞在する  berada 
出発する  berlepas,  bertolak 
結婚する  berkahwin 
教える  mengajar 
伝える  beritahu 
言う  berkata 
探す  cari 
売る  jual 
得る  dapat 
待つ  tunggu 
開ける  buka 
閉める  tutup 
願う、望む  berharap 
始まる  bermula 
示す  menunjukkan 



取る  ambil 
夢を見る  bermimpi 
 

動物を表すことば 

 

動物  binatang,  haiwan 
オス  jantan 
メス  betina 
犬  anjing 
猫  kucing 
ウマ  kuda 
ヤギ  kambing 
ヒツジ  kambing biri-biri 
ブタ  babi 
ウサギ  arnab 
カメ  kura-kura 
海亀  penyu 
クマ  beruang 
トラ  harimau 
ライオン  singa 
ワニ  buaya 
ネズミ  tikus 
猿  monyet 
鹿  rusa 
象  gajah 
鳥  burung 
ニワトリ  ayam 
アヒル  itik 
ハト  merpati 
カラス  burung gagak 
オウム  kakaktua 
昆虫  serangga 
蟻  semut 
蚊  nyamuk 

蝿  lalat 
ゴキブリ  lipas 
 

果物を表すことば 

 

果物  buah-buahan 
実  buah 
ドリアン  durian 
マンゴスチン  manggis 
ランブータン  rambutan 
マンゴー  mangga 
バナナ  pisang 
パイナップル  nanas 
パパイヤ  betik 
ココナッツ  kelapa 
スイカ  tembikai 
ジャックフルーツ  nangka 
グァバ  jambu batu 
スターフルーツ  belimbing 
オレンジ  oren 
リンゴ  epal 
ブドウ  anggur 
レモン  limau 
 

植物を表すことば 

 

花  bunga 
木  pokok 
葉  daun 
枝  dahan 
草  rumput 
種  biji 
蘭  orkid 
ハイビスカス  bunga raya 



向日葵  bunga matahari 
バラ  bunga ros 
ジャスミン  melur 
菊  bunga kekwa 
ブーゲンビリア  bunga kertas 
 

職業を表すことば 

 

労働者  pekerja 
教師  guru 
農家  petani 
漁師  nelayan 
運転手  pemandu 
事務員  kerani 
会社員  pegawai 
講師  pensyarah 
教授  profesor 
作家  penulis 
大学生  mahasiswa 
主婦  surirumah 
店員  penjual 
警察官  (anggota) polis 
兵士  askar 
キャビンアテンダント  pramugari 
医者  doktor 
弁護士  peguam 
歌手  penyanyi 
役者  pelakon 
ウェイター  pelayan 
翻訳家  penterjemah 
通訳  jurubahasa 
アナウンサー  juruhebah 
セールスマン  jurujual 
看護士  jururawat 

エンジニア  jurutera 
パイロット  juruterbang 
大工  tukang kayu 
調理師  tukang masak 
鍛冶屋  tukang besi 
ペンキ屋  tukang cat 
大臣  menteri 
首相  perdana menteri 
 

文化に関することば 

 

文化  budaya 
伝統  tradisi 
物語  cerita 
影絵芝居  wayang kulit 
マレー凧  wau 
こま  gasing 
工芸品  kraftangan 
護身術  silat 
スポーツ  sukan 
セパタクロー  sepaktakraw 
踊り  tarian 
歌  lagu 
映画  wayang gambar 
踊る  menari 
歌う  nyanyi 
習慣  adat 
式、儀式  majlis,  upacara 
宴会、パーティ  jamuan 
結婚  perkahwinan 
宗教  agama 
礼拝、祈り  sembahyang 
祈祷所  surau 
聖地巡礼する  naik haji 



歴史  sejarah 
独立  kemerdekaan 
植民地支配  penjajahan 
戦争  peperangan 
軍隊  (pasukan) tentera 
平和  kedamaian 
 

ニュースに関することば 

 

ニュース、知らせ  berita 
番組  acara,  rancangan 
事故  kemalangan 
衝突事故  perlanggaran 
犠牲者  mangsa 
火事  kebakaran 
洪水  banjir 
地震  gempa bumi 
地崩れ  tanah runtuh 
犯罪  jenayah 
窃盗  pencurian 
殺人  pembunuhan 
麻薬  dadah 
調査  siasatan 
汚染  pencemaran 
伐採  pembalakan 
逃げる  lari 
盗む  mencuri 
殺す  membunuh 
だます  menipu 
逮捕する  menahan,  menangkap 
先進国  negara maju 
発展途上国  negara membangun 
発展、開発  perkembangan 
貿易、商取引  perdagangan 

商売  perniagaan 
刑罰  hukuman 
被告人  tertuduh 
裁判官  hakim 
政府  kerajaan 
国民  rakyat 
国王  Yang di-Pertuan Agong 
上院  Dewan Negara 
下院  Dewan Rakyat 
省  kementerian 
憲法  perlembagaan 
選挙  pilihanraya 
 

行為を表すことば３ 

 

招待する  menjemput 
繰り返す  mengulang 
試す  cuba 
持つ  mempunyai 
所有する  memiliki 
捨てる  membuang 
借りる  menyewa 
引っ越しする  berpindah 
使う  menggunakan 
運転する  memandu 
観光する  melancong 
訪れる  melawat 
泳ぐ  berenang 
写真を撮る  ambil gambar 
変える  tukar 
引き起こす  menyebabkan 
信じる  percaya 
触る  sentuh 
～になる  menjadi 



感じる、味わう  merasa 
命令する  mengarahkan 
釣る  memancing 
起こる  berlaku,  terjadi 
興味がある  berminat 
説明する  menerangkan 
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