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メールで案内をお送りしています。
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日
本

語
と

イ
ン

ド

ネ
シア語との

バ
イ

リ
ン

ガ
ル

・
Ｅ

・マガジン

E-Magazine Dwi Bahasa antara

Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang

Juli 2020  No.172

こむにかしIJKOMUNIKASI



こむにかし　IJJuli 2020 No. 172 【　】　KOMUNIKASI

PT. INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES INDONESIA

e-mail : info@issi.co.id   Website : www.issi-bungkajuku.net

   tel. (021)8990-9861 Fax. 8990-7296

職場における日本人上司とインドネシア人との意見の食い違い。その食い違いの原因をインドネシアと日本との文化の違いに求める人が多いようです。果た

してそうでしょうか。ここでは、問題になりそうなインドネシアと日本の文化、考え方の違いを私なりに考えてみようと思います。

Perbedaan tanggapan antara orang Indonesia dan atasan orang Jepang.  Banyak orang menganggap karena perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang.  

Apakah memang begitu?  Di sini saya mencoba memikirkan perbedaan budaya dan cara berpikir yang akan menjadi masalah antara Indonesia dan Jepang.

日イ比較文化考　　Perbandingan budaya antara Indonesia Jepang
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お願いそれとも伺い

　インドネシアに来て間もない頃、こんなことがありました。友達と一緒にバジャイ（三輪
の乗合タクシー）に乗ろうとした時のことです。その際、「どこそこまでお願いします」と
交渉すると思っていたのですが、彼女は「どこそこまで行きたいか」という言い方をしたの
です。この違和感は今でも良く覚えています。
　その後、ずっとインドネシアに住み続けていますが、同じような状況を何度も経験してい
ます。そして最近思うのは、「インドネシア人は人に頼み事をすることに違和感を覚える」の
ではないかということです。良く言えば、頼み事をするということは人にお願いする、もし
くは命令するということ、そしてそれは人間の上下関係を感じさせるということ、ではない
のか。つまり、日本と同じ「人間すべて平等という思想がある」のではないかということです。
　逆に言えば、「人にお願いするのが恥ずかしい」。つまり、「察してほしい」という甘えが
あるのではないかということです。言わばインドネシア版「甘えの構造」かもしれませんね。
このように考えると、日本とインドネシアとの考え方がどこかで繋がっているような感じさ
えします。皆さんはどう思いますか。

Minta atau tanya

   Pada waktu saya baru mulai tinggal di Indonesia, ada hal sebagai berikut.  Pada saat 
hendak naik bajaj bersama teman.  Waktu itu saya duga dia bicara “tolong ke …” namun dia 
ngomong “mau ke …?”.  Saya merasa agak aneh, dan rasa itu sampai sekarang pun masih 
ingat.
   Setelah itu, saya tinggal di Indonesia terus, dan sering sekali mengalami hal seperti itu.  
Dan baru-baru ini saya berpikir bahwa “jangan-jangan orang Indonesia tidak begitu merasa 
enak untuk minta sesuatu pada orang lain”.  Jika dianggap positif, minta sesuatu berarti 
suruh atau perintah pada orang lain, dan hal tersebut merasakan adanya hubungan atas dan 
bawah di antara manusia.  Maksudnya “Ada filsafat bahwa namanya manusia semua adil” 
seperti di Jepang.
   Sebaliknya, “Malu minta sesuatu kepada orang lain”.  Maksudnya jangan-jangan ada rasa 
manja seperti “Minta disadari”.  Mungkin “Konstruksi manja” versi Indonesia. (*Dulu pernah 
terkenal buku “Konstruksi manja” di Jepang).  Jika memikirkan seperti begini, saya merasa 
antara Indonesia dan Jepang, ada kebersamaan di dasar atas pikiran.  Bagaimana pendapat 
anda?
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ガドガド　　GADO-GADO

　私が常日頃考えている様々なことを毎月ご紹介いたします。
　Mengenalkan setiap bulan, apa yang saya memikirkan sehari-hari.
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勇気について

　コロナ問題の中、元保健大臣のシティ・ファディラさんが大臣だった時の汚職問題で逮捕
されました。たまたま刑務所の中でのインビューが手に入ったので内容を聞いてみました。
すると、彼女はとても正直で、インドネシア国民の健康を真剣に考えていたことが良くわか
りました。
　最近、以前公共事業省や農業省で要職に付かれていた方とお話をする機会がありました。
その方は 100 万ヘクタールの泥炭地を乾燥させ、ほとんど毎年大規模は泥炭火災の原因を作
った「メガ・ライス・プロジェクト」の裏話もよく知っていて、そのことで盛り上がりました。
その方の言ったことでなるほどと思ったことがあります。それは「インドネシアには頭の良
い人はいるが、正直で勇気を持った人がいない」ということです。
　私は、大臣や総局長クラスの方の通訳を何度かしたことがあります。そこで感じるのは、
そのクラスの方は本当に頭が切れるということです。もしかすると、日本の官僚とは比べも
のにならないかもしれません。多くは海外の大学を卒業されているようです。
　その他にも研究者や経営者など、インドネシアには本当は頭の良い人がたくさんいます。
しかし、問題は先ほどの話のように「正直で勇気のある人」が少ないのです。最初にご紹介
したシティ・ファディラさんはその少ない「正直で勇気のある人」であると思います。そして、
インドネシアでのもう一つの問題はその「正直で勇気のある人」がいとも簡単に逮捕されて
しまうことです。それどころか、マスコミを使って悪いイメージを植え付けられてしまいま
す。そして、多くのインドネシア人がそのことを信じてしまいます。
　さて、「正直で勇気のある人」とはどんな人でしょうか。私は、自分が正しいと自信を持
っている人だと思います。その自信はどこから来るのでしょうか。それは、単なる独りよが
りでなく、様々なところから情報や知識を得ていることだと思います。そして、その情報を「良
心」というスクリーンを通し整理できる人だと思います。その情報を得るためにはやはり多
くの人の話を聞いたり、いろいろな本を読んだりすることが大切だと思います。
　それから、マスコミに対する態度も重要だと思います。大事なことはマスコミの報道を鵜
呑みにしないこと。私は、テレビなどのニュースを見る時、「どうしてこのような情報を中
心に流すのだろう」「どうしてこのような言い方をするのだろう」と見るようにしています。
また、「多くの人はこのニュースを信じるんだな」と社会の動向を見ます。悲しいかな、今
の多くの人はマスコミの情報に流されています。そしてそれが世論になっています。
　つまり、世論とはマスコミの情報操作によって作られたものであると言っても良いと思い
ます。そして、その世論は間違っているとか正しいとかいったレベルではありません。マス
コミを操っている人たちの意思に従っているだけ、といっても良いかもしれません。
　その強固な世論に対抗するためには、強固な勇気が必要になります。この世の中を良くす
るためにはその強固な勇気が必要になります。そして、その勇気が必要なのが今、この時期
であると思います。
　幸い、今、インターネットで意外と自由に情報発信ができるようになっています。「正し
い勇気」ができるだけ多くの人に伝染することを祈っています。
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Mengenai keberanian

   Dalam kondisi masalah Corona, Ibu Siti Fadilah mantan menteri kesehatan ditangkap 
dengan dituduh korupsi.  Kebetulan saya dapat video wawancara beliau yang dilakukan 
dalam penjara, dan menontonnya. Ternyata beliau orang yang sangat jujur dan betul-betul 
memikirkan kesehatan rakyat Indonesia.
   Baru-baru ini, saya dapat kesempatan berbicara sama orang mantan pejabat departemen 
Pekerjaan Umum (PU) dan departemen pertanian.  Beliau betul-betul tahu kisah sembunyi 
mengenai “Proyek Lumbung Padi” yang menjadi penyebab kebakaran lahan gambut yang 
hampir setiap tahun terjadi, dengan mengeringkan lahan gambut seluas jutaan hektar.  Maka 
ramai-ramai berbicara mengenai masalah itu.  Dalam kata-kata beliau, ada yang masuk hati 
saya.  Iya adalah “Di Indonesia walaupun orang pintar banyak, namun tidak ada orang yang 
jujur dan berani”.
   Saya pernah menjadi penerjemah beberapa menteri dan dirjen.  Di situ saya merasa, kalau 
orang sekelas itu, sangat pintar.  Jangan-jangan jauh lebih pintar dibandingkan pejabat di 
Jepang.  Katanya banyak yang lulus universitas luar negeri.
   Selain itu, di Indonesia banyak orang pintar di peneliti atau pengusaha dsb.  Namun 
demikian masalahnya seperti cerita yang tadi, “orang jujur dan berani” itu sedikit.  Ibu Siti 
Fadilah yang di atas ini, menurut saya “orang jujur dan berani” yang langka itu.  Dan satu 
lagi masalah di Indonesia adalah, “orang jujur dan berani” itu, gampang ditangkap.  Dan 
ditambah lagi, dengan media masa, ditanami kesan yang tidak dihormati.  Dan banyak orang 
Indonesia percaya itu.
   Ngomong-ngomong, “orang jujur dan berani” itu, orang seperti apa?  Menurut saya, adalah 
orang yang percaya diri bahwa diri-sendiri benar.  Kepercayaan itu datang dari mana?  Itu 
adalah bukan ukuran diri-sendiri saja, namun mendapatkan informasi dan pengetahuan dari 
berbagai pihak.  Dan orang yang bisa menata informasi tersebut, dengan saringan bernama 
“kebaikan hati”.  Untuk mendapatkan informasi tersebut, yang penting mendengar cerita 
banyak orang dan baca buku berbagai macam.
   Dan sikap terhadap media masa itu juga penting.  Yang penting, jangan percaya media 
masa begitu saja.  Kalau saya, waktu nonton berita di TV dsb., berusaha “Kenapa mengalirkan 
berita ini, sebagai berita utama?” “Kenapa cara ngomongnya seperti itu?” dsb.  Dan juga, 
melihat kondisi masyarakat bahwa “Banyak orang percaya berita ini ya”.  Sedihnya zaman 
sekarang, banyak orang dibawah informasi media masa.  Dan hal itulah menjadi opini 
masyarakat.
   Maksudnya, opini masyarakat adalah yang diciptakan oleh kontrol informasi media masa.  
Dan opini masyarakat itu, bukan level benar atau tidak.  Boleh dikatakan, hanya mengikuti 
keinginan orang-orang yang kontrol media masa tersebut.
   Untuk melawan opini masa yang kuat itu, diperlukan keberanian yang kuat.  Dan 
diperlukan keberanian tersebut adalah sekarang.
   Untungnya sekarang, bisa mengalirkan informasi dengan cenderung bebas dengan 
internet.  Saya berharap, menyebar “keberanian yang benar” kepada orang sebanyak 
mungkin.
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インドネシアと日本とが協力すれば、今までにないすばらしい世界がつくれるのではないでしょうか。
そういった観点から私の夢を広げていきたいと思います。

Jika kerja sama dengan Indonesia dan Jepang, ada kemungkinan bisa menciptakan dunia bagus yang sebelumnya tidak ada.  
Dengan dasar pikiran seperti itu, saya menerangkan impian saya.

新ユートピア　Dunia Impian
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ホームページアドレス広告募集
「こむにかしＩＪを送付する際の送
付状にホームページのアドレスと簡
単な説明書きを付けてお送りしま
す。説明書きは日本語とインドネシ
ア語です。現在、6，０００名以上
の方に案内のメールをお送りしてい
ます。一件 38 万ルピア

Iklan Adress WebSite
Pada waktu mengirim "Komunikasi IJ" , 
memasang adress WebSite anda dengan 
keterangan singkat, pada e-mail.  Keterangan 
tersebut dipasang dalam bahasa Indonesia 
dan bahasa Jepang.  Sekarang mengirim 
e-mail informasi, lebih dari 2,000 orang.  
Harga satu iklan: Rp.380.000-

ユートピア（10）教育

　今は、「自分で物事をできるだけ正確に判断することができる人間を育てる」ということに
教育の基本が置かれています。これは、これまでの歴史の反省から生まれたものです。以前は、
マスコミや政府などの情報を国民が鵜呑みにすることが多くありました。そのため、結果と
して戦争などといった不幸な結果になってしまったという歴史がありました。そのようなこ
とを繰り返したくない、そういった反省からこのような教育が生まれました。
　その教育の中で重要視しているものにいくつかのポイントがあります。まず、「事実は事
実として認識する」というものです。周りの情報に振り回されない、自分の五感を信じて事
実を把握することを目指したものです。次に「本物を感じる」です。逆に言えば偽物を見分
ける力を養うことです。
　これらの教育により、今では多くの人がそれぞれ責任を持って自分の考え方を持てるよう
になりました。

Dunia impian (10) Pendidikan

   Sekarang di atas dasar pendidikan, mentitikberatkan “Mendidik manusia yang bisa 
memutuskan sesuatu sepasti mungkin dengan sendiri”.  Pikiran ini dilahirkan dari mawas diri 
dari sejarah sebelumnya.  Kalau dulu, sering sekali percaya begitu saja dari informasi baik 
media masa maupun pemerintah.  Akibatnya mengundang hasil yang tidak menyenangkan 
seperti perang dan sebagainya.  Ada sejarah seperti itu.  Tidak ingin berulang seperti itu lagi.  
Karena ada hasil mawasdiri, maka mulailah pendirian seperti itu.
   Di dalam pendidikan itu, ada beberapa poin yang mementingkan.  Pertama adalah 
“menanggapi kenyataan sebagai kenyataan”.  Ini tujuannya menanggapi kenyataan dengan 
percaya pancaindera sendiri, dan tidak dipengaruhi informasi sekitarnya.  Kemudian 
“merasakan hal yang benar / unggul”.  Dengan kata lain, menanami daya untuk membedakan 
sesuatu yang palsu.
   Dengan pendidikan seperti itu, sekarang banyak orang bisa memiliki pikiran diri-sendiri 
dengan mempunyai rasa tanggung jawab.
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Let's Positiv Thinking

世の中がよく見えるも悪く見えるも考え方次第。自分の考え方をコントロールすることができれば、今までにないすばらしい人生を送ることができます。
Kelihatan dunia ini, menjadi baik atau menjadi buruk, semua tergantung cara pikir sendiri.  

Jika bisa kontrol cara pikir sendiri, bisa hidup dalam kehidupan yang bagus yang selama ini belum pernah dirasakan.
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自分が正しいと思っていることを他人に要求しない

　最近、ユーチューブを頻繁に見るようになりました。その中である方が「自分が正しいと
思っていることを他人に要求しないことが周りとの関係を良くする上で大切だ」と話されて
いました。私はこの言葉を聞いてハッとさせられました。
　今までの自分の人生で、恋人や友人などとの関係が悪くなったことが何度もありました。
そして、一つ一つ思い返してみると、ほとんどが「自分が正しいと思っていることを相手に
要求していた」ことが原因であったとわかったのです。その方は更に「人は自分が正しいと
思った通りに行動している」とも言っています。それぞれ人間は自分の「信念」のようなも
のに従って生きているのです。その中で「自分が正しいと思っていることを要求する」ことは、
相手の生き方を否定することにさえもなってしまうことになります。
　私はもうすぐ還暦を迎えます。還暦は人が生まれ変わる歳だそうです。そのような時期に
このような言葉に出会ったことに感謝しています。

Tidak minta sesuatu yang menurut diri-sendiri benar, terhadap orang lain

   Baru-baru ini, saya sering nonton Youtube.  Di situ ada orang yang mengatakan “Untuk 
melancarkan hubungan orang sekitarnya, yang penting tidak minta sesuatu yang menurut 
diri-sendiri benar, terhadap orang lain”.  Kata ini betul-betul menusuk hati saya.
   Dalam kehidupan saya selama ini, sering sekali terjadi hubungan antara pacar atau 
teman menjadi rusak.  Jika memikirkan kembali satu-persatu, hampir semua penyebabnya 
“Minta sesuatu yang menurut diri-sendiri benar kepada dia”.  Yang bicara di Youtube 
itu, mengatakan begini juga, “Namanya manusia, melakukan sesuatu yang menurut diri-
sendiri benar”.  Setiap manusia hidup berdasarkan semacam “tekad / kepercayaan” sendiri.  
Dalam kondisi seperti itu, jika “Minta sesuatu yang menurut diri-sendiri benar”, bisa juga 
menyangkal cara hidup dia juga.
   Sebentar lagi saya menyambut hari ulang tahun yang ke 60.  Katanya usia 60 adalah usia 
yang hidup kembali sebagai manusia.  Saya merasa sangat terima kasih, menemukan kata-
kata seperti itu dalam waktu seperti ini.
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インドネシアとの出会い　　Mengenal Indonesia

筆者（奥信行）がインドネシアと出会ってから結婚するまでの物語です。Kisah penulis (Nobuyuki Oku), sejak mengenal Indonesia sampai menikah.
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インドネシアとの出会い（その２）

　1981 年の春休みに演奏旅行でインドネシアに行って以来、私の頭はインドネシアでいっ
ぱいになりました。大学の東南アジア研究会に首を突っ込んでもいました。正式な部員では
ありませんでしたが、下手をすると正式な部員よりも熱心だったかもしれません。
　ある日、当時の国連大学の副学長である武者小路公秀先生が大学に来て基調講演をされま
した。公演が終わった後、東南アジア研究会を代表して私が質問することになりました。私は、

「先生にとって人類の進歩とは何だと思いますか」と質問しました。その時先生は「多様性
を認めることだと思います」というようなお答えをされていました。インドネシアの国是は

「多様性の中の統一（ビネカ・トゥンガル・イカ）」です。私の心の中では世界平和とインド
ネシアがさらに強烈に結びつき、インドネシア熱がさらに高まりました。
　ちなみに、その時の国連大学の学長（初代学長）はスジャトモコ学長でインドネシアの方
でした。インドネシアにとってとても名誉なことですが、未だにほとんどのインドネシア人
がこのことを知りません。スハルト時代はともかくとして、今となっては、多くのインドネ
シア人にこのインドネシアの誇りを知ってもらいたいと思います。私はインドネシア人向け
の研修の中で、このことを話すようにしています。
　私はインドネシアに関する本をかたっぱしから読み漁りました。とは言っても当時インド
ネシアについて書かれていた本はほんの数冊で、全く大したことではありませんでしたが。

当然、卒業論文のテーマはインドネシアです。当初提出した卒業論文の題名は「平和の鍵
としてのインドネシア建国五原則パンチャシラ」だったと思います。パンチャシラの背景、
５つそれぞれの内容、現在の理解、私としての理解（世界平和に関連させて）といった感じ
で章立てをしました。先生はそれを見て「壮大なテーマですね。これは一生ものですね」と
おっしゃいました。そして、結局その章立ての中での第１章、パンチャシラの背景の中の第
1 節「多様性の中の統一」第 2 節「ゴトン・ロヨン（相互扶助）」を卒業論文として提出しま
した。

ちなみに第 3 節は「ジャワ哲学、クジャウェン」です。これは初代大統領のスカルノが本
の中で「パンチャシラは私が作ったものではない。昔からインドネシアにある考え方をまと
めただけだ」という部分があり、その昔からの考え方がジャワ哲学であるとわかったからで
す。クジャウェンとかクバティナンとか呼ばれているものです。

その勉強として、スハルト第二代大統領の長女トゥトゥット氏がまとめた「Butir-butir 
budaya Jawa （ジャワ文化の種子）」を日本語訳を入れて私が毎月発行しているマガジンに掲
載しました。現在はその本の元になっている「Serat Centini （チェンティニ古文）」を掲載し
ています。
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Mengenal Indonesia 2

   Sejak pergi ke Indonesia dalam rangka perjalanan main musik pada liburan antara 
pelajaran sekolah, Maret 1981, kepala saya menjadi penuh denan Indonesia.  Saya nyangkut 
asosiasi penelitian Asia Tenggara di kampus juga.  Sebenarnya bukan anggota resmi.  Namun 
jangan-jangan lebih rajin daripada anggota resmi yang lain.
   Suatu hari, datang wakil rektor universitas PBB, prof. Kinhide Mushakoji untuk memberi 
ceramah.  Setelah selesai ceramah, saya ditunjuk untuk memberi pertanyaan sebagai wakil 
asosiasi penelitian Asia Tenggara.  Saya bertanya “Menurut bapak, kemajuan umat manusia 
itu apa?”  Pada waktu itu Prof. Mushakoji menjawab seperti “Itu adalah menanggapi 
keanekaragaman”.  Semboyan Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika”.  Dalam hati saya 
hubungan antara perdamaian dunia dan Indonesia menjadi lebih kuat lagi, dan demam 
Indonesia menjadi lebih panas lagi.
   Ngomong-ngomong, pada waktu itu, rektor universitas PBB (rektor pertama) adalah Bapak 
Prof. Soedjatmoko, orang Indonesia.  Hal ini sangat bangga bagi bangsa Indonesia, namun 
sayangnya sampai sekarang pun banyak orang Indonesia tidak tahu hal tersebut.  Memang 
waktu zaman Soeharto apa boleh buat, namun kalau sekarang, saya ingin banyak orang 
Indonesia tahu hal ini, dan mempunyai hati bangga sebagai orang Indonesia.  Saya berusaha 
bicara hal ini, dalam seminar saya.
   Saya baca hampir semua buku yang menulis mengenai Indonesia.  Namun pada waktu itu, 
buku tentang Indonesia hanya beberapa buku saja, maka bukan hal yang hebat.
   Tentu saja tema skripsi adalah Indonesia.  Kalau tidak salah, judul skripsi pertama yang 
diajukan adalah “Pancasila sebagai kunci perdamaian”.  Saya buat daftar isi seperti, latar 
belakang Pancasila, masing-masing isi Pancasila, pengertian Pancasila sekarang, pengertian 
Pancasila bagi saya sendiri (dikaitkan perdamaian dunia).  Dosen pembimbing saya 
melihat itu dan mengatakan “Ini tema yang sangat besar ya.  Mungkin bisa diatasi dengan 
menggunakan seumur hidup ya.”  Dan akhirnya saya mengajukan Bab 1 “Latar belakang 
Pancasila”, bagian 1 “Bhineka tunggal Ika”, bagian 2 “Gotong Royong” sebagai skripsi.
    Ngomong-ngomong, bagian 3 adalah “Kejawen sebagai filsafat Jawa”.  Karena dalam 
buku, saya baca kata-kata Soekarno presiden pertama Indonesia bahwa “Pancasila bukan 
saya yang ciptakan.  Hanya merapihkan pikiran apa yang ada di Jawa sejak dulu saja”, dan 
saya tahu “pikiran apa yang ada di Jawa sejak dulu” itu adalah filsafat Jawa.  Yang disebut 
Kejawen atau Kebatinan.
   Supaya belajar hal tersebut, saya terjemahkan “Butir-butir budaya Jawa” yang disusun Mba 
Tutut anak Soeharto dalam bahasa Jepang dan telah muatkan di dalam majalah elektrik yang 
setiap bulan saya terbitkan.  Sekarang memuatkan “Serat Centini” yang salah satu sumber 
“Butir-butir budaya Jawa”.



こむにかし　IJJuli 2020 No. 172 【　】　KOMUNIKASI

PT. INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES INDONESIA

e-mail : info@issi.co.id   Website : www.issi-bungkajuku.net

   tel. (021)8990-9861 Fax. 8990-7296

第二次大戦中にフローレス島を統治していたサトウ・タスク大尉の手記です。
原本は英語。それをインドネシア語に翻訳したものを出版社の協力を得て日本語の翻訳を添えて掲載できるようになりました。

Buku catatan Kapten Tasuku Sato, yang menangani pulau Flores, pada perang dunia kedua.  
Aslinya bahasa Inggris.  Dengan dukungan penerbit, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa tampilkan di sini, berikut terjemahan bahasa Jepang.

購入等の連絡は直接下記出版社まで。Jika ingin beli buku, tolong hubungi pernerbit yang ada di bawah ini.
Nusa Indah: e-mail: nusaindahende@yahoo.com  hendrik_kerans@yahoo.com

フローレスを偲んで    Aku Terkenang Flores
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Bagian Pertama: Tugas di lautan Pasifik
3. Ende dan Flores 1

   Akhirnya, saya pun sampai di tempat yang dituju.  Sebuah pesawat amfibi membawa saya dari 
Makasar hingga di pulau Flores.  Kami terpaksa mempergunakan pesawat amfibi, karena di sana 
tidak ada lapangan terbang.
   Dari udara, pemandangan kota Ende dan sekitarnya tampak indah dan menarik.  Sebuah teluk 
hampir berbentuk bujur sangkar dibatasi oleh jazirah berbukit-bukit yang menjurus ke selatan 
terletak di sebelah timur teluk.  Sebuah gunung api tampak sedang mengepul-ngepulkan asap 
kecil.  Tak ubahnya seperti nenek tua yang sedang duduk mengisap rokok.  Di tengah-tengah 
teluk terdapat sebuah pulau kecil dengan tanjung yang ditumbuhi hutan hijau, dengan pantai 
pasir keputih-putihan muncul di tengah-tengah air laut hijau kebiru-biruan.  Sungguh, ini bukan 
pemandangan perang, tetapi perdamaian.
   Ende, yang lebih merupakan sebuah kampung daripada kota, terletak di sudut utara teluk.  
Pada waktu itu, saat puncak musim panas.  Akan tetapi, pegunungan dan lembah-lembah tampak 
hijau ditumbuhi pohon kelapa dan kayu-kayu hutan.  Rumah-rumah yang beratap merah dengan 
tembok-tembok putih terhampar di sana-sini, di tengah-tengah alam hijau.  Dari udara, tampaknya 
seperti perkebunan kecil.  Serta merata, hatiku jadi haru menyaksikan panorama ini.
   Pesawat amfibiku melandai dan mengapung di atas permukaan air laut yang damai dan 
mengirimkan gelombang menuju pantai bagaikan sepasukan laskar.  Sebuah perahu datang 
menyambutku.  Dalam perjalanan menuju markas, aku bukan menemukan sikap permusuhan, 
melainkan ucapan selamat datang yang hangat dari rakyat Flores.  Laki-laki dan wanita 
berbaris memenuhi tepi jalan.  Banyak dari mereka mengibar-ngibarkan bendera Jepang, 
mengayubahagiakan opsir yang baru datang.  Dua orang putri cilik di markas memberiku sebuah 
kalungan bunga dan ucapan selamat datang.  Sikap mereka yang malu-malu, tetapi penuh 
keramahtamahan mengharukan hatiku.  Maklumlah, orang-orang Jepang adalah pencinta anak-
anak.
   Dalam hatiku timbul perasaan aneh, yaitu bahwa Flores akan memberikan pengaruh yang dalam 
terhadap diriku.  Karena semenjak saya menemui uskup dan imam dalam pesawat, pikiran-pikiran 
tentang agama telah mulai mekar dengan rasa ingin tahu dan penuh minat.  Aku sudah mulai 
meninggalkan sikap acuh tak acuh terhadap agama dan umat seperti yang dulu saya lakukan.
   Ada sebuah lapangan di tengah-tengah kota di bawah bayang-bayang pohon-pohon kapuk tua.  
Gedung-gedung yang berdiri di bawah bayangan pohon-pohon kapuk ini dulunya adalah kantor 
pemerintahan Belanda, yang sekarang dipakai sebagai tempat penjagaaan.  Markas kami dulunya 
adalah kantor pemerintahan kota dan terletak di ujung timur tangsi.  Di depan tempat kediaman 
kami, ada sebuah taman hijau yang menbujur sampai pantai sejauh kira-kira 100 meter.  Taman 
hijau itu disilang oleh beberapa jalan dan di teduhi oleh bayang-bayang pohon.  Beberapa rumah 
yang terletak di sisi barat dipakai sebagai kantor pemerintahan sipil.
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第１章　太平洋における任務

3. エンデそしてフローレス（１）

　ついに目的地に到着した。一機の水上飛行機が私をマッカサルからフローレスに運んだ。

我々は仕方なく水陸両用飛行機を利用した。なぜならそこには飛行場がなかったからである。

　上空から見るエンデの街そして周辺の景色は美しく興味深いものであった。湾はほとんど

長方形の形をしており、湾の東に位置し、南に延びる丘状の半島に遮られていた。一つの火

山が小さな噴煙を集めていた。老婆が座りながらタバコをふかしているようであった。湾の

中央には小さな島があり、突出した部分には青々と木々が生えていた。海岸は白く青みがか

った緑の海に映えていた。本当にこれは戦争の風景ではない。しかし平和の風景だ。

　湾の北の端に位置するエンデは街というよりは村という雰囲気だった。季節は乾季の真っ

只中であった。しかし、山々と谷はヤシの木やその他多くの木々に包まれ青々としていた。

緑の自然の中に、赤い屋根と白い壁の家々がここそこに散りばめられていた。空から見ると、

小さな畑のようであった。このパノラマを見て私の心は急に感動を覚えた。

　私を乗せた水陸両用飛行機は着水し、平和で部隊のような岸辺に向かって進む波の上に浮

かんだ。一艘の船が私を迎えに来た。本部に向かう間、私は敵に対する態度は感じなかった。

それどころか、フローレスの住民の暖かい歓迎を受けた。男女が道の両脇を埋め尽くしてい

た。彼らの多くは日本の国旗を振っていた。新たにやってきた将校を歓迎した。本部で二人

の可愛い少女から花輪を受け、歓迎の挨拶をされた。彼女らははにかみながらもとても友好

的で私は感動した。しょうがない、日本人は子供たちを愛する民族なのだから。

　私の中におかしな感情が芽生えた。それはフローレスが私に対し深い影響を及ぼすであろ

うという感覚だ。なぜなら、私が飛行機の中で牧師と指導者に会ってから、宗教に関する考

え方が、知りたい、関わりたいと広がり始めたからである。私は以前私がしていたような宗

教と信者に関する無関心さから離れ始めた。

　街の真ん中に古い棉の木の木陰にある一つの広場がある。この棉の木の木陰に立ついくつ

かの建物は、以前はオランダ政府の事務所であった。今は、管理棟として利用している。我々

の本部は以前は町の政府事務所であり、兵舎の東端にあった。我々の住まいの前には青々と

した庭があり、100 メートルほど先にある海岸に繋がっていた。その庭はいくつかの道が横

切り木々の木陰となっていた。西側にあるいくつかの家は民間政府の事務所として使われて

いた。
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 幼児教育の基本　　Dasar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 
最近、残念なことにインドネシアでもいじめの問題が出始めているようです。

私は個人的に幼児教育がいじめの問題に深く関わっているのではないかと思っています。
この度日本の幼児教育の大家であられる飯田和也先生のご協力で幼児教育についてのお考えを

掲載できる運びとなりました。
インドネシアのそして日本のいじめ問題その他に少しでも貢献できればとおもいます。

Sayangnya baru-baru ini, di Indonesia juga mulai muncul masalah bulling.  
Saya secara pribadi anggap masalah bulling satu penyebabnya ada di PAUD.  

Kali ini dengan kerja sama bapak Kazuya Iida seorang pakal PAUD besar di Jepang, 
dan bisa mengenalkan pikiran beriau.  

Saya berharap bisa kontribusi untuk mengatasi masalah bullying, baik di Indonesia maupun di Jepnag.
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　お母さん僕の手『技術』ばかり見ていないで僕の目「心」も見つめて・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　三歳児の参観日に親子で牛乳パックの独楽づくりの場面がありました。お父さんとお母さ
んが牛乳パックの四隅をはさみで切り込みを入れて真ん中にペットボトルのキャップを使っ
て独楽を作る場面でした。親は三歳児がシールを貼ったり、クレヨンの青で○を描いたり、
黄いろで描いたり、そしてピンクでハートマークを描くと「ママ見て・パパ見て」と言って
親にかかわっている場面がみられました。すると、お母さんたちは子どもの描いた花やハー
トマークを見て「上手」という言葉が聞かれました。その時、子どもたちの眼を見ると多く
の子どもたちはお母さんの眼・お父さんの眼を見つめているのでした。そこには子どもたち
は〈こんなにも工夫して形描いたよ、見て〉「こんなにもピンクの色見つけたよ , ほめて」「こ
んなにも〇がいつもと違って自分なりに面白く描けたよ」という訴えているまなざしがあり
ました。しかし、お母さんやお父さんは手＝技術が出来た場面しか見ていませんでした。親
の顔，目を見ていた子どもは反応のない親の眼を見てすぐに目をそらすのでした。
　このような親子の触れ合いからできた喜びを見ない・見れない・見ようとしない今までの
教育の問題点と言えます。特に、頑張ればだれでもできる・描けるといった精神論を重視し
てきた結果と言えるのではないでしょうか。子どもに技術や知識だけを身につけさせれば社
会で生きていけるといった考えと言えます。大学入試に取り入れられた〈思考力・判断力・
表現力〉は幼児教育に原点があります。知識・技術だけでなく新しい発見する思考力、色や
形が今までと違うことを判断する力、そして面白いことや不思議なことを見つけたとき、パ
パ見つけたよ・ママ面白いよ見てと共感を求めて親の眼を見つめます。その時の子どもの自
分には能力があるという自覚する時、パパから共感を得て自信をもつとき、さらにはママと
同じ楽しい時があると感じて意慾を持つ時が生きる力を与えるチャンスです。ここに高校ま
でに必要な思考力・判断力・表現力、そして知能テストで測れない忍耐・自尊心・自主性・
生き抜く力が育ちます。
　色を塗る技術・形をイメージして形を作る知識も大切と言えますが、最後まで我慢して集
中して色を塗り、ハートの形を見つけて丁寧に塗った時の子どもが自覚して能力を見つけ、
もっと描きたいという意慾をもった時のキラキラ輝いているまなざしを見つけて 10 年 / 20 
年先の生きる力「心」を育てるのが大切と言えます。幼児期の教育の大切さを再堪忍してい
ただきたいものです。親は死ぬまで子どもの能力を信じて困難を乗り切る力を身につけさせ
たいためです。
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Ibu, jangan melihat tangan ‘teknik’ melulu,
tapi tolong melihat mata “hati”-ku juga…

   Pada hari mengundang orang tua di TK usia 3 tahun, mencoba bikin gasing dengan 
kemasan susu.  Bapak dan ibu potong 4 sudut kemasan susu dan di tengah menggunakan 
tutupan botol aqua bikin gasing.  Begitu anak usia 3 tahun menempel stiker, bikin lingkaran 
biru dengan krayon, bikin gambar dengan warna kuning, menggambar bentuk hati dengan 
warna pink, anak ngomong “bu lihat, pak lihat”, menarik perhatian orang tua.  Dengan 
begitu para ibu, dengan melihat gambar bunga, gambar hati yang digambarkan oleh anak, 
berkata “pintar ya”.  Pada waktu itu, begitu melihat mata anak, kebanyakan anak justeru 
melihat mata ibu dan mata bapak.  Di situ mata anak mengatakan <aku rekayasakan sampai 
begini lho, lihat> “Begini mewarnai pink yang bagus lho, memuji dong” “Begini bisa gambar 
lingkaran tidak seperti biasa, menurut aku menarik lho”.  Akan tetapi ibu dan bapak hanya 
melihat kepintaran tangan = teknik saja.  Anak yang melihat muka / mata orang tua, dengan 
melihat mata orang tua yang tidak ada reaksi, tidak melihat muka / mata orang tua lagi.
   Dari hubungan orang tua dan anak demikian, saya merasa masalah pendidikan sampai 
sekarang, bahwa tidak melihat, tidak bisa melihat, tidak mau melihat kegembiraan selah bisa.  
Khususnya jangan-jangan hasil mementingkan teori usaha jiwa, bahwa jika berusaha siapa 
pun bisa, siapa pun bisa gambar.  Boleh dikaitkan hasil pikiran asal menanam teknik dan 
pengetahuan pada anak, akan bisa hidup di masyarakat.  Yang baru dimasukkan pada ujian 
masuk universitas <daya berpikir / daya memutuskan / daya ekspresikan diri> ada sumber 
di atas pendidikan anak usia dini (PAUD).  Bukan hanya pengetahuan / teknik, namun pada 
waktu menemukan daya berpikir yang menemukan hal yang baru, daya memutuskan / 
membedakan seperti warna dan bentuknya berbeda daripada sebelumnya, pada waktu 
menemukan hal yang menarik, hal yang ajaib, anak-anak menarik perhatian orang tua, 
seperti “Pak aku menemukan lho, ibu menarik lho”, dan melihat mata orang tua.  Dan jika 
anak merasa “saya mempunyai kemampuan” dan pada waktu mempunyai rasa percaya 
diri dengan dapat simpati dari bapak, pada waktu merasa sama-sama senang sama ibu dan 
meningkat motivasi, waktu itulah kesempatan emas untuk menanam daya untuk hidup.  
Dengan begitu bisa menumbuhkan daya berpikir / daya memutuskan / daya ekspresikan diri 
yang diperlukan sebelum SMA, dan daya sabar / percaya diri / pro-aktif / daya hidup sendiri 
yang tidak bisa diukur dengan test IQ.
   Boleh dikatakan penting juga teknik mewarnai, pengetahuan untuk imaginasi bentuk 
dan membuat bentuk, namun anak yang mewarnai sampai selesai dengan sabar, dengan 
konsentrasi, menemukan bentuk hati dan mewarnai dengan teliti, dengan sadar sendiri 
menemukan kemampuan sendiri.  Dengan begitu yang penting, menemukan mata bersinar 
yang mempunyai keinginan mau menggambar lebih banyak lagi, dan mengembangkan daya 
hidup / “hati” untuk 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang.  Sebagai orang 
tua, ingin menanam daya menghadapi kesulitan terhadap anak sendiri, dengan percaya 
kemampuan anak, sampai meninggal.
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 人間について考える　　Memikirkan mengenai manusia

日蓮正宗の御僧侶であられる笠松介道さんにお願いして毎月お感じになっておられることを書いていただくこ
とになりました。仏教の御僧侶ではありますが、インドネシアには「神への信仰（宗教は違っても同じものを
信じている）」という考え方があります。正しい考え方は万国共通であると思います。このシリーズがインド
ネシアの発展のための一助になればと思います。
Dengan meminta bapak Kasamatsu Kaidoo seorang biksu dari Nichiren Shooshuu, menulis apa yang 
dipikirkan olehnya pada setiap bulan.  Walaupun beliau biksu agama Budha, namun di Indonesia ada filsafat 
“Ketuhanan yang maha esa (walaupun agamanya berbeda tapi apa yang dipercaya hanya satu)”.  Saya berpikir 
kalau pikiran yang benar adalah universal.  Saya berharap serial ini menjadi suatu sumbangan demi kemajuan 
Indonesia.

人間の基本　４８

　『子育て』を考える時、我が子に対して愛しさを感じない親はいない。特に母親は自らの生命を
賭して、妊娠・出産・育児に専念する事から考察すると、父親が考え感じている処の「子育て」と
はそのその観念には大きな「差」が生じる。私とて父親であるからこそ、確かに「子育て」には関
与して現在に至っているが、正直「子育て」の最中に本稿の記述内容に気付く事は出来なかった。
　しかし本稿を寄稿するに当たり、誰にでも容易に理解可能な『人間の本質』を論じるには、私達
一人一人の人間が必ず経験している事に気づかなければならない。それは私達は必ず親の子である
事が前提でこの世に存在しており、更には子の親として、孫の祖父母としての存在が大多数を占め
ている。中には早く親を亡くしたり、これから親になるかも知れない人達もいるが、覚えていても
いなくても生まれたての乳幼児から人間として、様々な経験を経て現在に至っている筈だ。
　自分の親、若しくは親代わりのの人がいた事実を直視する時、自分の親がどうであったか！？自
分が親としてどうであったか！？或いは自分が子供としてどうであったか！？を振り返る事は誰に
でも出来る。但しその時に「悪い親」だったとか「悪い子供」だったと思う事だけは止めるべきで
ある。理由は「悪い」＝「嫌い」と云う感情がもたらす考え方であり、五感から生じる「後付けの
感覚」である。重ねて記述するが『好き嫌い』の感情は五感から生じる。この「五感」が確立する
のは恐らく子供の立場ならば思春期以降であり、親の立場ならば「子育て」が終了してからになる
と思われる。
　人間はその成長過程に於いて、幼少期には食べ物に関しての「好き嫌い」が起こり、少年期から
青年期には勉強・遊び・趣味など、自分の価値観に沿っての「好き嫌い」が生じてくる。そしてそ
の価値観は直ぐに数字や「お金」等で換算がし易い基準を自分なりに設け、可視化する事で比較が
容易なモノから順次に「好き嫌い」と云う判断へと移行して行く。しかもその感情が起こす「価値観」
は環境に依って変化する事から不安定である為、「好き嫌い」も変化してしまう。
　こうした不安要素を排除した上で、自分の幼少期から現在に至る親子の関係・自分の子供が幼少
期から現在に至る親子の関係を思い出して欲しい。そこには完璧な親や子供の存在は無くても、有
るべき純粋な『子育て』を感じる事が可能となる筈である。そこには自分が子供として親と向かい
合い、或いは親として子供に向かい合った『喜ぶ心と悲しむ心』の真実の姿がハッキリと浮かび上
がってくる筈である。
　人間は不思議な事に、自分が親に育てられた様に自分の子供を『子育て』してしまう習性がある
ようだ。考えてみれば人間に限らず生き物はそうして『種の保存』を行ってきたのだが、人間社会
だけが激しい変化の中に晒されて、歴史や文化に右往左往しながら本来の『種』としての有るべき
姿を見失っているのかも知れない。
　『子育て』とは現在だけの行為では無く、人間と云う『種』が遙か昔の過去から遠い未来の果て
まで永遠に続けなければならない『種』の営みである事は明白である。個人・家族・一族・種族・
国家等々、人間の『主張』は多岐に亘るが『種』としての『主張』をする為には『人間の本質』を
理解する必要がある。

13
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Dasar manusia 48

   Pada waktu memikirkan “mengasuh anak”, tidak ada orang tua yang tidak merasa sayang 
terhadap anak sendiri.  Khususnya kalau ibu, jika dipikirkan dia hamil / melahirkan / mengasuh 
anak dengan menaruh nyawa sendiri, di atas pikiran “mengasuh anak” sangat “berbeda” daripada 
apa yang dipikirkan oleh bapak.  Saya sendiri karena bapak, menyangkut “mengasuh anak” dan 
menjadi sampai sekarang, namun secara jujur, tidak bisa menyadari terhadap apa yang ditulis di 
sini selama masa “mengasuh anak”.
   Namun demikian, untuk menulis ini, untuk membicarakan “dasar manusia” yang dapat 
dipahami oleh siapa pun, harus menyadari bahwa kita satu orang satu orang pasti mengalaminya.  
Maksudnya kita berada di dunia ini, berdasarkan suatu syarat bahwa kita adalah anak dari orang 
tua.  Di tambah lagi, kebanyakan sedang berada sebagai orang tua untuk anak, nenek / kakek 
untuk cucu.  Di antara itu, memang ada yang kehilangan orang tua sejak dini, atau ada pula 
yang menjadi orang tua nanti.  Namun ingat tidak ingat, sejak balita yang baru lahir, melalui 
pengalaman-pengalaman sebagai manusia, baru menjadi kondisi seperti sekarang.
   Jika memikirkan suatu kenyataan bahwa ada orang tua sendiri, atau pengasuh sendiri, siapa 
pun bisa memikirkan kembali seperti, orang tua sendiri dulu seperti apa!?  Diri sendiri seperti apa 
sebagai orang tua!?  Atau, diri sendiri seperti apa sebagai anak!?  Namun demikian, pada waktu itu, 
jangan berpikir “orang tua yang jelek” “anak yang jelek” pada waktu itu.  Karena pikiran itu adalah 
suatu pikiran yang lahir dari emosi “jelek” = “tidak suka”, dan “perasaan yang ditanami belakangan 
hari” yang dilahirkan oleh “panca indra”.  Saya ulang lagi.  Emosi “suka / tidak suka” lahir dari 
panca indra.  Yang mendapatkan “panca indra” diperkirakan sebagai anak, setelah remaja, dan 
sebagai orang tua, setelah selesai “mengasuh anak”.
    Namanya manusia, dalam masa pertumbuhan, pada masa balita, muncul “suka / tidak suka” 
mengenai makanan, dan masa anak dan remaja muncul “suka / tidak suka” yang ada kaitan 
penilaian sendiri, seperti belajar / main / hoby dsb.  Dan mengenai penilaian tersebut, mengadakan 
standar sendiri yang mudah dihitung seperti angka dan “uang”, lalu dengan dijadikan agar bisa 
kelihatan, dari sesuatu yang mudah dibandingkan, sedikit-demi-sedikit pindah pada keputusan 
seperti “suka / tidak suka”.  Di tambah lagi, kalau “penilaian” yang berdasarkan emosi tersebut, bisa 
berubah tergantung lingkungan, dan karena tidak stabil, maka “suka / tidak suka” pun akan bisa 
berubah pula.
   Tolong memikirkan kembali hubungan orang tua anak diri-sendiri, sejak balita sampai sekarang 
/ hubungan orang tua anak sejak anak sendiri balita sampai sekarang, tanpa memasukkan elemen-
elemen tidak stabil yang tadi.  Di situ, walaupun tidak ada keberadaan orang tua atau anak yang 
sempurna, mestinya bisa merasakan kondisi “mengasuh anak” yang semestinya dan tulus.  Dan di 
situ, mestinya bisa memikirkan kembali sosok nyata secara jelas berdasarkan “hati senang dan hati 
sedih”, menghadapi diri sendiri sebagai anak terhadap orang tua / menghadapi diri sendiri sebagai 
orang tua terhadap anak.
   Namanya manusia, ajaibnya, ada kebiasaan “mengasuh” anak sendiri, seperti diri sendiri 
diasuh oleh orang tua.  Jika dipikir-pikir, namanya makhluk hidup, bukan hanya manusia saja, 
dengan demikian melakukan “menahan species”.  Namun hanya manusia saja dilemparkan dalam 
perubahan drastis, dan sambil sana sini di atas sejarah dan budaya, ada kemungkinan kehilangan 
sosok yang mestinya sebagai “species” yang sebenarnya.
   Namanya “mengasuh anak”, bukan kelakuan untuk sekarang saja, namun suatu keinginan sebagai 
“species” yang mana harus melanjutkan terus menerus secara abadi dari sejak dulu sekali sampai 
masa depan yang sangat jauh, sebagai “species” bernama manusia.  Apa yang ingin “dititikberatkan” 
sebagai manusia berbagai macam, seperti pribadi / keluarga / keluarga besar / suku / negara dsb., 
namun untuk “mentitikberatkan” sebagai “species”, perlu mengetahui “dasar manusia”.

14
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 水物語　　Cerita Air

「地球上の問題の大元は水にある」そう語る元映像作家の惣川修さん。その惣川さんにどうしてそのような核
心にいたり、今、どのようなことをやっているのかを語っていだだきます。
“Sumber masalah bumi ada di air”, bapak Osamu Sokawa, mantan pencipta film mengatakan demikian.  
Diceritakan kenapa sampai memikirkan begitu, dan sekarang melalukan hal seperti apa.

15

私が重要視しているのは、ORP の変化です。当初＋３７０mmv の処理水にサビ釘を投入
して１時間後には
－１３４mmv まで下がっています。
　Yang saya mementingkan adalah perubahan ORP.  Di air diolah MZ yang awal dalam 
kondisi +370mmv, memasuki paku berkarat, dan setelah 1 jam turun sampai -134mmv.

ORP 値は酸化還元電位を測っているものです。今の地球の生命に関わる環境は酸素主体です。
酸素を使って養分を酸化＝燃焼させてエネルギーを得て生きています。従って、酸化してい
ることが生きている活動の証拠＝結果です。酸化すると疲れます。疲れると休みます。休ん
でいる間に体の代謝は酸化しているものを取り替えたり、還元したりして次の行動が出来る
ようにしています。だから、水に酸化還元力があると言うことは素晴らしいこと、ありがた
いことです。レベルの高い構造水はこの力を持っているはずだと実験をしたのが以下です。

水物語　その３7  Cerita Air 37

水つくりＭＺ型で処理した水の検査の内、殺菌力テスト（大腸菌・サルモネラ菌・ブドウ状菌）
と名水判定成分分析（１０項目）と共鳴磁場分析（陰陽１０項目 + ５項目）は、実費を頂い
て実施しています。

Di antara test air terhadap air diolah tipe MZ, test mematikan kuman (E.coil, 
Salmonella,Staphylococcus aureus) dan analisa syarat air unggul (10 item), serta Resonance 
magnetic field analysis (positif negatif 10 item + 5 item), dilakukan dengan memungut biaya.

無料で行っているのは、基本計測（残留塩素濃度・ＰＨ・ＥＣ・ＯＲＰ）で次写真のよう
にして報告しています。

Yang dilakukan dengan gratis, adalah pengukuran dasar (persentase sisa chlorine / PH / 
EC / ORP), dan dilaporkan seperti foto-foto berikut ini.

PH 7.53 残 留 塩 素 (sisa 
chlorine) (dibawah)0.2ppm
以下 ORP 370mmv    

PH 7.53 残留塩素 (sisa chlorine)
 (dibawah)0.2ppm 以下 ORP 370mmv    

１時間後の ORP
(ORP setelah 1 jam) － 134mmv
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　Angka ORP adalah hasil pengukuran Oxygen reduction potential.  Kondisi lingkungan 
yang mempengaruhi kehidupan bola bumi sekarang, adalah oksigen itu sendiri.  Kita hidup 
dengan menggunakan oksigen, lalu zat dioksidasikan = membakar, dan dapat energi.  Oleh 
karena itu, oksidasi itulah bukti = hasil kita hidup.  Jika dioksidasi kita capek.  Jika capek 
kita istirahat.  Selama istirahat dengan fungsi metabolisme, yang dioksidasi diganti, atau 
direduksi, ditata supaya bisa melakukan aktivitas berikut.  Maka jika di air ada daya reduksi 
１、 前テスト＜ H ２３. １. ２〜１８＞
MZ 型通過水には、酸化した鉄錆を還元して黒サビ（還元鉄）化する作用のあることは、実
証体験的には知っていましたが、どんな風に、どの程度、そして何故そうなるのかについて
は調べていませんでした。昨年の暮れの大掃除で、偶然に実験に適した錆びた釘が 9 本見つ
かり、年明けの１月２日からテストを実施しました。
Test pertama <Tanggal 1 -18 Januari 2011>
Di atas air diolah tipe MZ, telah diketahui ada fungsi reduksi karat besi dan dijadikan karat 
hitam (besi yang telah dikembalikan).  Namun belum diteliti dengan bagaimana? Sejauh 
mana? Dan kenapa?
Dengan pembersihan rumah besar-besaran pada akhir tahun lalu, ditemukan paku berkarat 
sebanyak 9 batang, dan dari tahun baru (tanggal 2 Januari) mengadakan test.

実験開始から約半月、サビ釘がどこまで変化しているのかを見るために、取り出して一晩乾
燥させることにしました。翌 18 日の朝、乾燥したサビ釘を観察すると、柔サビと赤サビが
剥離して、部分的に黒サビ化しているのが認められました。（記録写真は何故か暗く写ってい
ますが、大きくすると確認できます。）
Setelah mulai test kira-kira setengah bulan, untuk memastikan paku berkarat berubah sejauh 
mana, mengeluarkan dan dikeringkan dalam satu malam.
Pagi hari tanggal 18, begitu memantau paku berkarat, ternyata terlihat bahwa karat lunak 
dan karat merah terlepas, dan ada bagian yang menjadi karat hitam. (Kalau foto, entah 
kenapa menjadi gelap, namun jika dibesarkan bisa kelihatan.)

Paku berkarat yang asli
Paku berkarat yang menjadi hitam, 

karena direduksi
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 実践トヨタ流モノづくり　　Praktek Memproduksi dengan cara TOYOTA

㈱平山の平山社長のご好意により、トヨタ流のモノづくりに関する本の内容を掲載することになりました。
トヨタ流のモノづくりを学び、みなさんの工場が更に発展することを願っています。

Dengan baik hati dari Bapak Hirayama selaku presiden direktur HIRAYAMA, 
kami bisa mengenalkan isi buku yang menjelaskan memproduksi cara TOYOTA.  

Kami berharap dengan mempelajari buku memproduksi cara TOYOTA dan pabrik anda lebih maju lagi.
㈱平山の詳しい情報につきましては下のホームページをご覧ください。

Mengenai informasi lebih lanjut HIRAYAMA silahkan mengunjungi website
http://www.hirayamastaff.co.jp/index.html

かんばんの運用ルール（12）

(2) ルールその 4 生産を平均化する 5
混流ラインは、効率的な治具・工具の入れ替えだけではなく、点数の増える部品の入れ替

えも短時間でできるようにしなければならない。A から B に変更する場合、A に使っていた
部品をライン外に出し、次に B の部品を入れるというように、品種変更の都度、すべてを入
れ替えていたのでは時間もかかる。めんどうな作業は避けたいと願うのが人のつねである。
しかし、入れ替えを 1 回でも少なくすることを考えるようになると、苦労して改善した治具
の段取り替えの効率化も生きない。段取り替えは、関連するすべての作業の効率を向上させ
て初めて効果的となる。

そこで、A、B、C の品物に使う部品をすべての工程に少量を置き、使われた分だけを定期
的に補充するみずすましを仕立てる。30 分に１回、対象と定めたラインを巡回する仕組み
にして、それぞれのラインの各工程には A、B、C の各品物を構成する部品を１品種ごとに、
30 分間に使われる量を入れた容器を各２箱準備する。そして、みずすましの発着位置と 30
分間隔の巡回スタート時間を決める。

生産開始を午前 8 時の始業とすると、初回の巡回スタートは午前 8 時 30 分で、8 時から
8 時 30 分の間に使われた部品の空容器を回収して、部品置き場に行き、集荷後、発着位置
に戻り、次の 9 時スタートの巡回からは集荷した部品をラインに投入しながら、8 時 30 分
から9時までの30分間に使われた部品の空容器を回収して回る。以降はこの繰り返しとした。

この仕組みでとくに気をつけなければならないのは、それぞれの工程に A、B、C の各品物
を構成する部品が置かれてることである。だから、使い分けを間違わないように、記号や絵
での表示などの他に、現在使っている部品だけが取り出しできて、それ以外の部品にはふた
をして取り出せないようにする品質対策を怠らないことである。

治具改善も生産の仕組みづくりも大変で、そこには、多くの知恵の結集だけではなく、現
状の実態を克明に把握しなければならない。人はどうしても楽をしたい。そのためには、一
度に多くの部品を投入したい、１つの品物を一度に多くつくりたいとの思いは、かえって複
雑な生産調整や、部品の調達に苦労するような仕事をつくり出すこともある。

日刊工業新聞社、竹内俊夫著、㈱平山監修、
「実践トヨタ流モノづくり　図解で自動車生産世界一の極意を学ぶ」より
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Aturan penggunaan KAMBAN 12

(2) Aturan keempat  Stabilisasikan produksi 5
Kalau line mengalir bercampur, bukan hanya ganti jig / tool dengan efisien saja, harus 

diatur agar ganti parts yang menambah jumlah pun bisa dilakukan dalam waktu singkat.  
Apabila merubahkan dari A ke B, parts yang telah digunakan untuk A, mengeluarkan pada 
luar line, kemudian memasuki parts B.  Seperti itu, kalau setiap kali ganti model semua 
diganti, butuh waktu yang lama.  Setiap orang berpikir, ingin menghindari pekerjaan yang 
merepotkan.  Akan tetapi, jika mulai berpikir 1 kali pun ingin mengurangi pergantian, 
efisiensi ganti model (DANDORI) jig yang melakukan perbaikan (KAIZEN) yang mati-matian 
pun menjadi tidak begitu berguna.  Namanya ganti model (DANDORI), dengan meningkatkan 
efisiensi segala pekerjaan terkait, baru menjadi efisien.

Di situ, meletakkan parts yang digunakan semua produk A, B, C di semua proses, dengan 
sedikit, dan hanya jumlah yang telah digunakan saja menambah secara teratur.  Untuk itu 
menyediakan “kecebong”.  Bikin sistem bahwa 30 menit sekali kelilingi line yang dinyatakan 
tempat tugas, dan masing-masing proses di masing-masing line, dan menyediakan wadah 
yang dimasuki sejumlah parts yang digunakan dalam 30 menit, per-satu-model, yang 
membentuk masig-masing produk A, B, C.  Lalu, menentukan posisi mulai “kecebong” dan 
waktu mulai keliling setiap 30 menit.

Jika dianggap mulai produksi jam 8 pagi, mulai keliling pertama kali adalah 8:30 pagi, 
dan mengambil wadah yang kosong yang mana partsnya telah digunakan dari jam 8 sampai 
8:30, lalu pergi ke tempat menaruh parts, setelah mengumpulkan, kembali ke posisi mulai, 
dan dari keliling mulai jam 9 berikut, sambil memasuki / membagi parts yang telah diambil 
pada line, mengumpulkan wadah kosong yang telah digunakan parts selama 30 menit, dari 
jam 8:30 sampai jam 9.  Selanjutnya berulang seperti itu terus.  Menentukan seperti itu.

Di dalam sistem ini, yang perlu diperhatikan secara khusus adalah, di masing-masing 
proses, diletakkan parts yang menjadi bagian masing-masing produk A, B, C.  Oleh karena 
itu, supaya tidak salah penggunaan, selain nomor dan tanda dengan gambar, harus jangan 
lupa tindakan quality, seperti hanya parts yang sekarang gunakan saja bisa ambil dan parts 
selain itu tidak bisa ambil dengan ditutupi.

Repot baik perbaikan (KAIZEN) jig maupun memuat sistem produksi, dan di situ, bukan 
mengumpulan ide banyak saja, harus menanggapi kondisi nyata sekarang dengan teliti.  
Namanya manusia maunya tidak capek.  Untuk itu ingin memasuki banyak parts sekaligus, 
sekaligus ingin bikin produk 1 jenis sebanyaknya.  Jika memikirkan begitu, malah kadang-
kadang membuat pekerjaan yang mana perlu kontrol produksi yang rumit dan susah payah 
menyediakan parts.
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2020 年 7 月のセミナーのご案内　　Info Seminar bulan Juli 2020

	15 日（水）16 日（木） Tanggal 15 (Rabu) & 16 (Kamis)    
報連相 (HRS)  Seminar HORENSO, (Komunikasi dalam perusahaan)   [ OKU ]

  　職場における報連相の重要性、そして報連相をいかに深めるかを学びます。
　　Mempelajari bagaimana pentingnya HORENSO, dan bagaimana mendalaminya.

	22 日（水）23 日（木） Tanggal 22 (Rabu) & 23 (Kamis)      
人の扱い方 (JR) 　　　 Cara menata hubungan manusia    [ OKU ]

1950 年から導入され、現在まで活用されている素晴らしい研修です。
Training yang sangat bagus, yang terus-menerus diterapkan sejak 1950.

※	上記セミナーの具体的な内容は直接 PT. ISSI にお問い合わせください。
※	 Informasi selanjutnya mengenai seminar di atas ini, tolong hubungi PT. ISSI
※	全てインドネシア語によるセミナーです。Semua seminar menggunakan bahasa Indonesia.
※	参加者には E マガジン「こむにかしＩＪ」の全てのバックナンバーが入った CD-ROM をお渡し

しています。
※	 Peserta seminar mendapatkan CD-ROM yang berisi E-Magazine “Komunikasi IJ” semua edisi 

selama ini.

講師 / Trainer : 1. Oku Nobuyuki [ OKU ]      

	 Investasi 0.5 hari training : Rp.650.000,- / orang 半日間セミナーの参加費　：Rp.650.000,- / 名
	 Investasi 1 hari training : Rp.1.280.000,- / orang 一日間セミナーの参加費　：Rp.1.280.000,- / 名
	 Investasi 2 hari training : Rp.2.380.000,- / orang 二日間セミナーの参加費　：Rp.2.380.000,- / 名

Biaya bahan training : Rp.50.000,-/orang  教材費　: ５万ルピア／名
*Belum termasuk PPh 23

Kami menerima InHouse Training juga　　　企業内研修も受け付けています
Investasi In House Training  Rp.9.800.000,- / hari   ( jumlah peserta max 24 orang )
イン・ハウス料金　 　Rp.9.800.000,- / 日　  ( 参加者数は　24 名　)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Formulir Pendaftaran Training PT. ISSI

Saya mendaftarkan diri pada Seminar  : □ HRS      □ JR      
Nama Lengkap Peserta (e-mail / HP) :                                                                                
Nama Lengkap Pendaftar * (e-mail / HP) :                                                                               
      Pendaftar : Penanggungjawab perusahaan
Nama Perusahaan (Jenis usaha)  :                                                                                
No. Tel. Kantor     :                                                          
No. Fax. Kantor     :                                                                               
Alamat Kantor     :                                                            
Cara pembayaran    :  □ Transfer  □ Cash 
Nomor rekening     : PT. ISSI Bank BCA KCP Lippo Cikarang 5220302085
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2020 年 8 月のセミナーのご案内　　Info Seminar bulan Agustus 2020
	 10 日（月）   Tanggal 10 (Senin) 　　       [ IDR ]

保全およびエンジニアリングのための問題解決実習 (PSM)   
Practical Problem Solving for Maintenance and Engineer
QC7 つ道具を用いて工業機械の故障／問題に対処し、三現主義を元に機械の故障の分析を行います。
Mengatasi kerusakan/masalah pada mesin industri dengan menggunakan QC 7 Tools, dan melakukan 
analisa kerusakan mesin dengan menggunakan metode 3-gen.  

	 18 日（火）   Tanggal 18 (Selasa)      
トヨタ式改善 (KZN)  Mari kita KAIZEN berdasarkan Toyota Way            [ OKU ]

  　トヨタの考え方を基本にした改善および問題の解決の仕方を学びます。
Mempelajari KAIZEN dan cara memecahkan masalah berdasarkan filsafat Toyota Way.

	 19 日（水）   Tanggal 19 (Rabu) 
 工場の５Ｓ (5S)  5S untuk Pabrik                [ OKU ] 　 

様々な実例から、５Ｓの大切さ、５Ｓの推進の仕方を学びます。    
Mempelajari pentingnya 5S dan cara menjalankan 5S, melalui berbagai contoh.

	25 日（火）26 日（水）  Tanggal 25 (Selasa) & 26 (Rabu)      
仕事の教え方 (JI) 　　　       Cara mengajarkan pekerjaan    [ OKU ]

1950 年から導入され、現在まで活用されている素晴らしい研修です。
Training yang sangat bagus, yang terus-menerus diterapkan sejak 1950.

※	 上記セミナーの具体的な内容は直接 PT. ISSI にお問い合わせください。
※	 Informasi selanjutnya mengenai seminar di atas ini, tolong menghubungi PT. ISSI
※	 全てインドネシア語によるセミナーです。Semua seminar menggunakan bahasa Indonesia.
※	 参加者には E マガジン「こむにかしＩＪ」の全てのバックナンバーが入った CD-ROM をお渡ししています。
※	 Peserta seminar mendapatkan CD-ROM yang berisi E-Magazine “Komunikasi IJ” semua edisi selama ini.

講師 / Trainer : 1. Oku Nobuyuki [ OKU ]          2. Indro Agung Handoko [ IDR ]     

	 Investasi 0.5 hari training : Rp.650.000,- / orang 半日間セミナーの参加費　：Rp.650.000,- / 名
	 Investasi 1 hari training : Rp.1.280.000,- / orang 一日間セミナーの参加費　：Rp.1.280.000,- / 名
	 Investasi 2 hari training : Rp.2.380.000,- / orang 二日間セミナーの参加費　：Rp.2.380.000,- / 名

Biaya bahan training : Rp.50.000,-/orang  教材費　: ５万ルピア／人
*Belum termasuk PPh 23

Formulir Pendaftaran Training PT. ISSI
Saya mendaftarkan diri pada Seminar  : □ PSM      □ KZN     □ 5S       □ JI       
Nama Lengkap Peserta (e-mail / HP)  :                                                                 
Nama Lengkap Pendaftar * (e-mail / HP) :                                                                

*Pendaftar :Penanggungjawab perusahaan                       
Nama Perusahaan (Jenis usaha)  :                                                                 
No. Tel. Kantor     :                               
No. Fax. Kantor     :                                                                
Alamat Kantor     :                                                              
Cara pembayaran      : □ Transfer  □ Cash   　
Nomor rekening     : PT. ISSI Bank BCA KCP Lippo Cikarang 5220302085
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ぱずる　で　ばはさ　（介護編）

　　　　　　　　パズル感覚でインドネシア語を勉強しましょう。

「ぱずるでばはさ」では、日本語とインドネシア語との対比が色でわかるようになっています。
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ピース　１
prestasi  ﾌﾟﾚｽﾀｼ  実力
berprestasi ﾍﾞﾙﾌﾟﾚｽﾀｼ  実力のある
arti  ｱﾙﾃｨ  意味
berarti  ﾍﾞﾙｱﾙﾃｨ  意味のある
makna  ﾏｸﾅ  薀蓄（うんちく）
bermakna  ﾍﾞﾙﾏｸﾅ  薀蓄のある
atap  ｱﾀｯﾌﾟ  屋根
beratap  ﾍﾞﾙｱﾀｯﾌﾟ  屋根のある
dasi  ﾀﾞｼ  ネクタイ
berdasi  ﾍﾞﾙﾀﾞｼ  ネクタイをした
unjuk rasa  ｳﾝｼﾞｭｯｸ ･ ﾗｻ  デモ
berunjuk rasa ﾍﾞﾙｳﾝｼﾞｭｯｸ ･ ﾗｻ デモをする
canda  ﾁｬﾝﾀﾞ  ふざけ
bercanda  ﾍﾞﾙﾁｬﾝﾀﾞ  ふざける
untung  ｳﾝﾄｩﾝ g  幸運
beruntung  ﾍﾞﾙｳﾝﾄｩﾝ g  幸運な
warna  ﾜﾙﾅ  色
berwarna  ﾍﾞﾙﾜﾙﾅ  色をした
tanduk  ﾀﾝﾄﾞｩｯ k  角（つの）
bertanduk  ﾍﾞﾙﾀﾝﾄﾞｩｯ k  角のある
cat  ﾁｬｯ  ペンキ
bercat  ﾍﾞﾙﾁｬｯ  ペンキを塗った
kerah  ｸﾗ h  襟（えり）
berkerah  ﾍﾞﾙｸﾗ h  襟のある
uban  ｳﾊﾞﾝ  白髪（しらが）
beruban  ﾍﾞﾙｳﾊﾞﾝ  白髪のある
kokok  ｺｺｯ k  鶏の鳴き声
berkokok  ﾍﾞﾙｺｺｯ k  鶏が鳴く
lendir  ﾚﾝﾃﾞｨﾙ  涎（よだれ）
berlendir  ﾍﾞﾙﾚﾝﾃﾞｨﾙ  涎をたらした
ingus  ｲｸﾞ s  鼻水
beringus  ﾍﾞﾙｲｸﾞ s  鼻水をたらした
kobar  ｺﾊﾞ r  広がる
berkobar  ﾍﾞﾙｺﾊﾞ r  燃え広がる
salju  ｻﾙｼﾞｭ  雪
bersalju  ﾍﾞﾙｻﾙｼﾞｭ  雪に覆われた
asap  ｱｻｯ p  煙
berasap  ﾍﾞﾙｱｻｯ p  煙の出た
telor  ﾄﾛｰﾙ  卵
bertelor  ﾍﾞﾙﾄﾛｰﾙ  卵を産む
anak  ｱﾅｯ k  子ども
beranak  ﾍﾞﾙｱﾅｯ k  子どもを産む
karat  ｶﾗｯ t  錆（さび）
berkarat  ﾍﾞﾙｶﾗｯ t  錆がある

パズル　１９
Mari bekerjadengan bersemangat.

元気に仕事をしましょう。
1. Usahakanlahagarmemberijasa yang berarti.
 ｳｻﾊｶﾝﾗ h ｱｶﾞｰﾙﾒﾝベリジャサ ﾔﾝ g ﾍﾞﾙｱﾙﾃｨ
 意味のあるサービスをするように努力しなさい。
2. Tidak boleh berhentidilorong.
 ﾃｨﾀﾞｯ ﾎﾞﾚ h ﾍﾞﾙﾊﾝﾃｨ　ディ　ロロン g
 通路で立ち止まってはいけません。
3. Mengakuilahbersalah, supayakesalahan sendiribisa diperbaiki.
 ﾑｶﾞｸｲﾗ h ﾍﾞﾙｻﾗ h､ ｽﾊﾟﾔｸｻﾗﾊﾝ ｽﾝﾃﾞｨﾘﾋﾞｻ 　ﾃﾞｨﾍﾟﾙﾊﾞｲｷ
 自分の間違いを直せるように間違いを認めなさい。
4. Orang yang berdasi biruadalahcustomer kitayang penting.
 ｵﾗﾝ g ﾔﾝ ﾍﾞﾙﾀﾞｼ ﾋﾞﾙｱﾀﾞﾗ h ｶｽﾀﾏﾙ ｷﾀﾔﾝ 　ﾌﾟﾝﾃｨﾝ g
 青いネクタイをしている人は、我々の重要 なお客様です。
5. Berhati-hatilahwaktumenyalakanapi.
 ﾍﾞﾙﾊﾃｨｰﾊﾃｨﾗ h ﾜｸﾄｩムニャラｶﾝアピ
 火をつけている時は注意しなさい。

解説

1. 動詞の後ろに lah をつけると、「～しなさい」と
いう命令形になります。

2. 一般的に、ber には「～を伴う」という意味があ
ります。

3. ber の後ろに数をつなげて berdua, bertiga にする
と「２人で」「３人で」といった意味になります。

4. ｂｅｒが語感に付く時のきまり
・語感の頭の文字がｒの時、ｂｅｒはｂｅとなる。
　 ｒｅｎａｎｇ　→　ｂｅｒｅｎａｎｇ
・語感の第一音節の終わりの音がｅｒ（あいまい音のｅ
＋ｒ）の時、ｂｅｒはｂｅとなる。
　　　　ｋｅｒｊａ　→　ｂｅｋｅｒｊａ
・例外的にｂｅｒがｂｅｌとなる場合もある。
　　　　ａｊａｒ　→　ｂｅｌａｊａｒ
・動詞や名詞に付いて動詞になる場合
　 ajar  「教える」　belajar「勉強する」
   kerja 「仕事」　　bekerja  「仕事する」
   renang 「水泳」　　berenang  「泳ぐ」
   lari  「走る、逃げる」 
  berlari「走る、逃げる」

seri  ｾﾘ  輝き
berseri  ﾍﾞﾙｾﾘ  輝いた
keriput  ｸﾘﾌﾟｯ t  皺（しわ）
berkeriput  ﾍﾞﾙｸﾘﾌﾟｯ t  皺のある
kabung  ｶﾌﾞﾝ g  悲しみ
berkabung  ﾍﾞﾙｶﾌﾞﾝ g  悲しみに満ちた
duka   ﾄﾞｩｶ  不幸
berduka  ﾍﾞﾙﾄﾞｩｶ  不幸にあった
air  ｱｲﾙ  水
berair  ﾍﾞﾙｱｲﾙ  水の出る
darah  ﾀﾞﾗ h  血
berdarah  ﾍﾞﾙﾀﾞﾗ h  血の出る
dusta  ﾄﾞｩｽﾀ  嘘（うそ）
berdusta  ﾍﾞﾙﾄﾞｩｽﾀ  嘘をつく
bohong  ﾎﾞﾎﾝ g  嘘（うそ）
berbohong  ﾍﾞﾙﾎﾞﾎﾝ g  嘘をつく
embun  ｴﾝﾌﾞﾝ  朝露
berembun  ﾍﾞﾙｴﾝﾌﾞﾝ  朝露の付いた
sinar  ｼﾅﾙ  光
bersinar  ﾍﾞﾙｼﾅﾙ  輝く
kuasa  ｸｱｻ  権力
berkuasa  ﾍﾞﾙｸｱｻ  権力を伴った
aksi  ｱｸｼ  行動
beraksi  ﾍﾞﾙｱｸｼ  行動を伴った
getar  ｸﾞﾀﾙ  振動
bergetar  ﾍﾞ r ｸﾞﾀﾙ  震える
goyang  ｺﾞﾔﾝ g  揺れる
bergoyang  ﾍﾞﾙｺﾞﾔﾝ g  振る
riak  ﾘｱｯ k  漣（さざなみ）
beriak  ﾍﾞﾙﾘｱｯ k  漣のたった
gelombang ｸﾞﾛﾝﾊﾞﾝ g  波
bergelombang ﾍﾞﾙｸﾞﾛﾝﾊﾞﾝ g  波のたった
buih  ﾌﾞｲ h  泡
berbuih  ﾍﾞﾙﾌﾞｲ h  泡のたった
busa  ﾌﾞｻ  泡
berbusa  ﾍﾞﾙﾌﾞｻ  泡のたった
cermin  ﾁｪﾙﾐﾝ  鏡
bercermin  ﾍﾞﾙﾁｪﾙﾐﾝ  鏡にうつす
nyanyi  ﾆｬﾆｨ  歌
bernyanyi  ﾍﾞﾙﾆｬﾆｨ  歌を歌う
kicau  ｷﾁｬｳ  囀（さえず）り
berkicau  ﾍﾞﾙｷﾁｬｳ  囀る
henti  ﾍﾝﾃｨ  停止
berhenti  ﾍﾞﾙﾍﾝﾃｨ  止まる
hembus  ﾍﾝﾌﾞｽ  吹く
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berhembus ﾍﾞﾙﾍﾝﾌﾞｽ  吹く
tiup  ﾃｨｳｯ p  吹く
bertiup  ﾍﾞﾙﾃｨｳｯ p  吹く
pagar  ﾊﾟｶﾞｰﾙ  塀
berpagar  ﾍﾞﾙﾊﾟｶﾞｰﾙ  塀のある
irama  ｲﾗﾏ  リズム
berirama  ﾍﾞﾙｲﾗﾏ  リズムを伴った
akar  ｱｶｰﾙ  根
berakar  ﾍﾞﾙｱｶｰﾙ  根の張った
kuah  ｸﾜ h  汁
berkuah  ﾍﾞﾙｸﾜ h  汁のある
resiko  ﾚｼｺ  リスク
beresiko  ﾍﾞﾙﾚｼｺ  リスクを伴った
olahraga  ｵﾗ h ﾗｶﾞ  スポーツ
berolahraga ﾍﾞﾙｵﾗ h ﾗｶﾞ  スポーツをする
kerja  ｸﾙｼﾞｬ  仕事
bekerja  ﾌﾞｸﾙｼﾞｬ  働く
kata  ｶﾀ  言葉
berkata  ﾍﾞﾙｶﾀ  言葉を発する
pikir  ﾋﾟｷｰﾙ  考え
berpikir  ﾍﾞﾙﾋﾟｷｰﾙ  考える
ajar  ｱｼﾞｬｰﾙ  教え
belajar  ﾌﾞﾗｼﾞｬｰﾙ  学ぶ
kumpul  ｸﾝﾌﾟ l  集まり
berkumpul  ﾍﾞﾙｸﾝﾌﾟ l  集まる
terimakasih ﾃﾘﾏｶｼ  ありがとう
berterimakasih ﾍﾞﾙﾃﾘﾏｶｼ  感謝する
lari  ﾗﾘ  走る
berlari  ﾍﾞﾙﾗﾘ  走る
jalan  ｼﾞｬﾗﾝ  歩く
berjalan  ﾍﾞﾙｼﾞｬﾗﾝ  歩く
pakaian  ﾊﾟｹｱﾝ  衣服
berpakaian ﾍﾞﾙﾊﾟｹｱﾝ  衣服を身に着ける
dandan  ﾀﾞﾝﾀﾞﾝ  化粧
berdandan  ﾍﾞﾙﾀﾞﾝﾀﾞﾝ   化粧する
rias  ﾘｱｽ  化粧
berias  ﾍﾞﾙﾘｱｽ  化粧する
hias  ﾋｱｽ  装飾品
berhias  ﾍﾞﾙﾋｱｽ  装飾された
tanya  ﾀﾆｬ  質問する
bertanya  ﾍﾞﾙﾀﾆｬ  質問する
korban  ｺﾙﾊﾞﾝ  犠牲
berkorban  ﾍﾞﾙｺﾙﾊﾞﾝ  犠牲になる
sedekah  ｽﾃﾞｶ h  喜捨
bersedekah ﾍﾞﾙｽﾃﾞｶ h  喜捨する
cinta  ﾁﾝﾀ  愛
bercinta  ﾍﾞﾙﾁﾝﾀ  愛する
santap  ｻﾝﾀｯ p  味わう
bersantap  ﾍﾞﾙｻﾝﾀｯ p  味わう
istirahat  ｲｽﾃｨﾗﾊｯ  休憩
beristirahat ﾍﾞﾙｲｽﾃｨﾗﾊｯ  休憩する
janji  ｼﾞｬﾝｼﾞ  誓い
berjanji  ﾍﾞﾙｼﾞｬﾝｼﾞ  誓う
gembira  ｸﾞﾝﾋﾞﾗ  感激・喜び
bergembira ﾍﾞﾙｸﾞﾝﾋﾞﾗ  感激する・喜ぶ
komunikasi ｺﾑﾆｶｼ  コミュニケーショ
ン
berkomunikasi ﾍﾞﾙｺﾑﾆｶｼ　　 コミュニケーションす
る
tutur  ﾄｩﾄｩｰﾙ  述べる
bertutur  ﾍﾞﾙﾄｩﾄｩｰﾙ  述べる
sikap  ｼｶｯ p  態度
bersikap  ﾍﾞﾙｼｶｯ p  態度をとる
runding  ﾙﾝﾃﾞｨﾝ g  話し合い
berunding  ﾍﾞﾙﾙﾝﾃﾞｨﾝ g  話し合う
sama  ｻﾏ  同じ
bersama  ﾍﾞﾙｻﾏ  一緒に
kendara  ｸﾝﾀﾞﾗ  乗り物
berkendara ﾍﾞﾙｸﾝﾀﾞﾗ  乗り物に乗って
belanja  ﾌﾞﾗﾝｼﾞｬ  買い物
berbelanja  ﾍﾞﾙﾌﾞﾗﾝｼﾞｬ  買い物する
ramahtamah ﾗﾏ h ﾀﾏ h  懇親
beramahtamah ﾍﾞﾙﾗﾏ h ﾀﾏ h  懇親を深める

pegang  ﾍﾟｶﾞﾝ g  掴（つか）む
berpegang  ﾍﾞﾙﾍﾟｶﾞﾝ g  掴む
tindak  ﾃｨﾝﾀﾞｯ k  行動
bertindak  ﾍﾞﾙﾃｨﾝﾀﾞｯ k　　 行動する、対処する
harap  ﾊﾗｯ p  期待
berharap  ﾍﾞﾙﾊﾗｯ p  期待する

ピース２
usahakan  ｳｻﾊｶﾝ  努力する
operasi  ｵﾍﾟﾗｼ 　　作動・オペレーション
mengoperasikan ﾒﾝｵﾍﾟﾗｼｶﾝ 作動させる
...lah  ﾗ h  ～しなさい

ピース３
jasa  ジャサ  サービス
lorong  ロロン g  通路
api  アピ  火
oven  オプン  オーブン
panci  パンチ  なべ
penggorengan プンゴレガン  フライパン
kipas  ｷﾊﾟ s  扇風機・うちわ
kontrol panel ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ コントロールパネル
biru  ﾋﾞﾙ  青
hijau  ﾋｼﾞｮｳ  緑
buruh  ﾌﾞﾙ h  労働者
keluarga  ｸﾙｱﾙｶﾞ  家族
perampok  ﾌﾟﾗﾝﾎﾟｯｸ  強盗
teman  ﾄｩﾏﾝ  友人
aku  ｱｸ  私
tetangga  ﾄｩﾀﾝｶﾞ  隣人
sepatu  ｾﾊﾟﾄｩ  靴
kaos  ｶｵ s  シャツ
pisau  ﾋﾟｿ  ナイフ
pohon  ﾎﾟﾎﾝ  木
sop  ｿﾌﾟ  スープ
musik  ﾑｼｯ k  音楽
rusa  ﾙｻ  鹿
ayam  ｱﾔ m  鶏
monyet  ﾓﾆｪｯ  猿
burung  ﾌﾞﾙﾝ g  鳥
mulut  ﾑﾙｯ  口
hidung  ﾋﾄﾞｩﾝ g  鼻
pinggul  ﾋﾟﾝｸﾞ l  腰
wajah  ﾜｼﾞｬ h  顔
api  ｱﾋﾟ  火
ombak  ｵﾝﾊﾞｯ k  波
angin  ｱﾝｷﾞﾝ  風
gunung  ｸﾞﾇﾝ g  山
matahari  ﾏﾀﾊﾘ  太陽

ピース４
rutin  ﾙｰﾃｨﾝ  定期的に
rajin  ﾗｼﾞﾝ  熱心に
jujur  ｼﾞｭｼﾞｭｰﾙ  正直に
tenang  ﾃﾅﾝ g 　　　静かに・落ち着いて
jernih  ｼﾞｪﾙﾆ h  鮮明に
tertib  ﾃﾙﾃｨｯ b  規律正しく
riang  ﾘｱﾝ g  朗らかに
semangat  ｽﾏﾝｶﾞｯ  元気に
tulus  ﾄｩﾙ s  正直に・素直に
kencang  ｸﾝﾁｬﾝ g  強く・速く
cantik  ﾁｬﾝﾃｯｨ k  美しい
rinci  ﾘﾝﾁ  細かく
ikhlas  ｲｯｸﾗ s  見返りを求めずに
mesra  ﾒｽﾗ  ロマンチックに
nikmat  ﾆｯｸﾏｯ  満足した
tepat  ﾃﾊﾟｯ  合致した
damai  ﾀﾞﾏｲ  平和裏に
hemat  ﾍﾏｯ  倹約
kuat  ｸｱｯ  強い
yakin  ﾔｷﾝ  自信を持って

　　　　

22
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Pelajaran Bahasa Jepang dengan Puzzle (Untuk caregiver)
Mari belajar bahasa Jepang, berdasarkan tata bahasa.   

Dalam pelajaran ini, karena diwarnai kosakatanya, maka arti kosa katanya langsung bisa dimengerti

　　　　

　　　　

　　　　
Tulisan latin sesuai bunyi asli 

bahasa Jepang

Peace 1 (Kata kerja 1)
Hakobu  はこぶ  Bawa
Okulu  おくる  Kirim
Iku  いく  Pergi
Kiku  きく  Dengar
Kaku  かく  Tulis
Hanasu  はなす  Bicara
Ugokasu うごかす Menggerakkan
Nomu  のむ  Minum
Tatsu  たつ  Berdiri
Asobu  あそぶ  Main
Hakobu  はこぶ  Gotong
Yomu  よむ  Baca
Suwalu  すわる  Duduk
Hailu  はいる  Masuk
Tsukulu  つくる  Bikin
Kilu  きる  Potong
Au  あう  Bertemu
Alau  あらう  Cuci
Migaku  みがく  Menggosok

Puzzle 43
あした、しせつにこられますか。
Ashita shisetsu ni kolalemas ka?

Besok, bisa datang ke panti?

1. ひとりではこべられますか。
Hitoli de hakobelalemas ka.
Bisa bawa dengan sendiri?

2. これは、たべられますか。
Kole wa, tabelalemas ka.
Ini, bisa makan?

Catatan
1. Bentuk pasif, juga mempunyai arti “bisa”.
2. Dalam kalimat bentuk“bisa” untuk menjelaskan hal yang 

bisa, kata bantunya menjadi “ga”.
Contoh: Nihongo ga hanaselalemas ka.
    (Bisa bicara bahasa Jepang?)

3. あしたまでにつくられますか。
Ashita made ni tsukulalemas ka.
Bisa bikin sampai besok?

4. どうぐを２じまでにかたづけられますか。
Doogu wo ni ji made ni katazukelale mas ka.
Bisa membereskan alat sebelum jam 2?

5. かんじがかかれますか。
Kanji ga kakalemas ka.
Bisa menulis Kanji?

6. にほんごがはなされますか。
Nihongo ga hanasalemas ka.
Bisa bicara bahasa Jepang?

Peace 2 (Kata kerja 2)
Tabelu  たべる  Makan
Milu  みる  Melihat
Ilelu  いれる  Masukkan
Kangaelu かんがえる Pikir
Tomelu  とめる  Hentikan
Akelu  あける  Buka
Shimelu しめる  Tutup
Tasukelu たすける Bantu
Magelu  まげる  Bengkokkan
Soloelu  そろえる Melengkapi
Katazukelu かたづける Membereskan

Peace 3 (Kata benda)
Ashita  あした  Besok
Kyoojyuu きょうじゅう Dalam hari ini
Konsyuuchuu こんしゅうちゅう
            Dalam minggu ini
Kongetsuchuu こんげつちゅう Dalam bulan ini
Doogu  どうぐ  Alat
Shokki  しょっき Peralatan makan
Shisetsu しせつ  Panti / Fasilitas
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ああ言えば  Ngomong begitu こう言う  Ngomong begini

第百七十二課　Pelajaran 172

Tulisan latin sesuai bunyi asli bahasa Jepang

Jilid 2  

Puzzle de Bahasa 
(Untuk pabrik/kantor)

ぱずる de ばはさ（工場事務所編）

Buku percakapan 
yang disusun berdasarkan BJ system

BJ システムをベースにした
会話の教科書です。

6 Jilid  全６巻
＠ Rp. 50.000 

2 jilid　全２巻
＠ Rp. 50.000

奥さんの
BJ 式

インドネシア語講座
Pelajaran Bahasa 

Indonesia

ぱずる de ばはさ
（工場事務所編）
Puzzle de Bahasa

(untuk pabrik / kantor)

日本人向けインドネシア語教科書
Buku pelajaran 

Bahasa Indonesia 
untuk orang Jepang

＠ Rp. 100.000

＠ Rp. 50.000

Serial Dwi Bahasa Indonesia Jepang       日イバイリンガルシリーズ
Kata Kunci

 dalam 
Operasi Pabrik

工場運営の
キーワード

Dari QC 
ke QA

QC から
QA へ

Ngomong begini 
Ngomong begitu

ああ言えば
こう言う

Safety Drive Sekolah di 
Jepang

日本の学校

Dongeng Miyazawa 
Kenji (Buku 1)

宮澤賢治　童話集
（第一巻）

Pelajaran Bahasa Jepang 
dengan BJ System

松下幸之助　運をひらく言葉
Kata-kata Mutiara 　　Matsushita Konosuke Rp. 100.000

弊社の書籍はネットショップ「Lazada」からもご購入いただけます。
Pustaka kami bisa didapat melalui internet "Lazada"

• http://www.lazada.co.id/beli-buku-pembelajaran-pengajaran-bahasa/

Info Pustaka PT. ISSI (BJ Press)  PT.ISSI (BJ Press) 出版物のご案内

Bisa memahami baca menulis bahasa Jepang 
dengan singkat
短期間で日本語の読み書きが習得できます。

Buku Pembelajaran bahasa  語学教材

介
かいごかんけい

護関係の会
かいわ

話です。		Percakapan yang ada kaitan perawatan orang tua.

カプセルは少
すこ

し大
おお

きいので、１
ひと

つずつ飲
の

みましょうか。

Kapuselu wa sukoshi ookii no de, hitotsu zutsu nomi masyoo ka.

Kalau kapsul agak besar, bagaimana minum satu persatu.

カロ　クプセ l   アガッ　　ブサー r 、　バガイマナ　ミヌ m   サトゥ　　ペ r サトゥ。

はい。

Hai.

Ya.

ヤ．
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Serat Centhini  チェンティニ古文
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4. Tuhan Maha Murah Memberikan Pekerjaan dan Rezeki kepada Setiap 

Umatnya, Asalkan Manusia Berusaha

4.      心優しき神は人間が努力する限り全てのものに仕事と恵みを与える

    Raja senang sekali, lalu berkata seraya tersenyum, “Orang macam apakah 

engkau ini, tidak layak, tetapi kata-katamu tidak ada yang menyimpang sedikit 

pun.  Hal itu menjadikan aku gembira, sekarang aku naikkan pangkatmu.  Engkau 

mengasuh cucumu Pangeran Adipati serta menguasai seluruh Kaputran.”

    Patih menyembah dan menyanggupi.  Dalam pertemuan ini sudah diumumkan 

bahwa Patih diangkat menjadi pangasuh Pangeran Adipati.

    Raja Abdurrahman berkata lagi, “Para raja dan seluruh rakyatku di Mesir.  Patih 

telah kuangkat menjadi raja dan dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka Sayid 

Markaban kuangkat untuk menggantikan kedudukan patih, tetap dengan nama 

Patih Markaban.”

    Para raja menyambut gembira.

　王はとても喜んだ。そして微笑みながら語った。「お前は何というやつだ。ふさ

わしくない。しかし、お前の言っていることには寸分も隠し事がない。そのこと

が私を喜ばせた。今、私がお前の階級を上げる。お前はお前の孫であるアディパ

ティ王子の後見役となり、カプトゥラン全体を治めよ。」

　知事は敬意を表し承認した。この会議において知事がアディパティ王子の後見

役になることを公にした。

　アブドゥールラフマン王は続ける。「エジプトのすべての王、そして国民よ。私

は知事をすでに王とした。そして彼は男の子供を持たない。であるから、サイッド・

マルカバンを私は知事の代わりとして任命する。なをマルカバン知事とする。」

　王たちは歓迎した。
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広告募集のお知らせ      Penerimaan Pemasangan Iklan

「こむにかしＩＪ」誌上に掲載する広告を募集しています。詳しくは、PT.ISSI 事務所までお問い合わせください。

Kami sedang menerima pemasangan iklan di "Komunikasi IJ". Informasi selanjutnya silahkan hubungi PT.ISSI.

松下幸之助の言葉  Kata-kata Matsushita Konosuke

Konosuke Matsushita

Tokoh besar managemen Jepang. Banyak orang memanggil beliau sebagai “Dewa Managemen”.

Sebelum perang dunia ke II, beliau mendirikan “Matsushita Elektrik” dengan 3 orang (bersama isteri dan adik 

isteri) saja. Dan sekarang “Matsushita Elektrik” tersebut dikenal sebagai “Panasonic”.

Setelah Perang dunia ke II, beliau mendirikan lembaga penelitian PHP (PEACE and HAPPINESS through 

PROSPERITY” dengan tujuan mencari kebahagiaan manusia dalam segi batiniah. 

26

前
ま え む

向きになれる言
こ と ば

葉 17

年
と し

をとっても何
な ん

の失
し っ ぱ い

敗の経
け い け ん

験も
成
せ い こ う

功の体
た い け ん

験もないというのでは、
本
ほ ん と う

当に年をとったことにはならない。

ただ年を経
へ

ただけの人
ひと

は、誰
だれ

からも尊
そんけい

敬されません。その長
なが

い人
じんせい

生の中
なか

で酸
す

いも甘
あま

いも、ま
た苦

にが

さも味
あじ

わってこそ、豊
ほ う ふ

富な知
ち え

恵、深
ふか

い見
けんしき

識が身
み

につき、一
いちもく

目置
お

かれるようになるのです。
みずからすすんで体験を重

かさ

ねたいものです。

PHP 研
けんきゅうしょ

究所、大
お お え

江弘
ひろし

　編
へんちょ

著「[ 松
まつした

下幸
こ う の す け

之助 ] 強
きょううん

運を引
ひ

き寄
よ

せる言
こ と ば

葉」より

Kata-kata yang bisa menjadi pikiran positif  17

Walaupun sudah tua, jika sama sekali tidak ada pengalaman 
baik gagal maupun sukses, 

tidak berarti betul-betul sudah tua.

Kalau orang yang hanya menumpuk usia saja, tidak bisa dihormati oleh siapa pun.  Dalam 
kehidupan yang lama itu mengalami asam, manis dan pahit, baru dapat pengetahuan yang 
melimpah dan daya berpikir yang dalam, lalu diperhatikan oleh orang lain.  Ingin menambah 
pengalaman dengan pro-aktiv.

Dari buku “[Matsushita Konosuke] kata-kata yang menarik keuntungan besar”
Penulis / Penyusun Ooe Hiroshi, Penerbit PHP Reseach Institute. Inc.
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広告　　Iklan

Informasi 
Kursus Bahasa Jepang 

"Bungka Juku"

　
　

　

　 「文化塾」日本語コースのお知らせ

「文化塾」日本語コースのお知らせ

日本語学校「文化塾」では、

皆様のご参加をお待ちしております。

Kursus Bahasa Jepang "Bungka Juku"

menunggu kehadiran anda.

Biaya pendaftaran  : Rp.100.000-

Biaya kursus (termasuk buku, ujian dan sertifikat)

   Level 1 : Rp. 350.000- (8 kali pertemuan)

  Level 2 - 6 : Rp. 700.000- (16 kali pertemuan)/Level

 

Dengan BJ System

yang terbaru di dunia.

Begitu selesai level 6, 

mendapat kemampuan setara

 lulusan S1

In House Training : Rp. 300.000,-/kali  (Max. 15 orang)In House Training : Rp. 300.000,-/kali  (Max. 15 orang)

Menerima Pendaftaran

Di Kantor PT. Industrial Support Services Indonesia

Ruko Menteng A22 Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa-Barat

Tel. (021) 8990-9861

E-mail: ekaissi@indosat.net.id  / infoissi@indosat.net.id

Hp. 0818-10-0286 (Indah)

Sistem Ujian Mandiri

Biaya Ujian Rp.25.000-, Jika lulus 

langsung dapat sertifikat!

Silahkan mendapatkan 

buku pelajaran 

di Kantor ISSI

27
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読者の声　Suara Pembaca

「こむにかし IJ」６月号を拝読しました。
「受動的それとも能動的」を拝読して頭に浮かんだのは、「十をうけたら十一返す」と
いう松下幸之助の言葉でした。社会から十のサービスを受けたなら、みんなが十一返し
ていかなければ社会は貧しくなるばかりというわけです。
「私のトラウマ」では、「正しさにもとらわれてはならない」という松下幸之助の言葉
が浮かびました。何かにとらわれることは道を踏み外すもと。もちろん信念に生きるこ
とも大事ですが、それ以上に大事なことは社会のみんなとともに豊かに、平和に幸せに
暮らすことではないでしょうか。

私自身どちらかというと神経質でついつい些細なことでも気に病んでしまいがちで
す。そのたびにケセラセラ、何とかなるさ、すべて阿弥陀様にお任せと言い聞かせるよ
うにしています。なぜならどんなに思い悩んでも成るものは成るし、成らないものは成
らないからです。

「PHP 研究所」大江弘

   Saya telah baca “Komunikasi IJ” edisi Juni
   Setelah baca “Pasif atau Aktif”, saya teringat kata-kata Konosuke Matsushita, iyalah 
“Jika menerima 10, kembalikan 11”.  Jika menerima jasa 10 dari masyarakat, semua 
orang harus kembalikan 11.  Jika tidak begitu, masyarakat makin lama makin menjadi 
miskin.  Itulah maksudnya.
   Kalau di “Trauma saya” saya teringat kata-kata Konosuke Matsushita, bahwa “Tidak 
boleh terikat kebenaran”. Jika terikat sesuatu, menjadi penyebab salah jalan.  Memang 
hidup berdasarkan tekad itu penting, namun yang lebih penting bukankah kita hidup 
bersama orang masyarakat dengan makmur dan dengan damai?
   Saya sendiri sebenarnya agak pesimis dan walaupun hal yang kecil cenderung 
menjadi sakit hati.  Setiap kali mengalami begitu, saya bicarakan pada diri sendiri “Tidak 
apa-apa.  Bagaimana pun nanti beres.  Semua serahkan pada Tuhan”.  Karena walaupun 
bingung bagaimana pun, yang jadi akan jadi, dan yang tidak jadi akan tidak jadi.

Hiroshi Ohe “PHP Institute”
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宮澤賢治の童話から   Dari Dongeng Miyazawa Kenji

Miyazawa Kenji adalah penulis dongeng legendaris di Jepang.  Dari dongeng dia, kita bisa mempelajari 

bermacam-macam hal.  Maka kami sengaja memuat dongeng dia disertai terjemahan bahasa 

Indonesianya.
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Tomato warna kuning (4)黄いろのトマト (4)

　おじいさんのあし音がそのうすくらい茶

色の室 ( へや ) の中から隣 ( とな ) りの室へ

消えたとき蜂雀はまた私の方を向きました。

　 私 は ど き っ と し た の で す。

　 蜂 雀 は 細 い 細 い ハ ア モ ニ カ の 様 な

声 で そ っ と 私 に は な し か け ま し た。

「 さ っ き は ご め ん な さ い。 僕 す っ か り

疲 ( つ か ) れ ち ま っ た も ん で す か ら ね。」

　 私 も や さ し く 言 い ま し た。

「 蜂 雀。 僕 ち っ と も 怒 ( お こ ) っ ち ゃ い な

いんだよ。さっきの続きを話してお呉れ。」

　 蜂 雀 は 語 り は じ め ま し た。

「 ペ ム ペ ル と ネ リ と は そ れ は ほ ん と う

に か あ い い ん だ。 二 人 が 青 ガ ラ ス の う

ち の 中 に 居 て 窓 を す っ か り し め て る と

二 人 は 海 の 底 に 居 る よ う に 見 え た。 そ

し て 二 人 の 声 は 僕 に は 聞 え や し な い ね。

　 そ れ は 非 常 に 厚 い ガ ラ ス な ん だ か ら。

　けれども二人が一つの大きな帳面をのぞき

こんで一所に同じように口をあいたり少し閉

じたりしているのを見るとあれは一緒 ( いっ

しょ ) に唱歌をうたっているのだということは

誰 ( たれ ) だってすぐわかるだろう。僕はその

いろいろにうごく二人の小さな口つきをじっ

と見ているのを大へんすきでいつでも庭のさ

るすべりの木に居たよ。ペムペルはほんとうに

いい子なんだけれどかあいそうなことをした。

   P a d a  w a k t u  s u a r a  j a l a n  k a k i  h i l a n g 

k e  r u a n g  s e b e l a h  d a r i  d a l a m  r u a n g 

agak  ge lap  berwarna  cok la t  i tu ,  burung 

g e r e j a  t a w o n  m e n e n g o k  k e  a r a h  s a y a .

   S a y a  k a g e t .

   B u r u n g  g e r e j a  t a w o n ,  m u l a i  a j a k 

bicara pada saya dengan lembut ,  dengan 

suara  t ip i s  dan t ip is  seper t i  harmonika .

   “ T a d i  m a a f  y a .   K a r e n a 

s a y a  m e n j a d i  s a n g a t  c a p e k . ”

   S a y a  j u g a  n g o m o n g  d e n g a n  h a l u s .

   “ B u r u n g  g e r e j a  t a w o n .   S a y a  s a m a 

s e k a l i  t i d a k  m a r a h  l h o .   T o l o n g 

c e r i t a k a n  l a n j u t a n  c e r i t a  y a n g  t a d i . ”

   Burung gereja tawon mulai  cerita lagi .

   “Pempel dan Neri, betul-betul imut.  Begitu 

dua orang tinggal di dalam rumah kaca warna 

biru dan tutup jendela dengan rapat, kedua 

orang itu seperti ada di dalam laut.  Dan suara 

kedua orang itu, tidak bisa dengar sama saya.

   K a r e n a  k a c a  y a n g  s a n g a t  t e b a l .

   Akan tetapi kedua orang dengan melihat 

buku catatan yang besar bersama, dan begitu 

melihat sama-sama buka mulut dan sedikit 

tutup, siapa pun bisa tahu, bahwa itu adalah 

menyanyi sama-sama.  Aku sangat senang 

melihat gerakan mulut kedua orang itu yang 

berganti macam-macam, selalu aku ada di pohon 

SARUSUBERI (preset monyet).  Pempel itu anak 
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編集後記　　Dari Redaksi

　コロナ・ウイルス COVID-19 による大規模社会的制限もようやく解除の方向
に進んでいます。しかしながら、マスク着用やソーシャル・ディスタンスなど、
感染を恐れる動きは以前として続いています。
　本当の問題はコロナの感染ではなく、恐怖心の感染だと思います。多くの人
が現実を正しく判断し、恐怖心にコントロールされない、平常の社会に１日も
早く戻ることを望んでいます。

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena masalah virus corona 
(COVID-19), baru menuju ke arah dibebaskan.  Namun gerakan takut menular 
masih dilanjutkan, seperti menggunakan masker dan sosial distance.

Menurut saya, masalah yang sebenarnya, adalah bukan penyebaran corona, 
namun penyebaran rasa takut.  Saya berharap secepatnya kembali kondisi 
normal yang tidak dikontrol oleh rasa ketakutan, dengan banyak orang mulai 
bisa melihat kenyataan.

 (Bedjo)

yang betul-betul baik, namun sayang sekali.

   N e r i  p u n  a n a k  p e r e m p u a n  y a n g 

s a n g a t  c a n t i k ,  n a m u n  s a y a n g  s e k a l i . ”

   “ M a k a n y a  a p a  y a n g  t e r j a d i ? ”

    “Tuh kan, kedua orang itu hidup dengan 

sangat senang, dan kalau begitu saja tidak apa-

apa.  Akan tetapi kedua orang itu menanam tomat 

sebanyak 10 pohon.  Di antara itu 5 pohon adalah 

Ponderosa dan 5 pohon adalah Red cerry.  Pada 

Ponderosa berbuah merah jingga, dan pada Red 

cherry, berbuah buah kecil dan merah seperti 

cherry banyak sekali.  Kalau aku tidak makan 

tomat, tapi untuk melihat Ponderosa sangat 

senang.  Pada suatu tahun, karena tetap ada 2 

macam bibit, setelah menanam pun ada 2 macam.  

Makin lama itu menjadi makin besar, dan dari 

daun mencium bau hijau tomat, dan dari batang 

muncul sesuatu yang biji emas yang kecil-kecil.

   D a n  s e b e n t a r  l a g i  b e r b u a h .

　 ネ リ も 全 く か あ い ら し い 女 の 子 だ っ

た の に か あ い そ う な こ と を し た。」

「 だ か ら ど う し た っ て 云 う の。」

「だからね、二人はほんとうにおもしろくく

らしていたのだから、それだけならばよかっ

たんだ。ところが二人は、はたけにトマトを

十本植えていた。そのうち五本がポンデロー

ザでね、五本がレッドチェリイだよ。ポンデ

ローザにはまっ赤な大きな実がつくし、レッ

ドチェリーにはさくらんぼほどの赤い実が

まるでたくさんできる。ぼくはトマトは食

べないけれど、ポンデローザを見ることな

らもうほんとうにすきなんだ。ある年やっぱ

り苗 ( なえ ) が二いろあったから、植えたあ

とでも二いろあった。だんだんそれが大き

くなって、葉からはトマトの青いにおいが

し、茎 ( くき ) からはこまかな黄金 ( きん ) の

粒 ( つぶ ) のようなものも噴 ( ふ ) き出した。
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インダストリアル・サポート・サービス・
インドネシア（ISSI）

翻訳・通訳サービスのご案内

　この度インダストリアル・サポート・サービス・インドネ
シア（ISSI）では、以下のような翻訳・通訳サービスを行っ
ています。どうぞご利用ください。

1.　一般通訳サービス（インドネシア人）
 日本語能力試験２級以上 / 日本滞在経験２年以上

のインドネシア人が担当いたします。
 料金： 半日（4 時間まで） １万３千円
           一日（8 時間まで） ２万３千円

（オーバータイム３千円 / 時）
2. 通訳サービス（日本人）

 在イ 25 年のベテラン通訳者による通訳サービス
 料金： 半日（4 時間まで） ２万５千円
  一日（8 時間まで） ４万８千円 

（オーバータイム７千円 / 時）
3. セミナー／会議通訳サービス ( 日イ )

 せっかく経験豊富な人にセミナーを行ってもらっ
たのに、どうも現地スタッフの反応がいまいち、
セミナー後の結果が出にくいという経験はありま
せんか？セミナーの良し悪しは通訳によるものが
大きいものです。

 料金：　半日（4 時間まで） ３万円 
  一日（8 時間まで） ５万８千円

（オーバータイム８千円 / 時）
4. 同時通訳 ( 日イ )

 料金：　半日（4 時間まで） 4 万 8 千円
  一日（8 時間まで） ８万８千円

（オーバータイム１万円 / 時）
5. 翻訳サービス

 プロフェッショナル
・ 今まで多くの技術関係、法律関係の翻訳を手がけ

ています。どうぞ安心してご利用ください。
・ 料金： 一般 1 ページ ３千５百円

 技術・法律 1 ページ ４千円
 レイアウト 1 ページにつき千円加算
  ( 印刷までお任せいただけます )

 1 ページ（日本語 400 字、インドネシア語 150 単語）
 スタンダード　

・ 簡単な翻訳にご利用ください。
・ 料金：　一般 1 ページ 　１８万ルピア

 1 ページ（日本語 400 字、インドネシア語 150 単語）
 翻訳の納品および支払い方法

・ 基本的に翻訳物のやり取りは電子メールもしくは
ファックスで行います。支払いは翻訳が出来上がっ
た時点で完成した翻訳と共に請求書をお送りします
ので ISSI の銀行口座にお振込みください

お問い合わせ先

PT. インダストリアル・サポート・サービス・インドネシア
(PT. ISSI)
Tel.  : 021-8990-9861
Fax : 021-8990-7296　

（月 - 金、9:00-18:00、日本語のできるスタッフが対応します）
E-mail  : oku@issi.co.id/ fuad@issi.co.id   

携帯  : 0817-490-8510 （奥信行）
 / 0817-84-9702 ( フアッド )

Informasi jasa terjemahan dan penerjemah oleh
PT. Industrial Support Services Indonesia (ISSI)

    Atas nama PT. Industrial Support Services Indonesia (ISSI), 
memberikan jasa sebagai berikut.  

1.  Jasa Penerjemah umum
	 Ditangani orang Indonesia yang sudah dapat  
  ujian kemampuan bahasa Jepang 2 kyuu lebih /  
  pernah tinggal di Jepang 2 tahun lebih.
	 Ongkos jasa: Setengah hari (sebelum 4 jam) 

13.000 yen
    Satu hari (sebelum 8 jam)  

23,000 yen
     (Over time 3,000 yen / jam)
2. Jasa Penerjemah (Indonesia-Jepang)
	 Jasa Penerjemah yang profesional, yang ditangani  
  oleh orang Jepang yang telah tinggal di Indonesia  
  dan pengalaman sebagai penerjemah selama 
25tahun
	 Ongkos jasa: Setengah hari (sebelum 4 jam) 

25,000 yen
    Satu hari (sebelum 8 jam)  

48,000 yen
(Over time 7,000 yen / jam)

3. Jasa Penerjemah untuk Seminar / Rapat
	 Apakah ada pengalaman seperti, walaupun  
  diadakan seminar oleh orang ahli, tetapi reaksi  
  pesertanya tidak memuaskan, atau setelah seminar,  
  hasilnya tidak begitu kelihatan.  Kesuksesan  
  seminar, sangat tergantung penerjemah juga.
	 Ongkos jasa:  Setengah hari (sebelum 4 jam) 

30,000 yen
    Satu hari (sebelum 8 jam)  

58,000 yen
(Over time 8,000 yen / jam)

4. Simultaneous translator
	 Ongkos jasa: Setengah hari (sebelum 4 jam) 

48,000 yen
    Satu hari (sebelum 8 jam)  

88,000 yen
(Over time 10,000 yen / jam)

5. Jasa Terjemahan
	 Professional
  ・ Ditangani oleh orang Jepang yang telah  
   berpengalaman untuk berbagai macam  
   terjemahan baik teknis maupun hukum.
  ・ Ongkos jasa: 
   Umum  :  1 halaman  3,500 yen
Teknis / hukum : 1 halaman  4,000 yen
Gambar / daftar ditambah 1,000 yen perhalaman
1 halaman (bahasa Jepang 400 huruf, bahasa Indonesia 
150 kata)
Siap menerima pesanan sampai ke percetakan.
	 Ekonomis 
  ・ Ditangani oleh orang Indonesia berpengalaman.
  ・ Ongkos jasa: 1 halaman  Rp. 180.000-
1 halaman (bahasa Jepang 400 huruf, bahasa Indonesia 
150 kata)
	 Cara mengirim terjemahan dan pembayaran
  ・ Kirim mengirim bahan terjemahan secara dasar  
   dilakukan melalui e-mail atau fax.
   Setelah selesai terjemahan, kami akan kirim  
   hasil terjemahan dan invoice, maka tolong 
   ditransfer ke rekening ISSI. 

Hubungi ke:
PT. Industrial Support Services Indonesia (PT. ISSI)
Tel.  : 021-8990-9861
Fax : 021-8990-7296
  （Senin-Jum’at, 9.00-17.00, 
   Ada staff yang bisa bahasa Jepang）
  E-mail  : fuad@issi.co.id　  
  HP  : 0817-84-9702 (Fuad) 
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広告　　Iklan

報連相セミナーのご案内

　社内のコミュニケーション、特に日本人の上司と現地社員

とのコミュニケーションのことで悩んでいる会社が多いと思

います。確かに言葉の問題、そして文化の違いなどもその原

因にあると思います。しかし、言葉や文化の違いのせいにば

かりすることで社員一人ひとりの能力を発揮することができ

ないとしたら、それはとてももったいないことです。

　最近、世界中で「報連相」という考え方が広まってきてい

ます。これは「報告」「連絡」「相談」を略したもので、特に

社内においていかにコミュニケーションをスムーズに行うよ

うにするかという考え方です。

　この「報連相」を学ぶことにより、社内におけるコミュニケー

ションの重要性を再確認することができます。また、PT. ISSI

の「報連相」セミナーでは「会社で仕事をすることの意味」から、

「生きることの意味」といったことまで触れ、社員一人ひとり

の仕事に対する意気込みを変えるお手伝いをしています。

　更には具体的な報連相のツールも簡単にご紹介しています

ので、社内における作業効率の改善にもお役に立つと思いま

す。

　PT. ISSI では「報連相セミナー」と共に「真・報連相セミナー

（情報によるマネージメント）」も行っております。「報連相セ

ミナー」終了後に合わせてご利用いただければより一層の効

果が上がることと思います。

セミナーの主な内容

• 日本企業発展の秘密

• 管理者の能力とは何か

• 生きる意味

• 「情報」に関するいくつかの考え方

• 「報告」「連絡」「相談」の説明

• 「お客様の苦情は会社の宝」

• ケーススタディ

• 「報告」「連絡」に関するいくつかのツールの紹介

• 二日セミナーの場合、二日目は日本報連相センターから

の教材を使って報連相の質を更に深めます。

受講料

インハウス・トレーニング

　お客様の工場・事務所に出向いてのセミナー

（参加者数は自由）

　一日セミナー Rp.9,800,000-（九百八十万ルピア）

　二日セミナー  Rp.18.900.000-（千八百九十万ルピア） 

 

インハウス・トレーニング・イン・ISSI

　ISSI のセミナールームを利用したインハウス・トレーニング

（定員 24 名）

　一日セミナー Rp.9.800.000-( 九百八十万ルピア )　

　二日セミナー  Rp.18.900.000-（千八百九十万ルピア） 

※食事、スナック込み

         ※　上記料金は全て税別です。

Seminar “HORENSO”

    Mungkin ada banyak perusahaan yang sedang mengalami kesulitan 

tentang komunikasi di dalam perusahaan, khususnya antara atasan orang 

Jepang dan staff lokal.  Memang perbedaan bahasa dan budaya menjadi 

salah satu penyebab.  Akan tetapi karena meng-kambing-hitam-kan 

perbedaan bahasa dan budaya sehingga kalau tidak bisa memanfaatkan 

kemampuan karyawan masing-masing, hal itu amat sangat disayangkan.

    Saat ini, sedang tersebar teori “HORENSO” di seluruh dunia.  

“HORENSO”adalah singkatan dari “HOUKOKU (Pelaporan)”, “RENRAKU 

(Informasikan)” dan “SOUDAN (Konsultasi)”, dan teori untuk melancarkan 

komunikasi di dalam perusahaan.

    Dengan mempelajari “HORENSO”ini, dapat disadari kembali bagaimana 

pentingnya komunikasi di dalam perusahaan.  Dan dengan seminar 

“HORENSO” di PT. ISSI, sampai menyinggung “kenapa kita bekerja di 

dalam perusahaan” sampai “kenapa kita hidup”, maka bisa membantu 

meningkatkan semangat kerja karyawan masing-masing.

    Selain itu, kami mengenalkan beberapa tool HORENSO secara nyata, 

maka dapat digunakan untuk memperbaiki (KAIZEN) efisiensi pekerjaan 

di dalam kantor.

    Kami PT. ISSI, selain “Seminar HORENSO”, menyediakan pula “Seminar 

SHIN-HORENSO (Managemen melalui informasi)”.  Jika dipergunakannya 

setelah selesai “Seminar HORENSO”, efisiensinya dapat lebih ditingkatkan.

Isi Seminar

• Rahasia kemajuan perusahaan Jepang

• Kemampuan sebagai manager itu apa?

• Arti hidup

• Beberapa pikiran tentang “Informasi”

• Penjelasan mengenai “HOUKOKU”, “RENRAKU” dan “SOUDAN”

• “Claim adalah harta perusahaan”

• Studi Kasus

• Mengenalkan beberapa tool yang ada kaitan “HOUKOKU” dan 

“RENRAKU”

• Jika seminar 2 hari, hari yang ke 2 meningkatkan mutu HORENSO, 

dengan menggunakan bahan dari Pusat HORENSO Jepang.

Biaya training

In House Training

  Seminar yang dilakukan di tempat client (jumlah pesertanya bebas)

  1 hari seminar　　 Rp.9.800.000- 

  (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

  2 hari seminar Rp.18.900.000-

  (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

In House Training in ISSI

  In House Training yang menggunakan ruang seminar ISSI 

(max. 24 orang)

  1 hari seminar Rp.9.800.000- 

  (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

  2 hari seminar Rp.18.900.000-

  (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

※ Ongkos jasa di atas semua tidak termasuk pajak (PPh 23).
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PT. インダストリアル・サポート・サービス (PT. ISSI) が目指すもの

　インドネシアは世界に誇る素晴らしい国です。自然環境、文化そして地下資源に至るまで
全て揃っています。本当に豊かな国です。その証拠にオランダは 350 年にわたる植民地化で
自分の国を大きくしました。現在はアメリカが同じようにインドネシアの豊かさによって自
分の国を繁栄させています。もし、インドネシアが貧しい国だとしたら、だれがインドネシ
アを植民地化しようとするでしょうか。
　しかし、インドネシアがオランダやアメリカに搾取されているのは事実です。どうして搾
取されし続けているのでしょうか。一般的にある国をコントロールしようとする場合、経済
封鎖を使います。しかし、インドネシアは経済封鎖をされてもほとんど全ての資源が国内に
あるので、ほとんど問題はありません。では、どうして搾取されているのでしょう。それは
国力が足りないからです。国力とは何でしょう。それは人です。国民です。国民一人一人の
能力。それがそのまま国力になると思います。
　人の能力とは一体なんでしょうか。それはものを考える力だと思います。そして、ものを
考える力は読書により培われると思っています。
　私は以前、本の販売部数をベースに日本とインドネシアの読書量の違いを調べました。国
民一人当たり、一年間に何冊の本を購入しているかというものです。そこで出てきた数字は
インドネシアが 0.13 冊、日本が 5.9 冊というものでした。それを国力としてみると、なん
とインドネシアの国力は日本の 45.4 分の１ということになります。これが現実です。この
状態でどうしてインドネシアを搾取の危機から守ることができるでしょうか。
　私が PT. ISSI を立ち上げた一つの目的はそこにあります。インドネシアの読書率を引き上
げるためにできることをしたい。そういった思いです。
　設立当初から続けているのはインドネシア語と日本語によるバイリンガルマガジンの発行
です。本屋さんで本を買うお金がなくても、読みたいものがなくても、無料で読み物を手に
入れることができます。なるべく質の良い本や、素晴らしい方々の書き物をご紹介するよう
にしています。そして、書き溜めたものを少しずつ書籍化しています。
　それから、日本語教育です。一般の日本語教育では会話中心のものがほとんどですが、PT 
ISSI では、独自に開発した教材で、読み書きを中心とした日本語教育を行っています。それは、
インドネシア語の良い書籍がなくても、日本語で読むことができれば、世界中のさまざまな
ものを読むことができるからです。
　百田尚樹の「日本国紀」に次のような一節があります。「また日本は欧米の書物を数多く
翻訳したことにより、日本語で世界中の本が読める特異な国となった。おそらく当時たった
一つの言語で、世界の社会科学や自然科学の本だけでなく、古今東西の文学を読めた国は日
本だけであったと思われる。同時代の中国人や朝鮮人、それに東南アジアのインテリたちが、
懸命に日本語を学んだ理由はここにもあった。当時、日本語こそ、東アジアで最高の国際言
語であったのだ。」（百田尚樹「日本国紀」332 ページ、株式会社幻冬舎）
　PT ISSI では「私たちは企業は理想的な教育機関であると考えています」をスローガンに企
業教育に力を入れています。中身のあるわかりやすい教材をインドネシア語に訳してのトレ
ーニング。コンサルタント。そして翻訳、通訳を通し、企業研修のお手伝いをしていきます。
　微力ではありますが、インドネシアの発展のためにできることを続けていきたいと思いま
す。私は、インドネシアと日本が一つになることを夢見ています。インドネシアと日本が一
つになれば、全てのものが揃います。そして、その力を持ってすれば世界平和も夢ではあり
ません。
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Visi dan Misi PT. Industrial Support Services Indonesia (PT. ISSI)

    Negara Indonesia adalah negara yang bagus yang bisa dibanggakan pada seluruh dunia.  
Segara hal lengkap seperti lingkungan alam, budaya sampai sumber daya mineral (bawah 
tanah).  Buktinya Belanda menjajah selama 350 tahun dan membesarkan negara sendiri.  
Kalau sekarang Amerika juga memakmurkan negara sendiri dengan kekayaan Indonesia.  
Seandainya kalau Indonesia negara miskin, siapa yang ingin menjajah Indonesia?
    Namun Indonesia secara nyata dieksploitasi oleh Belanda dan Amerika.  Kenapa 
dieksploitasi terus?  Pada umumnya jika ingin kontrol suatu negara, menggunakan cara 
embargo.  Akan tetapi kalau Indonesia, karena hampir semua sumber daya ada di dalam 
negeri, hampir tidak ada masalah.  Kalau begitu kenapa dieksploitasi.  Karena kekuatan 
negaranya kurang.  Kekuatan negara itu apa?  Iyalah manusia.  Rakyat.  Kemampuan rakyat 
satu orang satu orang.  Itulah langsung menjadi kekuatan negara.
    Kalau begitu kemampuan manusia itu apa?  Menurut saya, daya berpikir.  Dan saya 
anggap daya berpikir tersebut dapat dikembangkan dengan baca buku.
    Saya dulu pernah mencari perbedaan minat baca buku antara Indonesia dan Jepang, 
berdasarkan jumlah penjualan buku.  Saya hitung rata-rata satu orang beli berapa buku 
dalam 1 tahun.  Dan saya dapat angka, iyalah Indonesia 0,13 buku dan Jepang 5,9 buku.  
Jika angka itu dianggap sebagai kekuatan negara, ternyata kekuatan negara di Indonesia 
menjadi 1 per 45,1 dibandingkan Jepang.  Inilah kenyataan.  Dengan kondisi seperti ini, 
bagaimana bisa amankan Indonesia dari ancaman eksploitasi?
    Kenapa saya mendirikan PT. ISSI, salah satu tujuannya ada di situ.  Supaya meningkatkan 
minat baca di Indonesia, ingin melakukan apa yang bisa dilakukan.  Itulah keinginan saya.
    Sejak didirikan yang dilanjutkan adalah menerbitkan majalah dwi bahasa antara 
bahasa Indonesia dan bahasa Jepang.  Walaupun tidak ada dana untuk beli buku di toko 
buku, walaupun tidak ada yang ingin baca, dapat bacaan dengan gratis.  Saya berusaha 
memperkenalkan buku bermutu dan tulisan yang ditulis oleh orang bermutu.  Dan yang 
telah ditumpuk di majalah dijadikan buku sedikit demi sedikit.
    Kemudian pelajaran bahasa Jepang.  Kalau pelajaran bahasa Jepang umum, hampir 
semua berdasarkan percakapan.  Namun kalau di PT. ISSI menggunakan bahan pelajaran 
yang dikembangkan secara khusus.  Bahan tersebut berdasarkan baca dan menulis.  Karena 
walaupun di Indonesia tidak ada buku yang bagus, jika bisa baca dengan bahasa Jepang, 
bisa baca berbagai buku dalam dunia.
    Naoki Hyakuta menulis sebagai berikut dalam buku “Catatan negara Jepang”.  “Dan kalau 
Jepang, karena telah diterjemahkan buku Barat banyak sekali, menjadi negara yang unik 
yang mana bisa baca buku seluruh dunia dengan bahasa Jepang.  Ada kemungkinan pada 
waktu itu, dengan satu bahasa bisa baca buku bukan hanya ilmu pengetahuan sosial dan 
ilmu pengetahuan alam dunia saja, namun sastra seluruh dunia, hanya Jepang saja.  Orang 
China orang Korea dan ilmuwan Asia Tenggara belajar bahasa Jepang dengan mati-matian, 
alasannya ada di situ.  Pada waktu itu, bahasa Jepang lah bahasa internasional yang paling 
tinggi dalam Asia Timur.” (Naoki Hyakuta “Catatan negara Jepang” hal. 332, PT. Gentousha)
    PT. ISSI mentitik beratkan pendidikan dalam perusahaan dengan semboyan “Kami anggap 
perusahaan adalah lembaga pendidikan yang paling ideal.”  Training dengan terjemahkan 
pada bahasa Indonesia dari bahan pelajaran yang bermutu dan mudah dimengerti.  
Konsultan.  Dan melalui terjemahan baik tulisan maupun lisan, membantu training / 
pendidikan dalam perusahaan.
    Apa yang bisa dilakukan hanya sedikit saja, namun ingin melanjutkan apa yang bisa 
dilakukan demi kemajuan Indonesia.  Saya bermimpi Indonesia dan Jepang akan menyatu.  
Jika Indonesia dan Jepang menjadi satu, semua menjadi lengkap.  Dan jika menggunakan 
daya tersebut, dapat mewujudkan perdamaian dunia.
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