
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN



 

 
 

 

Lampiran 01. Kartu Data 

KARTU DATA 

No. Sumber Data Onomatope 
Klasifikasi 

Onomatope 

1. Donguri korokoro  

(どんぐりころころ) 
ころころ 

Gitaigo 

2. 

 

Awaten bō no santakurōsu 

あわてんぼうのサンタク

ロース 

リンリン 

ドンドン 

 

Giongo 

Giyougo 

 

3. Inu no omawarisan  

(犬のおまわりさん) 

ワンワン Giseigo  

4. Omocha no chachacha 

(おもちゃのチャチャ) 

キラキラ 

すやすや 

ニャ－ 

 

Giongo  

Giseigo  

Giseigo  

 

5. Akahana no tonakai 

(あかはなのトナカイ) ピカピカ 
Giongo 

6. Kaeru no gasshou 

(かえるのがっしょう) 

 

クヮクヮ 

ケケ 

ブー     

ブブ 

グワグワ 

 

Giseigo  

Giseigo   

Giseigo   

Giseigo   

Giseigo   



 

 
 

 

ガガ Giseigo   

7. Tontontonton Hige Jii-san 

(とんとんとんとんひげ

じいさん) 

 

とんとん Giyougo 

8. Gū Choki Pā de Nani 

Tsukurō (グーチョキパ

ーでなにつくろう) 

グー 

チョキ 

パー 

Giyougo 

Giyougo 

Giyougo 

9. Meri-san no hitsuji (メリ

ーさんのひつじ) 

 

メエメエ 

アハハアハハ 

かんかん 

しくしく 

Giseigo 

Giseigo 

Gijōgo 

Gijōgo 

10. Bun bun bun 

 (ぶんぶんぶん) 

 

ぶんぶんぶん Giongo 

11. Usagi to kame 

（うさぎとかめ） グ－グ－ 
Giseigo 

12. Boku no mikkusu jyuusu 

(ぼくのミックスジュ－ス) 

ググッ 
Giseigo 



 

 
 

No. Onomatope Bentuk Onomatope Makna Onomatope 

1. 1

. 
リンリン Hanpukukei 

Tiruan Bunyi Benda 

(Giongo) 

2. 2

. キラキラ 
Hanpukukei Tiruan Bunyi Benda 

(Giongo) 

3. 3

. ピカピカ 
Hanpukukei 

Tiruan Bunyi Benda 

(Giongo) 

4. 6

. 
ワンワン 

Hanpukukei dan 

Haneru’on 

Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 

5. 7

. 
グ－グ－ Hanpukukei dan Chou’on 

Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 

6. 8

. 
ニャ－ Chou’on 

Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 

7. 9

. 
クヮクヮ Hanpukukei 

Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 

8. 1

0

. 

ケケ Kata Dasar 
Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 

9. 1

1

. 

ブーブー Hanpukukei dan Chou’on 
Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 

10. 1

3

. 

グワグワ Hanpukukei 
Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 

11. 1

4

. 
ガガガガ Hanpukukei 

Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 

12. 1

5

. 
メエメエ Hanpukukei dan Chou’on 

Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 

13. 1

6

. 
ぶんぶんぶん 

Hanpukukei dan 

Haneru’on 

Tiruan Suara Binatang 

(Giseigo) 



 

 
 

14. 1

7

. 
ググッ Hanpukukei dan Soku’on 

Tiruan Suara Manusia 

(Giseigo) 

15. 1

9

. 

すやすや 
Hanpukukei 

Tiruan Suara Manusia 

(Giseigo) 

16. 2

0

. 
アハハアハハ Hanpukukei 

Tiruan Suara Manusia 

(Giseigo) 

17. 2

1

. 

ころころ Hanpukukei 
Tiruan Pergerakan Benda 

(Gitaigo) 

18. 2

3

. 
ドンドン 

Hanpukukei dan 

Haneru’on 

Tiruan Aktifitas atau 

Pergerakan Manusia 

(Giyougo) 

19. 2

4

. 
とんとん 

Hanpukukei dan 

Haneru’on 

Tiruan Aktifitas atau 

Pergerakan Manusia 

(Giyougo) 

20. 2

6

. 
グ－ Chou’on 

Tiruan Aktifitas atau 

Pergerakan Manusia 

(Giyougo) 

21. 2

7

. 
チョキ Kata Dasar 

Tiruan Aktifitas atau 

Pergerakan Manusia 

(Giyougo) 

22. 2

8

. 

パ－ Chou’on 

Tiruan Aktifitas atau 

Pergerakan Manusia 

(Giyougo) 

23. 2

9

. 
かんかん 

Hanpukukei dan 

Haneru’on 

Tiruan Keadaan Hati atau 

Perasaan Manusia 

(Gijōgo) 

24. 3

0

. 

しくしく Hanpukukei 

Tiruan Keadaan Hati atau 

Perasaan Manusia 

(Gijōgo) 



 

 
 

Lampiran 02. Lirik Lagu 

 

LIRIK LAGU 

 

どんぐりころころ 

どんぐりころころ ドンブリコ 

お池にはまって さあ大変 

どじょうが出て来て 今日は 

坊ちゃん一緒に 遊びましょう  

 

どんぐりころころ よろこんで 

しばらく一緒に 遊んだが 

やっぱりお山が 恋しいと 

泣いてはどじょうを 困らせた 

 

あわてんぼうのサンタクロース 

あわてんぼうのサンタクロース 

クリスマスまえに やってきた 

いそいで リンリンリン 

いそいで リンリンリン 

鳴らしておくれよ 鐘を 

リンリンリン リンリンリン 

リンリンリン 

あわてんぼうのサンタクロース 

えんとつのぞいて 落っこちた 

あいたた ドンドンドン 

あいたた ドンドンドン 

まっくろくろけの お顔 

ドンドンドン ドンドンドン 

ドンドンドン 



 

 
 

あわてんぼうのサンタクロース 

しかたがないから 踊ったよ 

楽しく チャチャチャ 

楽しく チャチャチャ 

みんなも踊ろよ 僕と 

チャチャチャ チャチャチャ 

チャチャチャ 

あわてんぼうのサンタクロース 

もいちど来るよと 帰ってく 

さよなら シャラランラン 

さよなら シャラランラン 

タンブリン鳴らして消えた 

シャラランラン シャラランラン 

シャラランラン 

あわてんぼうのサンタクロース 

ゆかいなおひげの おじいさん 

リンリンリン チャチャチャ 

ドンドンドン シャラランラン 

わすれちゃだめだよ おもちゃ 

シャララン リン チャチャチャ 

ドン シャララン 

 

犬のおまわりさん 

まいごの まいごの こねこちゃん、 

あなたのおうちは どこですか。 

おうちをきいても わからない、 

なまえをきても わからない。 

ニャン ニャン ニャン ニャーン、 

ニャン ニャン ニャン ニャーン。 

ないてばかりいる こねこちゃん。 



 

 
 

いぬの おまわりさん こまってしまって。 

ワン ワン ワン ワーン、 

ワン ワン ワン ワーン。 

まいごの まいごの こねこちゃん、 

このこの おうちは どこですか。 

からすにきいても わからない、 

すずめにきいても わからない。 

ニャン ニャン ニャン ニャーン、 

ニャン ニャン ニャン ニャーン。 

ないてばかりいる こねこちゃん。 

いぬの おまわりさん こまってしまって。 

ワン ワン ワン ワーン、 

ワン ワン ワン ワーン。 

 

おもちゃのチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

 

そらにきらきら おほしさま 

みんなスヤスヤ ねむるころ 

おもちゃは はこを とびだして 

おどる おもちゃの チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

 



 

 
 

なまりの へいたい トテチテタ 

ラッパならして こんばんは 

フランス人形 すてきでしょう 

花の ドレスで チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

 

とんぼみたいな ヘリコプター 

ぐんとはやいな ジェットきは 

サイレンなれば はっしゃです 

うちゅうロケット チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

 

きょうはおもちゃの おまつりだ 

みんなたのしく うたいましょう 

こひつじメエメエ こねこはニャー 

こぶたブースカ チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

 

そらに さよなら おほしさま 

まどに おひさま てらすころ 

おもちゃは かえる おもちゃばこ 

そして ねむるよ チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

チャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ 

 

 



 

 
 

あかはなのトナカイ 

真っ赤なお鼻の トナカイさんは 

いつもみんなの 笑いもの 

でもその年の クリスマスの日 

サンタのおじさんは 言いました 

暗い夜道は ぴかぴかの 

おまえの鼻が 役に立つのさ 

いつも泣いてた トナカイさんは 

今宵こそはと 喜びました 

 

真っ赤なお鼻の トナカイさんは 

いつもみんなの 笑いもの 

でもその年の クリスマスの日 

サンタのおじさんは 言いました 

暗い夜道は ぴかぴかの 

おまえの鼻が 役に立つのさ 

いつも泣いてた トナカイさんは 

今宵こそはと 喜びました 

喜びました 喜びました 

 

かえるのがっしょう 

かえるのうたが 

きこえてくるよ 

クヮ クヮ クヮ クヮ 

ケケケケ ケケケケ 

クヮクヮクヮ  (2X) 

こぶたのうたが 

きこえてくるよ 

ブ－ ブ－ ブ－ ブ－  

ブブブブ ブブブブ 

ブ－ブ－ブ－ 

あひるのうたが 

きこえてくるよ 

グワ グワ グワ グワ 



 

 
 

ガガガガ ガガガガ 

グワ グワ グワ  

 

とんとんとんとんひげじいさん 

トントントントン ひげじいさん  

トントントントン こぶじいさん 

トントントントン てんぐさん  

トントントントン めがねさん  

トントントントン 手はうえに 

キラキラキラキラ 手はおひざ 

 

 

グーチョキパーでなにつくろう 

 

ぐーちょきぱーで ぐーちょきぱーで 

なにつくろ なにつくろ 

みぎてが ちょきで ひだりてもちょきで 

かにさん かにさん 

 

ぐーちょきぱーで ぐちょきぱーで 

なにつくろ なにつくろ 

みぎてがぐーで ひだりてがぱーで 

めだまやき めだまやき 

 

ぐーちょきぱーで ぐーちょきぱーで 

なにつくろ なにつくろ 

みぎてが ちょきで ひだりてがぐーで 

かたつむり かたつむり 

 

 

メリーさんのひつじ 

 

メリーさんの羊 

メエメエ ひつじ 

メリーさんの羊 



 

 
 

まっ白ね 

 

どこでもついていく 

メエメエ ついていく 

どこでもついていく 

かわいいわね 

 

あるとき学校へ 

学校へ 学校へ 

あるとき学校へ 

ついて来た 

 

生徒が笑った 

アハハ アハハ 

生徒が笑った 

それを見て 

 

先生はかんかんに 

おこって おこって 

先生はおこって 

おいだした 

 

メリーさんは困って 

困って 困って 

メリーさんはしくしく 

泣きだした 

 

 

ぶんぶんぶん 

 

ぶんぶんぶん はちがとぶ 

おいけのまわりに 

のばらが さいたよ 

ぶんぶんぶん はちがとぶ 

 

ぶんぶんぶん はちがとぶ 

あさつゆ きらきら 

のばらが ゆれるよ 



 

 
 

ぶんぶんぶん はちがとぶ 

 

ぶんぶんぶん はちがとぶ 

おいけのまわりに 

のばらが さいたよ 

ぶんぶんぶん はちがとぶ 

 

ぶんぶんぶん はちがとぶ 

あさつゆ きらきら 

のばらが ゆれるよ 

ぶんぶんぶん はちがとぶ 

 

 

 

うさぎとかめ 

 

もしもし かめよ かめさんよ 

せかいのうちに おまえほど 

あゆみの のろい ものはない 

どうして そんなに のろいのか 

 

なんと おっしゃる うさぎさん 

そんなら おまえと かけくらべ 

むこうの こやまの ふもとまで 

どちらが さきに かけつくか 

 

どんなに かめが いそいでも 

どうせ ばんまで かかるだろ 

ここらで ちょっと ひとねむり 

グーグー グーグー グーグーグー 

 

これは ねすぎた しくじった 

ビョンピョン ピョンピョン ピョンピョンピョン 

あんまりおそい うさぎさん 

さっきのじまんは どうしたの 

 

 

 

 



 

 
 

ぼくのミックスジュ－ス 

 

おはようさんの おおごえと 

キラキラキラの おひさまと 

それにゆうべの こわいゆめ 

みんなミキサ-に ぶちこんで 

 

あさは ミックスジュ-ス 

ミックスジュ-ス ミックスジュ-ス 

こいつを ググッとのみほせば 

きょうはいいこと あるかもね 

 

ともだちなかよし うたごえと 

スカッとはれた おおぞらと 

それにけんかの べそっかき 

みんなミキサ-に ぶちこんで 

 

 

ひるは ミックスジュ-ス 

ミックスジュ-ス ミックスジュ-ス 

こいつを ググッとのみほせば 

なんでもかんでも いいちょうし 

 

あのねそれでねの おはなしと 

ほんわかおふろの いいきもちと 

それにひざこぞうの すりきずを 

みんなミキサ-に ぶちこんで 

 

よるは ミックスジュ-ス 

ミックスジュ-ス ミックスジュ-ス 

こいつを ググッとのみほせば 

あとはぐっすり ゆめのなか 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 03. Riwayat Hidup 

 

RIWAYAT HIDUP 
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