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ABSTRAK 
Pembelajaran Bahasa Jepang di Indonesia kini mengalami beberapa perubahan yaitu adalah 

berubahnya kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang digunakan saat 

ini menuntut siswa untuk tidak hanya menerima pembelajaran dari guru saja namun siswa 

juga harus belajar secara mandiri. Untuk memenuhi tuntutan kurikulum diperlukan media 

pembelajaran yang menunjang. Salah satu yang dapat menunjang adalah pembelajaran 

menggunakan multimedia berbasis flash.  Pembelajaran menggunakan multimedia ini perlu 

diterapkan pada pembelajaran Bahasa Jepang dengan materi yang dianggap sulit oleh siswa, 

Menurut hasil angket materi yang dianggap sulit yaitu salah satunya adalah pembelajaran 

pola kalimat dasar, maka akan sangat bagus apabila diterapkan multimedia pada 

pembelajaran pola kalimat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar 

pola kalimat dasar Bahasa Jepang sebelum dan sesudah menggunakan multimedia flash. 

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui respon, tanggapan 

terhadap multimedia pembelajaran berbasis flash pada pembelajaran pola kalimat dasar 

Bahasa Jepang. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuasi, dimana hanya 

mengambil satu kelas saja sebagai objek penelitian. Sampel penelitian ini sebanyak 20 orang 

yang diambil dari populasi siswa kelas X lintas Minat Bahasa Jepang SMAN 20 Bandung 

tahun ajaran 2015/2016. Instrumen yang digunakan adalah berupa tes tertulis dan non tes 

berupa angket. Berdasarkan analisis data, nilai t hitung sebesar 14,21. Dan t tabel dengan 

taraf signifikansi 5% adalah 2,09 dan t-tabel dengan taraf signifikansi 1 % adalah 2,86. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil t hitung lebih besar dibandingkan t tabel pada 

taraf signifikansi 5% (14,21>2,09). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dengan dilakukannya pembelajaran pola kalimat Bahasa Jepang dasar 

menggunakan Multimedia berbasis Flash. Selain itu pula didapatkan dari hasil analisis angket 

bahwa responden memberikan tanggapan yang positif terhadap Multimedia pembelajaran 

berbasis flash dalam meningkatkan hasil belajar pada materi pola kalimat Bahasa Jepang 

dasar. 
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ABSTRACT 
Nowdays, The Japanese language learning in Indonesia has changed which is showed by the 

change of curriculum from KTSP to 2013 curriculum. 2013 curriculum that used demands 

the students which are not only receiving learning from the teachers, but they also have to 

stand alone in learning. In order to meet the demand of curriculum,, it needs a supporting 

learning media. One of the supporting learning media is using Flash Multimedia. The 

learning which used in this multimedia needs to be applied in Japanese learning that consists 

of difficult materials for students. The result shows that the one of difficult materials is the 

sentence pattern learning basic. Therefore, the multimedia is a good way to be applied in this 

learning. This research aims to investigate the result of the sentence pattern basic of Japanese 

language learning before and after by using Flash Multimedia. Besides that, this research also 

aims to analyze the respond and impression to the Flash Multimedia learning in sentence 

pattern learning of Japanese language. 

The method used in this research is Quasi Experiment where only takes a class as the object 

of  research. This research takes samples as much as 20 people from the population of class X 

lintas minat Bahasa Jepang SMAN 20 Bandung tahun ajaran 2015/2016 students. The 

instrument used is written and non-written test in the form of quetionnaire. According to data 

analysis, the grade t-quatinfication is as much as 14,21. Then, the t-table with the 

signification level 5% is 2,09 and t-table with the signification level 1 % is 2,86. From the 

data, the result shows that t-quantification is much more then t-table in the signification level 

of 5% (14.21>2,09). In other word, it can be conclude that there is a significant influence by 

applying sentence pattern of Japanese language basic learning by using Flash Multimedia 

Basic. Furthermore the data shows that the responden give the positive respon the the 

learning by using flash Multimedia Basic. In order to increase learning output to the sentece 

pattern of Japanese language basic material. 
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日本語の基礎文型によるフラッシュマルチメディアの使用効果 

(2015/2016年度にバンドン第 20高等学校 の日本語のクラスの 1年生に実験

研究) 
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       学生番号  :1201815 

要旨 

 最近インドネシアには日本語の学習過程が変更がある。それは ２００６年のカリキュラム 

が２０１３年のカリキュラムに替えられたのである。今の使われる２０１３年のカリキュラ

ムに生徒たちは先生から教えてもらうことだけでなく、一人で勉強しないといけないことに

なる。そのことを現実にするために支えるメディアが必要である。その一つはマルチメディ

アのフラッシュを使う学習である。そのような学習は生徒たちに日本語の難しいと思われる

授業に使用することが必要である。アンケットによると難しいと思われる授業は基礎文型で

あり、そのため基礎文型の学習過程にマルチメディアを使用することがいいとおもわれる。

本研究の目的は文型の学習にフラッシュというムルチメディアを使用前と使用後で有意差が

あるかどうかを分析するためである。それに日本語の文型授業のなかフラッシュというムル

チメディアに感想と応答を分析するためである。本研究の方法は準実験で、実験方は実験ク

ラスを使わない。研究のデザインはワングループのプレテスト・ポストテストである。対象

者は 2015/2016 年度にバンドン第 20 高等学校 の日本語のクラスの 1 年生の 20 各とする。デ

ータの収集はテストとアンケートであった。データ分析の結果によると、t 値は 14.21 であっ

た。表の tは 5%の有意水準で 2.09、1%の有意水準で 2.86 である。それに従って, t 値は 5%

の有意水準に表の t より高く（14.21＞2.09）、t 値は表のｔより高いので、Hｋ（作業仮設）

は受け入れ、Ho (ゼロ仮設)は拒否された。それに、アンケートの分析結果によって、対象者

は日本語の文型の授業学習結果を上がるためにマルチメディアを使用するので積極的応答を

あげるとわかる。つまり、日本語の文型の授業にフラッシュというマルチメディアを使用す

るので影響があることがわかる。 
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要旨 

 

日本語の基礎文型によるフラッシュマルチメディアの使用効果 

(2015/2016年度にバンドン第 20高等学校 の日本語のクラスの 1年生に実験

研究) 

       ドゥウィ・レスティニ 

       学生番号  :1201815 

 最近インドネシアには日本語の学習過程が変更がある。それは ２００６年のカリキュラム 

が２０１３年のカリキュラムに替えられたのである。今の使われる２０１３年のカリキュラ

ムに生徒たちは先生から教えてもらうことだけでなく、一人で勉強しないといけないことに

なる。そのことを現実にするために支えるメディアが必要である。その一つはマルチメディ

アのフラッシュを使う学習である。そのような学習は生徒たちに日本語の難しいと思われる

授業に使用することが必要である。アンケットによると難しいと思われる授業は基礎文型で

あり、そのため基礎文型の学習過程にマルチメディアを使用することがいいとおもわれる。

本研究の目的は文型の学習にフラッシュというムルチメディアを使用前と使用後で有意差が

あるかどうかを分析するためである。それに日本語の文型授業のなかフラッシュというムル

チメディアに感想と応答を分析するためである。本研究の方法は準実験で、実験方は実験ク

ラスを使わない。研究のデザインはワングループのプレテスト・ポストテストである。対象

者は 2015/2016 年度にバンドン第 20 高等学校 の日本語のクラスの 1 年生の 20 各とする。デ

ータの収集はテストとアンケートであった。データ分析の結果によると、t 値は 14.21 であっ

た。表の tは 5%の有意水準で 2.09、1%の有意水準で 2.86 である。それに従って, t 値は 5%

の有意水準に表の t より高く（14.21＞2.09）、t 値は表のｔより高いので、Hｋ（作業仮設）

は受け入れ、Ho (ゼロ仮設)は拒否された。それに、アンケートの分析結果によって、対象者

は日本語の文型の授業学習結果を上がるためにマルチメディアを使用するので積極的応答を

あげるとわかる。つまり、日本語の文型の授業にフラッシュというマルチメディアを使用す

るので影響があることがわかる。 

キーワード：マルチメディア、フラッシュ, 日本語の基礎文型 

 

1. はじめに 

 インドネシアには外国語の学習者が非常に多い。一方で日本語を勉強して

いる高校生も多い。勉強しているときに様々な問題があり、日本語の学習者
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にとって文型を勉強することが一番難しいことだと思われる。文型が問題と

なってきたのは、主に外国語として当該言語を学習するときであるが、古典

語学習にもまた用いられた。 (日本大百料全書〈ニッポニカ〉の解説) 

 ちなみに、インドネシアには日本語の学習過程が変更があるので、今の使

われるカリキュラムに生徒たちは自分で勉強しないといけない。そのことを

現実にするために支えるメディアが必要である。そして、難しいと思われる

授業文型を勉強の教材があまりないので、面白い教材で、分りやすいの教え

方も必要だと思われる。そのことに基づいて筆者はフラッシュというマルチ

メディアによる日本語の基礎文型を学習の効果について研究したいと思った。 

 

1.1 先行研究 

 先行研究では オックタヴィヤナ (2012)の研究で 日本語の基礎文型の

授業に「絵教材」の効果があった。しかし、絵教材は視覚しかない。音

とアニメシオンを付け加えるともっと大きな影響を与えると思われるの

で革新することが必要だと思われる。 

セティヤワン（２０１４）の研究で、マルチメディアによるトランスフ

ォーメーションドリルのテクニックを使用した後、日本語の基礎文型の

教授がもっと面白くなるし、簡単になるといわれた。だが、その使われ

るマルチメデアはパワーポイントので、生徒たちは自分で、勉強するこ

とができない。そのため、自分で勉強する事ができるように支えるメデ

ィアが必要である。その一つはフラシュというマルチメディアだと思わ

れる。 

 

2. 研究の目的 

研究の目的は： 
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1. フラッシュというマルチメディアの使用前で学習者の日本語基礎文型

の授業を分析するためである。 

2. フラッシュというマルチメディアの使用後で学習者の日本語基礎文型

の授業を分析するためである。 

3. 一年生の日本語の基礎文型の授業に対するフラッシュというマルチメ

ディアの影響を分析するためである。 

4. フラッシュというマルチメディアの使用において学習者の反応と印象

を知るためである。 

 

3. 研究の方法 

 スギヨノによって、研究の方法は料学的の仕方がデータと明確な目標

を得るのに使用される。（2000 :P. 1） 本研究の方法は準実験で、実験方

は実験クラスを使わない。研究のデザインはワングループのプレテス

ト・ポストテストである。プレテストは処置前のテストで、ポストテスト

は処置後のテストである。 

 

a. データの収集法 

   データの収集はテストとアンケートである。テストは対象者の基礎文型

の授業の結果を分析するためである。アンケートはフラッシュというマ

ルチメディアに対する対象者の感想と応答を分析するためである。テス

トの結果は t 値という公式を使い、分析する。アンケートの加工するため

に、回答率を計算する。 

b. 対象者とサンプル 

    本研究の対象者は 2015/2016 年度にバンドン第 20 高等学校 の日本語のクラス

の 1 年生の 20 各とする。 
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4. 分析の結果 

本研究の結果に基づいて、次のようである。 

プレテスト

の平均 

ポストテスト

の平均 
t 値 表の t 

45.05 92.25 14.21 
2.09 (5%の有意水準) 

2.86 (1%の有意水準) 

データの分析によると、t 値は 14.21 であった。表の t は 5%有意水準は

2.09 で、1%の有意水準は 2.86 である。それによって、ｔ値は 5%の有意水

準に表の t より高く(14.21＞2.09)、フラッシュ というマルチメディアにつ

いて基礎文型の授業に対する有意差があるということが分かる。 

アンケートの調査結果によると、つぎのようである。 

１． フラッシュというマルチメディアで基礎文型の授業が面白くなる

と思われた対象者がほぼ全員である。 

２． フラッシュというマルチメディアで基礎文型の授業はアクチブに

なる対象者がほぼ全員である。 

３． フラッシュというマルチメディアで基礎文型の授業について簡単

に勉強になるという思われる対象者が多い。 

5. 解釈 

生徒たちにとって日本語の難しいと思われる授業を調べるため、研究

する前に、バンドン第２０高校学校の日本語のクラスの一年生に観察し、

アンケートを配布した。そのアンケートによるとい一番難しい授業は基

礎文型である。事前の結果によると、平均点は４５．０５であり、学習

者は文を作るのが難しく感じられた。四回の処置を与えた後は文を作る

のは簡単になった学習者が多い。事後の結果に見れば、平均点は９２．
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２５であり、事前の結果により高い。データ分析の結果によると、t 値は

14.21 であった。表の t は 5%の有意水準で 2.09、1%の有意水準で 2.86 で

ある。それに従って, t 値は 5%の有意水準に表の t より高く（14.21＞

2.09）、t 値は表のｔより高いので、Hｋ（作業仮設）は受け入れ、Ho 

(ゼロ仮設)は拒否されたつまり、t 得点は t 表より高いということが分か

る。 

アンケートの結果によりと、対象者は日本語の文型授業学習結果を上

がるためにマルチメディアというフラッシュ使用するので積極的応答を

あげるとわかる。つまり、日本語の文型の授業にフラッシュというマル

チメディアを使用するので影響があることがわかる。 

6. おわりに 

データの分析の結果によると、本研究の結論は次のようである： 

１．フラッシュというマルチメディアの使用前はたくさん学習者は基

礎文型の授業が難しく感じると思われる。それはプレテストの平

均点によって、点数は 45.05 であった。 

２．フラッシュというマルチメディアの使用後は基礎文型の成績が加

えった。それはポストテストの平均点によって、点数は 92.25 

であった。 

３．アンケート分析の結果によると、基礎文型の成績が向上させるた

めのフラッシュというマルチメディアの使用に対象者の反応はポ

ジテイブである。ちなみに、フラッシュというマルチメディアで

学習者それに対象者の間違いと思われることが次第に減ってきた。 
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