Silabus Matakuliah:
CHUKYU BUNPO I
Jurusan/Prodi Pendidikan Bahasa Jepang
A. Identitas Mata Kuliah
Mata Kuliah/Kode
Bobok
Semester
Jenjang
Prasyarat
Dosen Pengampu

: Chukyu Bunpo I/ JP. 201
: 2 SKS
: III
: S-1
: Mahasiswa telah lulus matakuliah Shokyu Bunpo II
: Drs. Dedi Sutedi, M.A., M.Ed.
______________________________
:______________________________

B. Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Chukyu Bunpo I membahas tentang materi tata bahasa Jepang yang penekanannya
pada pola kalimat (bunkei) dan ungkapan (hyougen) serta penggunaan kosakata bahasa Jepang
tingkat menengah I (melewati (N-4) Nihongo Nouryoku Shiken). Materi yang disajikan dalam
bentuk diktat (modul) perkuliahan yang memuat pola-pola kalimat, beserta penggunaan partikel
yang terkait, perubahan bentuk kata (yougen), serta sejumlah kosakata yang relevan untuk
diaplikasikan pada mata kuliah keterampilan berbahasa yang lainnya, terutama pada mata kuliah
Kaiwa, Dokkai, dan Choukai. Untuk mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan sudah lulus
dalam matakuliah Shokyu Bunpo II.
C. Pengalaman Belajar
Bentuk perkuliahan berupa tatap muka di kelas, wajib diikuti minimal 80% dari total perkuliahan,
mahasiswa juga harus mengerjakan tugas-tugas baik berupa tugas harian maupun berupa tugas
akhir, serta wajib mengikuti UTS dan UAS.
D. Evaluasi
Bahan penilaian terdiri dari tugas harian, tugas akhir, tes harian, UTS, dan UAS. Pendekatan
penelaian yang digunakannya adalah Pendekatan Acuan Patokan (PAP) dengan skala 5 (A, B, C,
D, dan E) dengan batas lulus minimal memperoleh nilai C.
1. Bobot penilaian UTS : 25%
2. Bobot penilaian Tugas : 25%
3. Bobot penilaian UAS : 50%
E. Uraian Materi dan Tujuan Perkuliahan
Pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan

No.
Pert.
1

Tujuan Perkuliahan:
mahasiswa memahami dan menguasai:
1. perbuahan verba bentuk kamus ke
dalam bentuk perintah.
2. membuat kalimat perintah baik
yang menggunakan meirei-kei
maupun yang menggunakan
akhiran NA.
3. menggunakan kata TOKI yang
menyatakan waktu dan kata MOU
yang diikuti bentuk menyangkal.

1. 止まれ。
2. 「きんえん」は たばこをすうな という
いみです。
3. 先生に そうだんしたあとで、レポート
を 書きます。
4. りょこうに 行くとき、カメラを 持ってい
きます。
5. つかれましたから、もう歩けません。

Diktat

2

1.

1. 雨季(うき)に なれば、洪水(こうずい)

Diktat

mengubah verba bentuk kamus ke

1

Sumber

2.
3.

3

1.
2.

4

1.
2.
3.
4.

5

6

1.

dalam
bentuk
pengandaian
が おこります。
(jouken).
2. お金が あれば、りょこうしたいです。
menggunakan berbagai kalimat 3. 暑ければ、エアコンを つけましょう
pengandaian dengan benar.
か。
membedakan
kalimat
4. 水道の 水が 出ないんですが、どう
pengandaian yang menggunakan
すれば いいですか。
EBA, TARA, RU TO, dan NARA.
5. バティックなら、ソロの デザインが す
てきですよ。
menggunakan kata YOU NI NARU
yang mengikuti verba potensial.
menggunakan kata YOUNI dalam
menyatakan perintah secara
halus, baik perintah bentuk positif
maupun perintah negatif.

1. 日本語能力試験に 合格できるよう
に、漢字を 勉強します。
2. 100 メートル 泳げるように なりまし
た。
3. 用事が できましたから、明日 遊び
に 行けなくなりました。
4. 毎日 早寝、早起きを するように し
ています。
5. 同じ まちがいを くりかえさないように
してください。

Diktat

mengubah verba bentuk kamus ke
dalam bentuk pasif.
membuat kalimat pasif langsung
dengan benar.
membuat kalimat pasif tidak
langsung dengan benar.
memahami penggunaan kalimat
pasif dari verba intransitif.

1. エフィタさんは 先生に ほめられまし
た。
2. この曲は ショパンによって 作られま
した。
3. この お寺は 1000 年前に たてられ
ました。
4. バスの中で となりの人に 足を ふま
れました。
5. きのう 雨に 降られて、かぜを ひい
てしまいました。

Diktat

1. 海がんを さんぽするのは 気持ちが
いいです。
2. わたしは クラシック音楽を 聞くのが
好きです。
3. さいふを 持って 来るのを わすれま
した。
4. わたしが 生まれたのは バンドンで
す。
5. 子どもが 生まれて とても うれしい
です。
6. デングねつで 入院しました。
7. 用事が あるので お先に しつれい
します。

Diktat

1. かいぎは 何時に おわるか わかり
ません。
2. わすれ物が ないか どうか たしかめ
て ください。
3. おいしいか どうか 食べて みます。
4. 子どもに ミルクを やります。

Diktat

2

5. 田中先生が おいしい ケーキを や
いて くださいました。
6. すみませんが、駅までの 道を 教え
て くださいませんか。
7

Menyesaikan
latihan-latihan
pelajaran 1 sampai dengan 6.

8
9

UTS
1. memahami dan menggunakan
kata TAME dengan benar.
2. memahami fungsi partikel NONI
dengan baik.
3. membedakan fungsi TAME dan
NONI.
4. memahami fungsi V-TE + KURU.

10

dari

復習
弟１課～第６課

Diktat

中間テスト
1. 日本語を 勉強する ために、 日本
へ 行きます。
2. はさみは かみを 切るのに 使いま
す。
3. 今にも 雨が 降りそうです。
4. ちょっと たばこを 買って 来ます。

Bank soal
Diktat

1. この コピーは うすすぎて、見えませ
ん。
2. この 辞書は 使いやすいです。
3. テレビの 音を 小さく して くださ
い。
4. 晩ご飯の おかずは とり肉に しまし
ょう。
5. 早たいする 場合は、先生に 言って
ください。
6. 雨が 降って いるのに、弟は 外で
サッカーを しています。

Diktat

11

1.

1. これから 食事を する ところです。
2. 今 勉強して いる ところです。
3. たった今 ニュースを 聞いた ところ
です。
4. この ケーキは けさ やいた ばかり
です。
5. そくたつで 送りましたから、手紙は
明日 とどく はずです。
6. ラニさんは かれと 友だちの けっこ
んしきで 知りあったそうです。
7. あ、電気が消えている。デニさんは る
すの ようですね。

12

1.

1. 先生は 学生に 本を 読ませます。
2. 社長は 社員に 自由に 働く 時間
を きめさせます。
3. そのニュースは みんなを よろこば
せました。
4. わたしも スピーチコンテストに さん
かさせて いただけませんか。

Diktat

1. 日本の 旅館に おとまりに なったこ
とが ありますか。

Diktat

13

3

2. 社長は あした スラバヤへ いらっし
ゃいます。
3. 社長は 1 週間 休みを とられまし
た。
4. 兄は ガイドの 仕事を して おりま
す。
5. 重そうですね。お持ちしましょうか。
6. 会場は あちらで ございます。
14

15
16

1. 病院で 1 時間 待たされました。
2. 車を 買うなら、日本の 車が いいで
す。
3. くつを はいたまま 部屋に 入っては
いけません。
4. これから 毎日 ジョギングすることに
しました。
5. 今の 若い男せいは 料理を するよ
うに なって きました。
Siswa dapat menyelesaikan soal-soal 復習
latihan
UAS
期末試験

F. Sumber
1. 中級日本語文法 I (Diktat JPBJ)
2. Tata Bahasa Jepang Tingkat Dasar (Humaniora Utama Press)
3. 初級日本語 (東京外大)

G. Kontak Dosen Melalui
e-mail
telepon

: dedis66@yahoo.co.jp
: (022) 200-3759

4

Diktat

Bahan latihan
Bank soal

