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ABSTRACT 

This research analyzes the use of blended learning methods at Ibunka Rikai 

courses. Where the blended learning method is a combination of face-to-facial 

meetings with learning through e-learning media. The purpose of using this method 

is to know the application of Blended Learning in Ibunka Rikai courses and how 

students respond to the use of the Blended Learning method. 

The method of approach used in this research is a combination method whereby 

qualitative and quantitative data complement each other. Researchers can obtain 

data through observations, polls and interviews. Based on data obtained through 

observations, polls and interviews are then calculated using a Likert scale with the 

formula (TxPn). Then qualitative data will be used to complement the data taken 

through interviews so that the research results are more accurate. 

Based on the results of data analysis obtained through observation, polls, and 

interviews. It can be concluded that the application of Blended learning at Ibunka 

Rikai courses has been applied properly. There is a continuity between face-to-face 

meetings with e-learning i.e. by uploading a paper presentation result when the class 

faces face to e-learning websites as a form of the report. This is evidenced by the 

poll data number 20 indicates that 71.43% of respondents stated that the application 

of Blended Learning in Ibunka Rikai courses has been applied properly. 
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ジョグジャカルタムハンマディヤ大学の異文化理解教育におけ

る混合学習の実施 

ジョグジャカルタムハンマディヤ大学の記述学習の学生、2018-2019学年

度の第 7学期の日本語教育プログラム四年生 

 

アーマド。ドウィ。スティアワン 

 

要旨 

 

この研究は、いぶんかりかいコースでの混合学習法の使用を分析し

ます。混合学習方法は、顔と顔のミーティングと e ラーニングメディアに

よる学習の組み合わせる。 このメソッドを使用する目的は、異文化理解

コースでの Blended Learning の適用と、Blended Learning メソッドの使用に

対する学生の反応を知ることする。この研究で使用されるアプローチの方

法は、定性的および定量的データが互いに補完する組み合わせ方法する。

研究者は、観察、世論調査、インタビューを通じてデータを取得できる。

観測から得られたデータに基づいて、投票とインタビューは、式（TxPn）
を使用したリッカート尺度を使用して計算される。その後、質的データを

使用し、インタビューを通じて取得したデータを補完し、研究結果をより

正確にする。観察、世論調査、インタビューを通じて得られたデータ分析

の結果に基づく。異文化理解コースでの混合学習の適用は適切に適用され

たと結論付けることができる。e ラーニングを使用した対面ミーティング

の間には継続性がある。つまり、クラスがレポートの形式とし、e ラーニ

ング Web サイトに直面したときに、紙のプレゼンテーション結果をアップ

ロードする。これは、調査データ番号 20が示すように、回答者の 71.43％

が異文化理解コースでの Blended Learning の適用が適切に適用されている

と述べている。 
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