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MATA PELAJARAN 

Mata Pelajaran               : BAHASA JEPANG  

Jenjang                           : SMA/MA                                 

Program                          : BAHASA  

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal                   : Senin, 2 April 2018 

Jam                                  :  07.30 – 09.30 WIB 

PETUNJUK UMUM 

 
1. Periksalah naskah soal yang anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi : 

a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya. 

b. Kelengkapan dan urutan nomor soal. 

c. Kesesuaian nama mata uji dan progran studi/peminatan yang tertera pada kanan 

atas naskah soal dengan Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN). 

2. Laporkan kepada pengawasruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang 

tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUSBN yang rusak atau robek untuk mendapat 

gantinya. 

3. Isilah pada LJUSBN Anda dengan : 

a. Nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya 

sesuai dengan huruf di atasnya. 

b. Nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan 

bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf/angka di atasnya. 

c. Nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang 

disediakan 

4. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan naskah soal tersebut. 

5. Jumlah soal pilihan ganda (PG) sebanyak 40 butir dan soal uraian (essay) sebanyak 5 

butir. 

6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung 

lainnya. 

7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian. 

8. Lembar soal dan halaman kosong boleh dicoret-coret, sedangkan LJUSBN tidak boleh 

dicoret-coret.  

 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian 
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A. PILIHAN GANDA 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar ! 

 

1. アリ ：けいこさん、おひさしぶりですね。こんばんは、おげんきですか。 

アで ：あら、スシさん、こんばんは。 もちろん げんきですよ。 

アリ ：どこへ いきますか。 

アで ：モールへ いきます。 

アリ ：あ、そうですか。 

 

Gambar yang sesuai dengan percakapan tersebut adalah  . . . . 

 

 

 

A.  

 

 

 

B.  

 

 

 

C.  

 

 

  

D.  

 

 

 

 

E.  
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2. リタ ：ひろみさん、．．．リアナさんです。 

             リアナ ：はじめまして。わたしは だいいち こうこうの リアナです。 

      どうぞ よろしく。 

ひろみ： ひろみです。にほんから きました。どうぞよろしく。 

 

A. こちらは 

B. さようなら 

C. はじめまして 

D. どうぞ よろしく 

E. おやすみなさい 

 

                

3. メガさんは ごにん かぞくです。おとうさんは   55 さいで、こうむいんです。     

おかあさんは 47さいです。あには はたちで、だいがくせいです。メガさんは 

18 さいで、いもうとさんは 12 さいです。 

 

メガさんの おかあさんは なんさいですか。 

A. じゅうごさい  です。 

B. よんじゅうななさい  です。 

C. はたち  です。 

D. じゅうはっさい  です。 

E.   じゅうにさい  です。 

 

4.  わたしは こどもの とき にゅういん した ことが あります。その ときに 

おいしゃさんと はなしました。おいしゃさんは やさしくて、おもしろかった 

です。わたしは そのときから いしゃに なりたいです。 

 

Profesi yang  sesuai dengan wacana tersebut adalah.... 

 

 

 

A.  

 

 

B.  

 

 

 

C.  
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D. . 

 

 

 

E. . 

 

 

5. タニア  ：。。。 

      あいこ ：すうがくは さんじかんめに あります。 

 

A. すうがくは なんじかんめに ありますか 

B. すうがくは なんいち ありますか 

C. すうがくは むずかしい ですか 

D. すうがくは いつ ありますか 

E. すうがくは どうですか 

 

6. わたしは いい ともだちが ふたり います。なまえは  レザさんと  ハディ 

さん です。レザさんは せが  たかくて、おもしろい  がくせいです。ハディさんは 

まじめで、ハンサムな がくせいです。 

 

ハディさんはどんな がくせい ですか。 

A. せが たかくて、ハンサムな がくせいです。 

B. まじめで ハンサムな がくせいです。 

C. せがたかくて、おもしろい がくせいです。 

D. まじめで、せがたかい がくせいです。 

E. おもしろくて、まじめな がくせいです。 

 

7. みこ ：たいいくと おんがくと どちらが おもしろいですか。 

  アニ ：。。。 

 

A. おんがくが むずかしいです。 

B. おんがくが できません。 

C. たいいくが すきでは ありません。 

D. おんがくと たいいくも できません。 

E. おんがくの ほうが おもしろいです。 
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8. リナ ：りこさん、この ラメンは どうですか。 

ゆこ ：ええ、おいしいですよ。 

 

リナ ：じゃ、ラメンを たべましょう。 

ゆこ ：ええ、いいですね。 

 

  リナさんと ゆこさんは いま 。。。 に います。 

 

A. じむしつ 

B. デパート 

C. レストラン 

D. えいがかん 

E. ＬＬきょうしつ 

 

9. よむことが / できません / マリアさんは / かんじは / ひらがな / できますが / を / まだ 

 

Urutan kalimat yang padu adalah . . . .  

 

A. マリアさんは ひらがなを よむことが できますが、かんじは まだ  できません。 

B. ひらがなを よむことが できませんが、マリアさんは  かんじは まだ できます。 

C. マリアさんは ひらがなを できません。かんじは よむ ことが まだ できます。 

D. マリアさんは かんじは よむことが できます、ひらがなは できませんが。 

E. マリアさんは かんじは まだできますが、ひらがなを よむことができません 

 

10. リナさんは まじめな がくせい です。まいにち としょしつで いろいろな 

ほんを よみます。おんがくや バレボールなども よく れんしゅうします。 

リナさんは としょしつで なにを しますか。 

 

A. おんがくを れんしゅう します。 

B. バレボールを します 

C. ほんを よみます。 

D. バレボールをよみます 

E. ほんを れんしゅうします。 

 

11.  

 

 

 

 

 バンドンから ジャカルタまで でんしゃで どのぐらいですか。 

Rute Alat 

Transportasi 

Waktu 

Keberangkatan 

Waktu 

tiba 

Bandung -Jakarta Bis 06.00 10.00 

Bandung-Jakarta Keret  api 05.00 07.30 

Bandung-Jakarta Pesawat 09.00 09.35 
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A. さんじかんはん ぐらい です。 

B. よじかん ぐらい です。 

C. にじかんはん ぐらい です。 

D. さんじかん ぐらい です。 

E. さんじゅうごふん ぐらい です。 

 

12. ふみこさんの かぞくは ペットが だいすきです。ふみこさんは ペットの     

なかで うさぎが いちばん すきです。おとうさんは とりと こいが すきで

す。おかあさんは ペットを さんびきかっています。そのペットは ソファで 

ねるのが すきです。えさは さかなです。かわいい ペットです。 

おかあさんが すきな ペットは どんな ペットですか。 

 

A.  

 

 

B. . 

 

 

C.  

 

 

D.  

 

 

E.   

 

 

13. うちの いまは あたらしいですが、だいどころは … です。 

A. おおきい 

B. ちいさい 

C. ひろい 

D. くらい 

E. ふるい 
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14. Penjual    :    いらっしゃいませ。 

Pembeli   : すみません、このくつは いくら ですか。 

Penjual    : あかい くつですか。 

Pembeli   : はい、そうです。 

Penjual    : これは さんじゅうごまん ルピアです。 

Pembeli   : じゃ これを おねがいします。 

Penjual    :  はい、わかりました ．．．． 

 

A. またきます 

B. それを ください 

C. ありがとうございます 

D. はい、かしこまりました 

E. そうっそう おまちください 

 

15.  Kalimat yang sesuai dengan isi tabel berikut adalah .... 

 

Nama Hal yang disukai 

Yoni badminton gado-gado cola 

Gina pingpong Sate Jus 

Rere Judo Bakso teh 

 

A. ヨニさんは バドミントンと コーラと ミーバソが すきです。 

B. ギナさんは ピンポンと ガドがドと ジュースが すきです。 

C. レレさんは じゅうどうと ミーバソと おちゃが すきです。  

D. ヨニさんは ピンポンと サテと ジュースが すきです。 

E.  ギナさんは じゅうどうと サテと おちゃが すきです。 

 

 

16. ここに よく せいとたちが います。いろいろを べんきょうします。 

せんせいも よく ここに おしえます。 

 

ここは 。。。 です。 

 

A. しょくいんしつ 

B. ほけんしつ 

C. としょしつ 

D. きょうしつ 

E. じむしつ 

 

17. ディアン   ：ダニアさん、あさ なにを しますか。 

ダニア  ：しんぶんを よんで、テレビを みます。 

ディアン ：なんじに テレビを みますか。 

ダニア  ：ごぜん ろくじはんに みます。さんじゅっぷん   みます。 
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ダニアさんは あさ ・・・ まで テレビを みます。 

 

A. さんじゅっぷん 

B. ろくじはん 

C. いちじ 

D. ろくじ 

E. しちじ 

 

18. Kalimat yang sesuai dengan tabel berikut adalah . . . . 

 

 

 

 

 

       

A. ヤヤさんの しゅみは えを みることです。 

B. ココンさんの しゅみは ピアノを きくことです。 

C. リスカさんの しゅみは りょうりを つくることです。   

D. ココンさんの しゅみは しょうせつを かくことです。 

E. リスカさんの しゅみは スポーツを ならうことです。 

 

19. リディアさんは あさ、．．．．。ひる、．．．．。 よる、．．．．。 

 

 

 

 

 

 

 

A. テレビを みます－しゅくだいをします－しんぶんを よみます 

B. そうじします － しんぶんを よみます－おんがくを ききます 

C. テレビを みます － そうじし 

D. おんがくを ききます － せんたくします － しゅくだいを します 

E. おんがくを ききます －テレビ をみます －しゅくだいを します 

 

20. おきゃくさん ：すみません、その ぼうしは いくらですか。 

てんいん   ：どの ぼうしですか。 

おきゃくさん ：その あかい ぼうしです。 

てんいん   ：75.000  ルピアです。 

おきゃくさん ：そうですか。じゃ、。。。 。 

A. また こんど 

B. ありがとうございます 

C. また きます 

D. これを ください 

E. すみません 

Nama Hobi 

Yayah Menggambar renang 

Kokom Membaca Novel main piano 

Riska Memasak olahraga 
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21. Pernyataan yang sesuai dengan data pada tabel berikut, adalah . . . .  

         

        Daftar Hadir Latihan Sepak Bola 

 

Nama S S R K J S M 

Ade √ √ √ √ √ √ √ 

Ari √      √ 

Rida  √    √  

Dani   √    √ 

Rano √  √  √   

 

A. ラノさんは あまり サッカーを しません。 

B. アリさんは よく サッカーを します。 

C. ダ二さんは ぜんぜん サッカーを しません。 

D. アデさんは まいにち サッカーを します。 

E. リダさんは いつも サッカーを します。 

 

22. アニタ ：よりこさん、やすみに いっしょに やまへ いきませんか。 

よりこ：ええ、やまは 。。。 

アニタ：そうですか。 

 

A. ちょっと。。。。 

B. すみません 

C. いいですね 

D. そうですか 

E. いいですか 

 

Perhatikan tabel menu berikut, jawablah pertanyaan No. 23! 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. イラ  ：ゆりさんは ひまなとき なにを しますか。 

              ゆり  ：すいえいを します。まいしゅう ３かい プールで します。 

        ときどき  あねと かいものします。 

              イラ  ：だれと すいえいを しますか。 

 ゆり  ：ともだちと します。 

 

   メニュー 

 

すし    Rp 22.500  

うどん   Rp 32.500 

てんぷら  Rp 37.500 

すきやき  Rp 55.000 

ジュース  Rp 12.500 

コーラ   Rp 10.000 

コーヒー  Rp 10.000 
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  ゆりさんは ひまなときに。。。 プールで すいえいを します。 

 

A. しません 

B.   ときどき 

C.   いつも 

D.   あまり 

E.   よく  

 

24. このはなしを よんでください。 

 

  わたしは マリアです。じゅうななさいです。SMA Pariwisata の せいとです。 

じゅうにねんせいです。ちちと ははと ボゴールに すんでいます。 

ちちは よんじゅうごさいです。ははは よんじゅうさいです。しゅふです。 

やさしいです。あにが ふたり います。あには せが たかいです。とても  

ハンサムです。 

 

マリアさんは なんにん きょうだい ですか。 

 

A. さんにん きょうだいです。 

B. よにん きょうだいです。 

C. ごにん きょうだいです。 

D. ろくにん きょうだいです。 

E. しちにん きょうだいです。 

 

25. なにを しますか。 

 

A. パンを たべて、おんがくを ききます。 

B. コーヒーを のんで、てがみを かきます。 

C. コーラを のんで、テレビを みます。  

D. シャワーを あびて、ごはんを たべます。 

E. ジュースを のんで、おんがくを ききます。   

 

  

26. ドニ：キキさん、バティックを 。。。ことが ありますか。 

             キキ：いいえ、まだです。 

ドニ：ざんねんですね。じゃ、いっしょに かきに いきましょう。 

 

Kata kerja yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah .... 

 

A. かき 

B. かく 

C. かいて 

D. かいた 

E. かかない 
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Bacalah wacana berikut, kemudian jawablah soal No. 27! 

 

わたしは にちようびに しちじに おきて、シャワーを あびて、あさごはんを 

たべます。それから、せんたくします。ごご いちじに モールへ いきます。モ

ールで かいものして、カーフェで コーヒーを のんで、さんじに うちへ か

えります。 

 

27. Urutan gambar yang benar sesuai dengan wacana adalah…. 

 

 

 

 

 

 

                      1                      2                             3                         4                        5 

 

A. 3 – 4 – 1 – 5 – 2  

B. 3 – 1 – 5 – 2 – 4  

C. 4 – 1 – 3 – 2 – 5  

D. 5 – 2 – 4 – 1 – 3  

E. 4 – 3 – 2 – 1 – 5  

 

28. ウエイター：すみません、たばこを ・・・で ください。 

             ゲスト  ：はい、すみません。 

 

Kata yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah .... 

A. すい 

B. すう 

C. すって 

D. すった 

E. すわない 

 

29. Susunlah kata – kata yang diacak ini menjadi kalimat yang benar!  

すてない／で／ごみ／で／すみません ／を／ください／かわ 

           1          2         3  4              5                   6             7               8 

A. 5 – 8 – 6 – 2 – 3 – 1 – 4 – 7  

B. 5 – 3 – 2 – 8 – 6 – 7 – 4 – 1  

C. 5 – 8 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4 – 7  

D. 1 – 2 – 7 – 3 – 6 – 8 – 4 – 5  

E. 8 – 6 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7  
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Bacalah percakapan berikut, kemudian jawablah soal No. 30! 

 

デア：せんしゅうの やすみに どこへ いきましたか。 

     デシ：マリバヤへ いきました。 

デア：そうですか。マリバヤは どうですか。 

デシ：とても よかったです。たきを みたり、うまに のったりしました。 

アニ：いいですね。いちごがりを しましたか。 

デシ：いいえ、しませんでした。こんどう したいです。 

 

30. Pernyataan yang sesuai dengan percakapan tersebut adalah.... 

 

A. デシさんは マリバヤで うまに のった ことが あります。 

B. デシさんは マリバヤへ いったことが ありません。 

C. アデさんは たきを みたことが あります。 

D. アデさんは マリバヤへ いったことが あります。 

E. デシさんは いちごがりを したことが あります。 

 

31.  いしゃ ：どうしたん ですか。 

かんじゃ ：あたまが いたいんです。 

いしゃ  ：そうですか。ねつも ありますか。 

かんじゃ ：いいえ、ありません。 

いしゃ  ：じゃ、この くすりをのんで、ゆっくり やすんで ください。 

かんじゃ ：はい、わかりました。 

 

             Gambar yang sesuai dengan parcakapan tersebut adalah.... 

 

A.  

 

 

B. . 

 

 

 

C.  
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D.  

 

 

E.  

. 

 

32. サンティ ：シンタさん、どうしたんですか。 

シンタ  ：きのうから おなかが いたいんです。 

サンティ ：だいじょうぶですか。もう くすりを のみましたか。 

シンタ  ：いいえ、まだです。 

 

Saran yang tepat adalah.... 

 

A. つめたいものを のんだ ほうが いいですよ。 

B. からいものを たべた ほうが いいですよ。 

C. びょういんへ いかない ほうが いいですよ。 

D. からいものを たべない ほうが いいですよ。 

E. あまいものを たべた ほうが いいですよ。 

 

Perhatikah denah berikut, kemudian jawablah soal No. 33! 

 

 

 

 

 

 

33. きっさてんは どこに ありますか。 

 

A. がっこうの うしろに あります。 

B. レストランの うしろに あります。 

C. くつやの まえに あります。 

D. ガソリンスタンドの まえに あります。 

E. こうえんの みぎに あります。 
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Bacalah wacana berikut, kemudian jawablah soal No. 34!  

 

        にほんの きせつは はる、なつ、あき、ふゆです。はるは あたたかくて、  

きれいな はなが たくさん さいています。なつに いちばん あついのは  

はちがつです。しちがつと はちがつは なつやすみ です。なつが おわると、

あきに なります。すずしいです。もみじの はっぱは いろが かわります。 

 あきに くだものが たくさん あります。つめたい かぜが ふくと、ふゆに 

なります。ふゆは ⒓がつから ２がつまでです。ふゆに なったら、スキーを  

やる ことが できます。 

34. Pernyataan yang sesuai dengan wacana tersebut adalah : 

 

A. なつに はなが たくさん さいています。 

B. あきに もみじのはっぱは いろが かわって います。 

C. にほんの きせつは やつ あります。 

D. なつに いちばん あつい つきは しちがつです。 

E. はるが おわると あきに なります。 

 

35. わたしの がっこうは 午前７じ 15 ふんに はじまります。 

 

Huruf kanji yang digarisbawahi adalah..... 

A. ごご 

B. ごまえ 

C. ごぜん 

D. うしご 

E. うしまえ 

 

36. きょうは にほんごの じゅぎょうが あります。せいとは ひらがなを かいて

います。 

 

  Kanji yang tepat untuk kata yang digarisbawahi adalah... 

A. 歩いて 

B. 書いて 

C. 聞いて 

D. 行って 

E. 来て 

 

37. Kanji yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut adalah... 

だいどころに ・・・ れいぞうこが あります。 

 

A. 小さい 

B. 少ない 

C. 少しい 

D. 犬きい 

E. 代い 
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38. がっこうは あさ、しちじに べんきょうします。 

 

A. 朝、六 

B. 車、七 

C. 朝、八 

D. 車、六 

E. 朝、七 
 

39. ミタ ：ゆかりさん、やすみに どこへ いきますか。 

ゆかり：レンバンへ いきたいです。 

ミタ ：レンバンで なにを したいですか。 

ゆかり：きれいな けいしきを・・・です 

 

Kanji yang tepat untuk melengkapi  percakapan rumpang tersebut adalah... 

 

A. 飲みたい 

B. 食べたい 

C. 聞きたい 

D. 話したい 

E. 見たい 

 

 

40. 姉と 妹も ダンスが すきです。 

 

A. あね、いもうと 

B. いもうと、あね 

C. あね、はは 

D. あに、ちち 

E. ちち、あね 
 

 

B.  URAIAN 

   Kerjakan soal berikut secara benar ! 

 

41. ただしい ことばを いれてください。 

 

きのう ははと かいもの 。。。 いきました。 。。。 で やさいと  

さかなを かいました。 。。。ミー・バソを たべました。10 じ 。。。 

バスで うちへ 。。。 。 

 
42.  Buatlah  karangan singkat tentang “Keluarga Ima” berdasarkan informasi pada tabel berikut ! 

 

 

 

 

 

 

Ayah  53 th Karyawan  

Ibu  50 Th Ibu rumah tangga  

Kakak pr 26 Th Pegawai bank 

Ima  san 18 Th Siswa SMA 
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43. Buatlah karangan singkat tentang kegiata Ari di Bali berdasarkan informasi pada tabel berikut ! 

 

Nama Tujuan Kegiatan Kesan 

Ari Bali Surfing Ramai, menarik, 

menyenangkan 

 

44. Susunlah  kalimat berikut  menjadi paragraf  yang  benar ! 

 

1. いっしゅかんに ３かい バドミントンの れんしゅうを します。 

2. わたしの しゅみは バドミントンを することです。 

3. それは かようびと もくようびと どようびです。 

4. しょうらい バドミントンの せんしゅに なりたいです。 

 

45.  ヤンさんは どんな ふくを きていますか。 

    

 

 

 

 

 

        ヤン 


