
サンプル問題
Sample Questions

よくある質問 / FAQ

JFT-Basicウェブサイトの「学習のヒント」で、受験準
備に役立つ教材が公開されています。JFT-Basicの内
容がわかる「サンプル問題」も公開されています。

どのように勉強すればいいですか。Q

いいえ、複数の受験レベルがあるわけではありません。

JFT-Basicは複数のレベルがありますか。Q Q

A

A

A

A

A

A

A

日本およびアジアの複数国で実施しています。具体的な
試験実施地はプロメトリック社の予約ウェブサイトを
ご覧ください。

JFT-Basicはどこで受験できますか。Q

予約の変更は、プロメトリック社の予約ウェブサイト上
で、テスト日の3営業日前（テスト日が土日の場合は4営
業日前）まで可能です。

受験予約した日にちや会場を変更できますか。Q

複数回の予約はできません。次の受験予約は、既に予約
しているテストを受験した翌日から行うことができます。
ただし、前回の受験日から次の受験日まで、45日間あ
ける必要があります。

複数回の受験予約はできますか。Q

JFT-Basicのテスト結果に有効期限はありません。

テスト結果に有効期限はありますか。Q

A You can change your reservation up to 3 business days 
prior to the test date (4 business days prior to the test 
date if the test date is on a Saturday or Sunday) through 
the Prometric’s registration website.

Can I change the test date or test center that I made 
a reservation for?Q

A Please refer to "Hint for Learning" page on the JFT-Basic 
website for the learning materials that are available to 
help you prepare for taking the JFT-Basic. Sample 
questions have also been made available on the website.

How should I study for the test? Are there any 
learning materials?Q

No, there are no multiple levels in the JFT-Basic.

Are there multiple levels in the JFT-Basic?

Q

A The JFT-Basic test results do not have an expiration date.

Do the test results have an expiration date?

Q

A

Where can I take the JFT-Basic?

The test is conducted in Japan and various countries in 
Asia. Please see the Prometric's registration website for 
details.

Q

A

Can I make multiple reservations for taking the test?

You cannot make multiple reservations. A reservation for 
taking the next test can be made from the day after you 
take the test that you have already made a reservation 
for. However, there must be an interval of 45 days between 
the previous test date and the next test date.

ウェブサイト上の案内に従って必要項
目を入力すれば、受験申込ができます。
You can apply for the test following the guidance 
on the website and fil l in the necessary 
information.

実際のテスト形式に近いサンプル問題
が表示されるので、イメージを掴むこと
ができます。
You can try the JFT-Basic sample questions 
to give you an idea of how it works.

各国のテスト日程や申込期日など、重
要な情報を随時更新しているのでチェ
ックしてください 。
You can check out important information such 
as test schedules and application deadline.

For inquiries about test taking
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最新情報

テスト受験に関する問い合わせ

プロメトリックカスタマーサービスセンター

The Japan Foundation Japanese-Language Dept.Ⅱ
国際交流基金（JF）日本語第2事業部

2022.05

Latest News

受験申込
Test Application

＜山折＞＜山折＞ ＜谷折＞



Characteristics of JFT-Basic

主として、就労のために来日する外国人が遭遇する生活
場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定
するのが、国際交流基金日本語基礎テスト（Japan 
Foundation Test for Basic Japanese, 略称:JFT-Basic）
です。日本語を母語としない外国人を対象として、「ある
程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があ
るかどうかを判定します。

The Japan Foundation Test for Basic Japanese 
(JFT-Basic) seeks to measure the level of 
Japanese language proficiency needed by foreign 
nationals about to reside in Japan mainly for work, 
to communicate in everyday life situations. For 
foreign nationals who are not native speakers of 
Japanese, it is used to assess whether they have 
the Japanese language proficiency to be able to 
engage in everyday conversation to a certain 
extent and handle daily life without difficulties.

テストの形式 / Testing Method

テストの構成 / Test structure

レベルの目安 /
Summary of Linguistic Competence and Levels

「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで
構成。合計で約50問が出題され、受験時間は60分間です。
セクションごとの解答制限時間はありません。

This test is conducted through Computer-Based Testing (CBT). 
Questions are set and answered on computers at test centers in 
each country. In booths, test-takers answer on the computer screen 
based on questions displayed on the screen and audio played 
through the headphones. In the test, problems are displayed in 
English. Problems can be read in ten languages* by clicking on the 
Your Language button.

This test is composed of four sections: Script and Vocabulary, 
Conversation and Expression, Listening Comprehension, and 
Reading Comprehension. There are approximately 50 questions, 
and the test time is 60 minutes. There is no time limit for completing 
each section.

This test follows the framework of the CEFR* adopted by 
The JF Standard for Japanese-Language Education* as a 
guideline for the kind of tasks the test-taker can accomplish 
using Japanese, and uses the test-taker’s competence in 
accompl ish ing tasks as an ind icator of the i r leve l . 
Competence in accomplishing tasks is presented as their
 “Can-do” (description of linguistic competence) and is divided 
into six levels. (Figure below) 
This test determines if test-takers are sufficiently proficient 
in Japanese at the A2 level.

国際交流基金（JF）が開発した、日本語のコースデザイン、授業設計、評価
を考えるための枠組みのこと

ヨーロッパ言語共通参照枠

各国のテスト会場でコンピューターを使用して出題、解答す
るコンピューター・ベースト・テスティング（ CB T：
Computer Based Testing）方式です。ブースでコンピュ
ーターの画面に表示される問題やヘッドフォンに流れる音声
をもとに、画面上で解答します。設問は英語で表示されます
が、Your Languageボタンをクリックすると、10言語*で
設問を読むことができます。

このテストでは、JF日本語教育スタンダード*が日本語の熟
達度を示すため採用しているCEFR*の枠組みに沿い、「日本
語で何がどれだけできるか」という課題遂行能力をレベル指
標としています。課題遂行能力はCan-do（「できる」という
文）で表し、6レベルに分かれています（下図）。このテスト
ではA2レベルの一定程度の日本語能力を持っているかどう
かを判定します。

テスト受験の流れ※

Steps from Application to Testing

1 2 3JFT-Basicの特徴

CBT画面イメージ / CBT screen

Can-doの６つのレベル / Six levels of Can-do

*JF日本語教育スタンダード

A framework developed by the Japan Foundation for thinking about 
course design, class design, and evaluation in Japanese language 
education.

*The JF Standard for Japanese-Language Education

*CEFR

Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, teaching, assessment.

*CEFR

2019年4月に新設された在留資格「特定技
能1号」の申請に使えます。
JFT-Basic can be used to apply for the 
residency status of “Specified Skilled Worker 
(i)," which began in April, 2019.

各国のテスト会場でコンピューターを使用し
て出題、解答します。テスト結果は受験後すぐ
にわかります。
Questions are set and answered on computers 
at test centers in each country. Test results 
are available immediately after completion of 
the test.

テストは毎月実施*。受験機会が多くあります。
The test is planned to be implemented every 
month, ensuring many opportunit ies for 
people seeking to take the test.
＊国によっては毎月実施されない場合もあります。
＊The test may not be implemented every month in
   some countries.

1

01

02

03

プロメトリック社の予約ウェブサイト
（http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html）
にアクセス。テスト受験国のテスト日程と会場を確認する。

Access the Prometric's registration website.Check 
the test date and test center for the country where 
you will take the test.

2
予約ウェブサイト上で受験予約をし、受験料を支払う。

Make a reservat ion for the tes t through the 
registration website and pay the test fee.

3
テストを受ける。

Take the test.

4
テスト終了後、コンピューター画面にテスト結果（総合
得点と判定結果）が表示される。

After the test is over, the test results (total score 
and assessment results) will be displayed on the 
computer screen.

5
受験後5営業日以内に、予約ウェブサイト上に判定結果
通知書が発行される。

個人受験予約の場合。団体受験予約も可能です。
国によっては、受験の流れが異なります。
詳しくは、プロメトリック社の予約ウェブサイトをご覧ください。

The steps are for individual registration.
Group registration is also available.
The application procedure is different depending on the 
country. Please see the Prometric's registration website 
for details.

Within 5 business days after taking the test, the 
notification of assessment results will be issued on 
the registration website.

基礎段階の言語使用者
Basic User

自立した言語使用者
Independent User

熟達した言語使用者
Proficient User

※

*英語、中国語、インドネシア語、クメール語、モンゴル語、ミャンマー語、
ネパール語、タイ語、ベトナム語、ウズベク語

*English, Chinese, Indonesian, Khmer, Mongolian, Myanmar, 
Nepali, Thai, Vietnamese and Uzbek

※
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