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2019年

第１回試験
The 1st test in 2019

7月7日（日）
Test Date : July 7 (Sun)

申込受付期間　3月22日（金）～4月22日（月）

合否結果通知　9月上旬

もうし こみ うけ つけ き かん

ごう　　ひ　　けっ　 か　　　つう　 ち

Application Period : From March 22 （Fri） to April 22 （Mon）

Test Result : Early-September 

日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定する試験です。
受験資格、進学、就職、昇給等幅広く社会で活用されています。
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JLPT is a test to evaluate and certify proficiency in Japanese of non-native speakers.
It is used for a variety of purposes in the society, such as examination qualification, advancement,

employment screening and evaluation for pay raises.
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2019年から
スマートフォンでも
申込みできます

Application by smartphone is available since 2019

ねん もうし ゆうそう がんしょこ もうし はいし よていこ

※2020 年からはインターネットでの申込みのみとなり、郵送（願書）での申込みは廃止の予定です。
※Application will be possible only via the Internet since 2020 and application by mail (application from) is scheduled to be abolished.

試験会場  Test Sites

全国47都道府県  47 Prefectures in Japan
試験レベル  Test Levels

N1・N2・N3・N4・N5の5レベル  5 levels from N1 to N5
申込み方法  How to Apply
　　インターネット申込み  Application via Internet  http://info.jees-jlpt.jp/
　　郵送による申込み  Application by Mail　     受験案内（出願書類付）を購入してください。

　　　　　　　　受験料  Test Fee   5,500円  5,500yen

問合せ先  Inquiries

日本語能力試験受付センター　Tel:03-6686-2974
JLPT Application Center
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Purchase Application Guide in case of application by mail.

受験案内は、全国主要書店で販売（1部500円）
500 yen (available at major bookstores in Japan)次回の日本語能力試験  The Next JLPT

2019年 第2回試験
The 2nd test in 2019

試験日 ： 12月1日（日）
Test Date : December 1 (Sun)

じ   かい

だい かい

し けんのう りょくに   ほん ご   

し  けん

しけんび


