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日本留学試験（EJU）

1.実施時期はいつ？ 2.実施会場はどこ？

3.出題科目は何？

4.スケジュールを確認しよう！

5.EJUのメリットを確認しよう！

6.EJU過去問題で勉強しよう！

問い合わせ

日本語

目的 時間 得点範囲 科目選択 出題言語科目

志望校が指定する科目・言語を選択します。理科と総合科目は同時に選択することはできません。

125分

80分

80分

80分

0～200点

0～200点

0～200点

日本留学試験（EJU）は、外国人留学生として、日本の大学（学部）等に入学を
希望する者について、日本の大学等で必要とする日本語能力及び基礎学力の
評価を行うことを目的に実施する試験です。

同じ大学でも学部によって入学試験にEJUを利用しているか異なる
ので、あなたの希望する学部に必要か以下のウェブサイトで確認して
みましょう！

大学

短期大学

大学院

高等専門学校

専門学校

合計

451校

90校

67校

51校

146校

805校

＜日本留学試験（EJU）利用校数＞

（例）A大学募集要項（EJU受験科目の指定）

（2018年12月現在）

日本の大学の過半数（国立大学は、ほぼすべて）が、
入学選考にEJUの成績を利用しています。!

入学試験に日本留学試験（EJU）を利用している学校
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/

日本留学試験（EJU)出願方法
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/procedure/application.html

留学生受入れ促進プログラム予約制度
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/
scholarships/shoureihi/yoyakuseido/

日本留学試験（EJU）過去問題サンプル
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/
pastpaper_sample/index.html

日本国外での受験 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/contact/index.html［国外試験実施協力機関］

日本留学試験受験者の声 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/voice/index.html

日本留学試験（EJU） https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/

日本国内での受験 日本留学試験(EJU)受付センター　TEL：0570-55-0585 Email：eju@sdcj.co.jp

EJUを利用して渡日前入学許可を行う学校（約180校）
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/prearrival/

年に2回実施しています。
　第1回：6月
　第2回：11月

日本国内：16都市　日本国外：14 ヵ国・地域：18都市
EJU実施都市（日本国外）：インド（ニューデリー）、インドネ
シア（ジャカルタ、スラバヤ）、韓国（ソウル、プサン）、スリラ
ンカ（コロンボ）、シンガポール、タイ（バンコク、チェンマイ）、
台湾（台北）、フィリピン（マニラ）、ベトナム（ハノイ、ホーチ
ミン）、香港、マレーシア（クアラルンプール）、ミャンマー（ヤ
ンゴン）、モンゴル（ウランバートル）、ロシア（ウラジオストク）

日本語

〇

総合科目

〇

数学

コース1

コース2

理科 基礎学力
出題言語 有効な成績

2019年６月・11月実施分

2019年6月実施分

日本語

英語

学部等

法学部

工学部

物理 化学 生物 科目選択

〇 他1科目
自由選択

基
　礎
　学
　力

コース1（文系学部及び数学を必要と
する程度が比較的少ない理系学部用）、
コース2（数学を高度に必要とする学
部用）のどちらかを選択

物理・化学・生物から2科目選択理科

総合
科目

数学

読解、
聴解･聴読解
0～400点

記述
0～50点

日本の大学等での勉学に対応でき
る日本語力（アカデミック･ジャパ
ニーズ）を測定する。

日本の大学等の理系学部での勉学
に必要な理 科（物理・化学・生物）
の基礎的な学力を測定する。

日本の大学等での勉学に必要な文
系 の 基 礎 的 な 学 力、特 に 思 考 力、
論理的能力を測定する。

日本の大学等での勉学に必要な数
学の基礎的な学力を測定する。

日本語
のみ

日本語
または
英語

（選択）

受験者は、出願期間中に所定の方法※１で申し込み、受験料を支払う。
（出願期間は、毎年変わるので、必ず確認すること。）

受験票が送られてくる。

受験する。

成績通知書が送られてくる。（その後、受験者が出願した学校からの照会に応じて、
JASSOは受験者の成績を学校に提供する。）

第2回

7月

10月

11月

12月

第1回

2 ～ 3月

5月

6月

7月

出願

受験票受取

試験日

成績通知書受取

①

②

③

④

※１ 実施都市により、郵送やオンライン申請などで申し込みます。詳しくは以下のウェブサイトで確認してみましょう！

①奨学金の予約制度
EJUで優秀な成績を修めて、日本の大学（学部）、短期大学、
高等専門学校（第3学年以上）または専門学校に正規生とし
て入学する私費外国人留学生は、JASSOの奨学金「文部科
学省外国人留学生学習奨励費（留学生受入れ促進プログラ
ム予約制度）」の給付予約ができます。

金　　額：月額48,000円（2019年度）
申込方法：EJU出願時に指定する方法で申し込む。
選考方法：EJUの成績優秀者から選考

②受験回数や年齢制限なし！成績の有効期間は２年間！
EJUは何回でも受験することができます。年齢制限もあり
ません。成績の有効期間は2 年（最大で過去４回分の成績
が利用可能）ですが、一つの学校に対して提出できる成績は、
そのうち1回分のみです。また、科目ごとに違う回の成績を
大学等に提出することはできません。いつ実施された試験
を入学選考の対象とするかを指定する学校が多いので、必
ず志望校の募集要項を確認してください。

③渡日前入学許可
EJUを利用すれば、日本に行かずに入学許可を得ることが
できます！

●日本留学試験(EJU)試験問題　聴解･聴読解問題CD付
過去に出題されたEJU試験問題
著作･編集：JASSO
発行：株式会社凡人社

（日本及び韓国での販売）

※日本留学促進資料公開拠点（P.45参照）
　にて閲覧可能です。

※日本国外からの電話 TEL：+81-42-649-9571

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/
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問い合わせ

日本語

目的 時間 得点範囲 科目選択 出題言語科目

志望校が指定する科目・言語を選択します。理科と総合科目は同時に選択することはできません。

125分

80分

80分

80分

0～200点

0～200点

0～200点

日本留学試験（EJU）は、外国人留学生として、日本の大学（学部）等に入学を
希望する者について、日本の大学等で必要とする日本語能力及び基礎学力の
評価を行うことを目的に実施する試験です。

同じ大学でも学部によって入学試験にEJUを利用しているか異なる
ので、あなたの希望する学部に必要か以下のウェブサイトで確認して
みましょう！

大学

短期大学

大学院

高等専門学校

専門学校

合計

451校

90校

67校

51校

146校
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＜日本留学試験（EJU）利用校数＞

（例）A大学募集要項（EJU受験科目の指定）

（2018年12月現在）

日本の大学の過半数（国立大学は、ほぼすべて）が、
入学選考にEJUの成績を利用しています。!
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https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/procedure/application.html

留学生受入れ促進プログラム予約制度
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/
scholarships/shoureihi/yoyakuseido/

日本留学試験（EJU）過去問題サンプル
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/
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③渡日前入学許可
EJUを利用すれば、日本に行かずに入学許可を得ることが
できます！

●日本留学試験(EJU)試験問題　聴解･聴読解問題CD付
過去に出題されたEJU試験問題
著作･編集：JASSO
発行：株式会社凡人社

（日本及び韓国での販売）

※日本留学促進資料公開拠点（P.45参照）
にて閲覧可能です。

※日本国外からの電話 TEL：+81-42-649-9571

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/prearrival/
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html



