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国際交流基金日本語基礎テスト（JFT-Basic） 

2021 年 11 月、12 月テスト 実施概要報告 

 

 

１．主催者 独立行政法人国際交流基金 

 

２．実施概要 

（１）テスト日 2021 年 11 月 4 日（木）～12 月 18 日（土） 

 （実施地ごとのテスト日は表 1 のとおり。） 

（２）実施地 海外 6 か国 12 都市（詳細は表 1 のとおり。） 

           国内 47 都道府県 

 

表 1 実施地ごとの実施概要 

  

実施国 実施都市 会場 テスト日 

モンゴル ウランバートル Mongolian University of 

Science & Technology 

11 月 7 日、9 日、10 日、12 日、

16 日～1８日、24 日、30 日、 

12 月 1 日、3 日、5 日、14 日、

15 日（14 日間） 

インドネシア ジャカルタ ・Universitas 

Gunadarma 

・PT. International Test 

Center (ITC- Indonesia) 

11 月 4 日～8 日、10 日、11 日、

13 日～18 日、20 日～22 日、 

24 日～27 日、30 日、 

12 月 1 日～11 日、13 日～18 日

（38 日間） 

スラバヤ KAPLAN Edupac 

Surabaya 

11 月 4 日～6 日、8 日～13 日、 

15 日～20 日、22 日、 

24 日～27 日、29 日、30 日、 

12 月 1 日～4 日、6 日～11 日、 

13 日～18 日（38 日間） 

バンドン Akademi Sekretari & 

Manajemen Taruna Bakti 

(ASMTB) 

11 月 4 日、5 日、9 日～11 日、 

13 日、18 日～20 日、 

24 日～26 日、 

12 月 4 日～7 日、14 日～18 日 

（21 日間） 

ジョグジャカル

タ 

Universitas Islam 

Indonesia 

11 月 5 日、6 日、8 日～12 日、 

15 日～17 日、19 日、22 日、 

24 日～26 日、29 日、30 日、 

12 月 1 日、4 日、6 日～9 日、 

13 日～15 日（26 日間） 
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台風による停電の影響で、以下の開催地で予定していたテストが中止となった。 

 メダン Binus Center Medan 11 月 4 日、6 日、8 日～11 日、 

15 日～18 日、20 日、22 日、24 日、

25 日、27 日、29 日、30 日、 

12 月 1 日、2 日、4 日、6 日～9 日、

11 日、13 日～16 日、18 日 

（30 日間） 

カンボジア プノンペン BELTEI International 

University 

11 月 12 日、24 日～27 日、29 日、

30 日、 

12 月 1 日～5 日、9 日～11 日（15

日間） 

タイ バンコク Kasem Bundit University 11 月 7 日、8 日、 

12 月 12 日、13 日、16 日（5 日間） 

フィリピン マニラ ・Prometric Bulatao 

Test Center 

・MD BUNCIO 

UPSKILLS OPC. 

11 月 4 日～13 日、30 日、 

12 月 1 日～18 日（29 日間） 

セブ TRAIN, EDUC & DEV 

CONS INC 

11 月 5 日、7 日～9 日、14 日、 

15 日、21 日、22 日、29 日、 

12 月 3 日、5 日～7 日、9 日、 

10 日、12 日、13 日、16 日 

（18 日間） 

ダバオ Horizon Psychological 

and Testing Services 

11 月 4 日、5 日、8 日～13 日、 

16 日～19 日、22 日、24 日～26

日、 

12 月 1 日～3 日、6 日、7 日、9 日、

10 日、14 日～18 日 

（28 日間） 

ネパール カトマンズ Universal Language & 

Computer Institute 

11 月 4 日、7 日～12 日、 

14 日～19 日、21 日、22 日、27 日、

29 日、30 日、 

12 月 5 日～7 日、12 日～14 日 

（24 日間） 

日本 47 都道府県 - 11 月 4 日～22 日、24 日～30 日、 

12 月 1 日～18 日（44 日間） 

実施国 実施都市 会場 テスト日 

フィリピン セブ TRAIN, EDUC & DEV 

CONS INC 

12 月 17 日（1 日間） 
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３．実施結果 

（１）申込者数・受験者数・基準点到達者数・基準点到達率 

 申込者数 受験者数 基準点到達者数 基準点到達率 

モンゴル 69 68 29 42.6% 

インドネシア 4,715 4,495 1,912 42.5% 

カンボジア 155 154 37 24.0% 

タイ 151 137 46 33.6% 

フィリピン 613 567 164 28.9% 

ネパール 348 303 85 28.1% 

日本 1,386 1,279 613 47.9% 

合計 7,437 7,003 2,886 41.2% 

 

（２）平均点・標準偏差 

 平均点 標準偏差 

モンゴル 185.1 41.0 

インドネシア 187.1 34.5 

カンボジア 164.3 40.4 

タイ 179.8 35.6 

フィリピン 173.2 37.5 

ネパール 175.2 38.1 

日本 191.6 34.1 

合計 185.6 35.6 

 

以上 


