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はじめに
日本の多くの大学等では、日本人受験者を対象とした入学試

験のほか、外国人留学生を対象とした入学試験を行っており、

次のような項目を複数組み合わせて選考します。

 ① 書類審査 
 ② 学力検査
 ③ 面接
 ④ 小論文・作文
 ⑤ その他の能力・適性等に関する検査
 ⑥ 日本留学試験（EJU）
 ⑦ 日本語能力試験（JLPT）  
 ⑧ 大学入試センター試験

※学校によって入学試験の方法が異なるので、学校の受験案内等  
で確認しましょう。

この冊子では、日本の多くの大学等において私費外国人留

学生の入学試験として利用される日本留学試験（EJU）と、日

本留学試験（EJU）の試験の成績を利用して、日本に来る前に

入学許可を得ることができる「渡
とにちまえにゅうがくきょか

日前入学許可」について紹介

します。
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日本留学試験（EJU）は、日本の大学（学部）等に入学を
希望する外国人留学生の、日本語力と基礎学力（理科・
総合科目・数学）を測る試験です。

●８7０以上の大学、専門職大学、短期大学、大学院、高等
専門学校、専門学校が、この試験の成績を留学生の入学
試験に利用しています。

●留学希望者が入学試験のために日本に来ることなく、自
国で日本留学試験（EJU）を受験して、入学許可を受け
ることができる「渡

とにちまえにゅうがくきょか

日前入学許可」制度を、１８０以上の
大学等が導入しています。

１．実施地
日本国内 16都市       日本国外 14か国・地域の18都市

基礎学力科目（理科、総合科目、数学）は、「日本語」か「英語」により出
題します。（日本語科目は「日本語」による出題のみ。）受験者は、志望校
の指定により、出願するときにどちらか一方を選択します。

日本留学試験（EJU）について
（2021年3月現在）

2．実施時期
　毎年6月（第1回）と11月（第2回）の2回です。

3．出願から成績通知まで

4．科目と出題言語
　次の科目の中から志望校の指定する科目を、１科目から
３科目まで選択して受験します。（理科と総合科目は、ど
ちらか一方を選び、同時に選択することはできません。）

　 【備考】

•日本語の実施順序と時間：
記述（30 分間）→ 読解（40分間）→ 聴読解·聴解（合わせて約55分間）

•理科の構成：
受験者は、志望校の指定により、物理･化学･生物の3科目のうち2科
目を、試験当日に選択します。

•総合科目とは：
日本の高等学校の学習科目の「公民」（政治·経済を中心に）、「地
理」、「歴史」を合わせた日本留学試験（EJU）独自の科目です。

•数学の構成：
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：比較的高度な数学を必要とする学部用
受験者は、志望校の指定により、試験当日にどちらか一方を選択します。

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）

日本国外でも受験できます！

国外実施協力機関の問い合わせ先
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/
examinee/contact/

日本留学試験（EJU）実施地

第1回 第2回

① 出　　　願 2〜3月 7月 出願期間中に申し込み、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。

② 受験票受取 5月 10月 受験票が送られてくる。
③ 試　験　日 6月 11月 受験する。

④ 成 績 発 表 7月 12月

ウェブサイトで確認する。
（国外受験者には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出する。

科目 目的 時間 得点範囲 科目選択 出題
言語

日本語
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

125
分

読解、聴解・聴読解
0 〜 400点 日本語

のみ記述
0 〜 50点

基
礎
学
力

理 科
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

80
分 0 〜 200点 物理・化学・生物

から 2科目選択

日本語
または
英語

（選択）

総 合
科 目

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

80
分 0 〜 200点

数 学 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

80
分 0 〜 200点 コース1、コース2

のどちらかを選択



9. 成績の有効期間
日本留学試験（EJU）の成績は、過去４回分（２年間）有効

です。志望校には、そのうちの１回分の成績だけ提出できま
す。たとえば、Ａ大学が「2021年度第1回（6月）試験、第2回

（11月）試験及び2020年度第2回（11月）試験」の3回分
の成績を利用する場合、受験者は受験したその3回分の成績
から、一番よいと思われる回の成績を自分で選び、その受験
番号をＡ大学に提出します。

　学校によって、過去４回のどの成績も利用できる場合、受
験する年度の第 1 回または第２回の成績だけを利用する場合な
ど、利用状況が異なりますので、志望校に必ず確認してください。

　「日本語科目は第 1 回（6 月）試験の成績、総合科目
は第 2 回（11 月）試験の成績」のように、違う回の成績を、
科目ごとに提出することはできません。

10. 障害がある方について
　障害等のために、拡大問題冊子での受験、試験時間延長等、
受験上の配慮を行っています。希望する場合は、出願する前
に、窓口に相談してください。

  　受験上の配慮や進学後の配慮についての相談を受け付
けている機関があります。
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5. 解答方法
日本語はマークシート方式と記述式です。
理科、総合科目、数学はマークシート方式です。

6. 出題範囲（シラバス）
　基礎学力科目（理科、総合科目、数学）の出題範囲は、日
本の高等学校の学習指導要領に準じています。　　　　　　
下記のウェブサイトに出題範囲を掲載しています。

7. 受験資格と受験回数
　受験資格や年齢制限はありません。　　　　　　　　　　
　誰でも、何回でも受験することができます。

8. 日本留学試験（EJU）の成績を利用できる学校
　870 以上の日本の大学、専門職大学、短期大学、大学院、
高等専門学校、専門学校（国立大学は、ほぼすべて）が、入
学試験に日本留学試験（EJU）の成績を利用しています。

日本留学試験（EJU）利用校
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/
examinee/use/

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/
examinee/syllabus/

DO-IT Japan 事務局 
https://doit-japan.org/accommodation/inqiry/



8 9

日本留学全般の情報を集める。

 

学校に関する情報を入手する。 

志望校のウェブサイトや募集要項から「私費外国人留学生
入試」の情報を入手します。

　学校のウェブサイトから学校案内、募集要項がダウン
ロードできたり、そのサイトから請求できる場合があります。

日本留学までのステップ日本留学試験（EJU）の準備

よくある質問

　　　日本留学試験（EJU）の試験問題はどこで見られますか。

　　　過去に実施した日本留学試験（EJU）の試験問題は、日
本国内の主要な書店の日本語のコーナーなどで販売していま
す。日本国外では、試験実施協力機関、JASSO海外事務所＊等
で閲覧できます。
（ ＊インドネシア、韓国、タイ、マレーシア、ベトナムにあります。詳細は、
　　https://www.jasso.go.jp/ryugaku/about/jeic/をご覧ください。）

「日本留学試験（EJU）試験問題 
  聴解・聴読解問題CD付き」

過去に実施した試験問題の一部をウェブサイトに公開しています。

　　総合科目の勉強方法を教えてください。

　　総合科目は、公民・地理・歴史の分野から総合的に出題され
ます。各分野の基本的な知識と、与えられる題材・図表から読みとっ
たり、考えたりする能力を測る科目です。シラバス、ウェブサイトに掲
載している試験問題等を参考にしてください。また、内容は公民的分
野が中心となりますので、日本の高校生用教科書の政治・経済、現
代社会を中心に勉強してください。地理、世界史、日本史については
シラバスに対応する基本事項を教科書を中心に勉強してください。

過去問題サンプル
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/pastpaper_sample/

日本留学試験（EJU）試験問題集
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/publish/

日本留学情報サイト
▶https://www.studyinjapan.go.jp/ja

◦学校検索  ◦奨学金情報　◦日本留学試験（ＥＪＵ）
◦日本留学促進資料公開拠点
◦ＪＡＳＳＯ主催 日本留学フェア  ◦イベント情報　
◦帰国留学生会  ◦留学経験者からのメッセージ等

日本国大使館·総領事館  在外日本公館リスト（外務省）
▶https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/

▶ 留学生のための各種情報
◦日本留学情報　◦日本政府奨学金情報

"Student Guide to Japan"
日本への留学の基礎知識を盛り込んだ、
すべての留学希望者必読の冊子
https://www.jasso.go.jp/
ryugaku/study_j/sgtj
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日本留学試験（EJU）を受験する。 

試験の前に、受験案内に記載された注意事項をよく読んで
おいてください。

入学希望大学等へ出願する。

  日本留学試験（EJU）利用校に出願する場合、志望校の
願書へ受験番号を記入、受験票または成績通知書のコピー
の提出を求められます。

　  受験者の日本留学試験（EJU）の成績は、大学等が、日
本学生支援機構に直接照会します。

入学手続きを行う。

合格した場合は入学手続きを開始します。

志望校の受験資格、試験の方式、
試験の日程を確認する。 

　まず、志望校の募集要項・願書を取り寄せて、受験資格を
確認します。次に、その大学等の出願に日本留学試験（EJU）
の成績が必要か、確認します。日本留学試験（EJU）の成績
が必要な場合、その大学等が日本留学試験（EJU）の受験
科目、出題言語及び利用回を指定しているか確認します。

（募集要項に記載してある例）

日本留学試験（EJU）に出願する。 

 EJU国外実施協力機関問い合わせ先（4ページ参照）にあ
る試験実施機関に出願します。

日本国内で受験する場合は、オンラインで出願します。
（2021年度よりオンラインのみ）

 　 日本留学試験（EJU）に出願し忘れたり、大学等が指定
する科目を選択し間違えたりすると、その大学等が受験でき
なくなるので注意しましょう。

　出願すると受験票が発行されます。この受験票は日本留
学試験（EJU）の試験日に必要なのはもちろん、大学等に出
願する際にも必要となる場合がありますので試験を受けた後
もなくさないでください。
　＊日本留学試験（EJU）に出願するだけでは大学等に出願したこと
にはなりません。

学部等 日本語 総合科目 数　学
理　科 基礎学力

出題言語
有効な
成績物　理 化　学 生　物 科目選択

法学部 ○ ○ コース 1 日本語
2021年
６月・11月
実施分

工学部 コース 2 ○ 他１科目
自由選択 英　語

2021年
6月
実施分

※EJU利用校リスト（6ページ参照）
ＥＪＵ渡日前学リスト（13ページ参照）
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「日本留学試験（EJU）を利用した渡
と

日
に ち

前
ま え

入
にゅう

学
が く

許
き ょ

可
か

」とは？
～日本に行かずに、あなたの国・地域で入学許可を得よう～
　日本の大学等の中には、「日本留学試験（EJU）を利用した
渡日前入学許可」を実施しているところがあります。
　次のような方法で合否が決まります。
① 自国で日本留学試験（EJU）を受験し、自国から直接大

学等に出願します。
②日本留学試験（EJU）の成績と高等学校の成績等の書類

審査で合否が決定します。
  ※一部の大学等ではあなたの国・地域で面接や筆記試験

　を実施します。
・入学試験のために日本に行く必要はありません。

※現地試験

書類選考

大学等の入学試験

日本語教育機関等

は渡日前入学許可を表す

日本留学
希望者

入学

日本留学試験
（ＥＪＵ）

日本留学試験
（ＥＪＵ）

日　本

あなたの
国・地域

日本留学試験（EJU）を利用した
渡
と

日
にち

前
まえ

入
にゅう

学
がく

許
きょ

可
か

渡日前入学許可校の情報について
　渡日前入学許可を実施している180 以上の大学等の情報

（大学名、学部・学科等名、日本留学試験（EJU）の受験科目
など）をウェブサイトに掲載しています。

 　 日本留学試験（EJU）当日、試験会場の渡日前入学許可
校資料コーナーで、一部の大学等の資料を配布します。

 　 日本留学フェア、セミナーなどでも情報を得ることがで
きます。

各大学の合格目安点または出願に必要な点数
　公表の許可を得た大学等のみ、下記ウェブサイトに掲載し
ています。

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/prearrival/

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/prearrival/required_score.html
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日本留学試験（EJU）を利用した渡日前入学許可制度で
入学した留学生の声

●自分の国で留学準備をすることによって、受験勉強だけに集
中することができた。（韓国）

●入学試験のためにわざわざ日本に行かなくてもすむことは、
何より経済的にとても助かる。（台湾）

●入試が行われる時期の日本は寒いので体調管理が心配だっ
たが、自分の国ですべて済んだので、その心配は無用だった。

（マレーシア）

●日本に行かず自分の国で一生懸命勉強し、そして合格したこ
とは自分だけではなく、それをサポートしてくれた人たちに
とっても嬉しいことであり、誇るべきことだと思う。（インド
ネシア）

●渡日前入学許可が認められれば、経済的な負担もかなり少
なくなり、それだけでなく、日本に留学したいという多くの
学生の夢が叶えられるのではないかと思う。（モンゴル）

「文部科学省外国人留学生学習奨励費」とは、日本の大学、
短期大学、高等専門学校（第３学年以上）、専修学校専門課
程等に在籍する私費外国人留学生に対して給付している
JASSOの奨学金です。
日本留学試験（EJU）の成績優秀者は、給付の予約がで

きます。
（予約者となった方が奨学金を受給するためには、入学した
大学等を通じて所定の手続きを行う必要があります。）

金額　月額48,000円（2020年度実績）

給付期間　６か月間または１年間
(入学する時期によって異なりますので、「留学生受入れ促進
プログラム予約制度」のウェブサイトをご覧ください。）
★国外受験者で科目選択別に成績最優秀として予約者に
なった方は、所定の条件を満たす場合、入学時の大学等にお
いて、標準修業年限まで給付期間を延ばすことができます。

応募方法
　日本留学試験（EJU）の出願時に所定の方法で申し込みます。

選考方法
　日本留学試験（EJU）の成績優秀者の中から選考します。

通知方法
予約者として決定した人に、「文部科学省外国人留学生学

習奨励費給付予約決定通知書」を送付します。また、「留学生
受入れ促進プログラム予約制度」のウェブサイトに、予約者とし
て決定した人の日本留学試験（EJU）受験番号を掲載します。

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
（学習奨励費の予約制度）

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/
scholarships/shoureihi/yoyakuseido/

日本留学試験（EJU）を受験して、
日本に留学した先輩の声を紹介しています。
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
examinee/voice/


