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Sophia University 

Center for Language Education and Research 

 

Extra Japanese Placement Test  

日本語プレイスメントテスト追試 

（Extra JPT 2021 Autumn） 

【Test Period：September21st to 24th  1p.m.(Japan Time), 2021 / 

 受験期間：2021 年 9 月 21 日～24 日午後 1 時（日本時間）】 

 

Students who have never taken JPT before and wish to take Japanese course offered 
by the Center for Language Education and Research should take JPT. Please follow the 
instruction as well.  
 

初めて上智大学で日本語を履修する学生で、今まで JPT を受験したことがない場合は

受験してください。 

 
Please read the guidelines on pages 3 & 4 of “Japanese Language Program Autumn 
semester 2021” Brochure, and take the tests according to your linguistic background. 
 

 “JAPANESE LANGUAGE PROGRAM”の冊子の 3、4 ページにある JPT のガイドライ

ンを確認し、自分の言語背景に合ったテストセットを受けてください。 

 
Category 1: Non-native speakers of Japanese in the program taught in English (such as 

FLA, Green Science and Engineering programs, SPSF program, GPGS), 

exchange students and research students→pp. 2~4 

英語で授業を行うプログラムの日本語を母語としない学生、 

交換留学生および研究生 → pp.2~4 

 

Category 2: Native speakers of Japanese → pp. 5~8 

日本語を母語とする学生（ネイティブ）→ pp. 5~8 

 

 

(日本語で授業を行うプログラムの正規生で、日本語を母語としない学生は、別の

掲示で案内している「アカデミック日本語」（上級以上の日本語力）のプレイスメ

ントテストを受験してください。) 
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Category 1. Explanation for Non-native speakers of Japanese 

in the program taught in English 

 

Japanese Placement Test consists of two parts: TTBJ(online Japanese test) and 

answering to the Submission Form for Japanese Placement Test (questionnaire for 

your Japanese learning background + composition).  

*Students who have never studied Japanese do not need to take TTBJ test. 

Go to STEP 3 and answer the questionnaire for your Japanese learning 

background. 

 

STEP 1 Take “Tsukuba Test-Battery of Japanese (TTBJ)”  

 

TTBJ  

TTBJ is a collection of computer-based online tests developed by the University of 

Tsukuba.  

 You need a computer and an internet connection to take the Test. Other devices such 

as smartphones and tablets cannot be used. You are recommended to use headphones 

or earphones if they are available to you. 

 

Before taking the test, check the system requirements of your computer. 

 Minimum requirements 

OS (Minimum) Windows 8.1/ Mac OS X 

Internet browser Edge/FireFox/Google Chrome 

Monitor resolution 1024×768  

Others 

Sound reproducing device 

Enabled JavaScript  

Internet connection speed fast enough for video streaming  

 

 The procedure for taking the test  
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Step1: Test Application, Step2: Reception of ID, Step3: Login, Step4: The test, Step5: Scoring 

(duration:30-60minutes) 

 

Test Application 

1. Go into the TTBJ test system. < https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html > 

  

  Proceed to “受験する” and click on “受験申込 (Test Application)”. 

 

2.  Read the “User Policy”, check off each item, and then select “Agree”. 

3.  Select the test to be taken,  

   “SPOT90 + Grammar90 + KanjiSPOT50” 

4.  Perform the system check (for the computer and internet connection you are 

using). (If “Flash Player” still shows “NG” after you enabled it, please refresh the  

    browser window and try again.) 

5.  Enter your name (the same name as the name registered at Sophia University) 

and email address. Please avoid using <@qq.com>.  

6.  Check the tests to be taken again. 

    Then apply for the test. 

 

The beginning of the test   

1. Your ID and password will be sent to the email address you registered. 

2. Click on the link.   <http://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp> 

3. Enter your ID and password. 

4. Click the login button, and the test will begin. 

 

 

https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
http://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
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The end of the test   

1. Download the result PDF. 

  Check your result and save the result PDF. 

2. Even though you will receive the URL to download your result via email, be   

  sure to save the PDF. 

 

Receiving the test results   

 You will receive the URL to download your results via email. 

  Check your Japanese score and Kanji score.                

    

STEP 2 Download the PDF file of your score from the TTBJ site, and send it to the 

Center for Language Education and Research by e-mail.  

E-mail address: info_cler@sophia.ac.jp 

Message Title: (your surname and first name) 2021 Non-native JPT 

Put your surname and first name in the PDF file. 

 

STEP 3 Access the following URL, answer the questionnaire and write the 

composition. 

Following is the URL for “Submission Form for Japanese Placement Test”. 

Here you should answer the Questionnaire for your Japanese learning background, 

input the TTBJ score and take the composition test. 

 

The total testing time is 60 minutes. Within this time limit, you are supposed to finish 

both the questionnaire and the composition. We assume that the composition should 

be completed within 30 minutes. If you spend more than 60 minutes to complete the 

questionnaire and the composition, the score of composition will be deducted. (The 

total response time for answering the questionnaire and writing the composition will 

be measured.) 

 

*Students who have never studied Japanese do not need to take the composition 

test, just answer the questionnaire for your Japanese learning background. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-YOaaVN3E-

jFrtZnYKl0mI1UHwNngZJkEuAvZ8GWgVUQ1laREszUTRaMk9YTFVNNjNKUUt

WMTdIQy4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-YOaaVN3E-jFrtZnYKl0mI1UHwNngZJkEuAvZ8GWgVUQ1laREszUTRaMk9YTFVNNjNKUUtWMTdIQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-YOaaVN3E-jFrtZnYKl0mI1UHwNngZJkEuAvZ8GWgVUQ1laREszUTRaMk9YTFVNNjNKUUtWMTdIQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-YOaaVN3E-jFrtZnYKl0mI1UHwNngZJkEuAvZ8GWgVUQ1laREszUTRaMk9YTFVNNjNKUUtWMTdIQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-YOaaVN3E-jFrtZnYKl0mI1UHwNngZJkEuAvZ8GWgVUQ1laREszUTRaMk9YTFVNNjNKUUtWMTdIQy4u
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※ Deadline for the submission: 1:00 p.m. (JST), September 24th, 2021 

※ Contact：info_cler@sophia.ac.jp  

 

 

Category 2. Explanation for Native speakers of Japanese  

日本語を母語とする学生（ネイティブ）への説明   

（漢
かん

字
じ

がわからない時
とき

は、Non-native speakers の説
せつ

明
めい

を参
さん

考
こう

にしてください。） 

プレイスメントテストは、以下の２つのパートに分かれています。 

パート１：オンラインテスト 

パート２：日本語学習歴アンケートと作文のテスト 

 

STEP 1 オンラインテスト「筑
つく

波
ば

日本語テスト集(TTBJ)」を受ける 

TTBJ 

TTBJ は筑波大学で開発され、プレイスメントテストとして広く使われています。  

テストはコンピューターを使用して行われます。スマートフォンやタブレットは使えま

せん。もしあれば、ヘッドフォンかイヤフォンを用意してください。 

 

受験するには、以下の環境が必要です。 

OS Windows 8.1以上, Mac OS X以上 

インターネットブラウザ Edge、FireFox、Google Chrome 

モニター 1024×768 以上の解像度 

その他 

音声を再生できること 

Javascript を有効にすること 

動画が再生できるインターネット接続のスピード(高速回

線)があること 

受験の流れ 

 
 

mailto:info_cler@sophia.ac.jp
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受験申込  

1. テストシステム TTBJ に入ります。https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html  

「個人受験(For Individual)を受験する」の「受験申込」をクリックします。 

 

2. 利用規約を読んで、最後に「同意します」にチェックします。 

3. 受けるテストを選択します。“KanjiSPOT50” を選
えら

んでください。 

 （これは一つ目のテストです。このテストの結果が出た後で、次にどのテストを 

  受ければいいかが決まります。） 

4. システムのチェックをします。 

 （flash player を許可しても NG が表示される場合は、ページを再読み込みしてくだ

さい。） 

5. 名前(上智への登録名と同じ名前)と E メールアドレスを入力します。 

 <@qq.com>のアドレスは使用しないでください。 

6. 入力内容の確認（Confirm） 

受けるテストを再度確認してから[受験申込する]をクリックしてください。 

 

テストの開始 

1. TTBJ からあなたの登録したメールアドレスに URL、ID とパスワードが届きます。 

2. URL のリンクをクリックします。 

3.  ID とパスワードを入れます。 

4. ログインボタンをクリックして，テストを開始します。 

https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
http://ttbj1.cegloc.tsukuba.ac.jp/apply/agree/
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
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テストの終わり 

テスト結果が表示されます。 

 成績を確認して、ダウンロードし、保存します。 

※成績の PDF は自分の PC に保存しておいてください。 

※登録したメールボックスにも成績表ダウンロード用の URL が送られてきます。 

 

受験結果受信 

1. テスト終了後、自分のメールボックスに成績表ダウンロード用の URL が届 

  きます。スコアを確認します。 

2. 二つ目のテストを受けます。 

＊漢字 SPOT50 の得
とく

点
てん

によって、次
つぎ

に受
う

けるテストが決
き

まります。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

漢字SPOT50が0～15点の人  → 「Grammar90」を受けてください。 

漢字SPOT50が16～30点の人 → 「漢字力診
しん

断
だん

テスト初
しょ

級
きゅう

」を受けて、次に 

               「漢字力診
しん

断
だん

テスト中
ちゅう

級」を受けてください。 

漢字SPOT50が31～40点の人 → 「漢字力診
しん

断
だん

テスト中
ちゅう

級」を受けて，次に 

               「漢字力診
しん

断
だん

テスト上
じょう

級」を受けてください。 

漢字SPOT50が41～50点の人 → 「漢字力診
しん

断
だん

テスト上
じょう

級」を受けてください。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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受け方は、TTBJにもう一度アクセスしたら、あとは「漢字SPOT50」と同じです。 

※システムの関
かん

係
けい

で、次のテストを受けるには、受けた後
あと

、何
なん

時
じ

間
かん

か間
あいだ

をおくか、ブ

ラウザのキャッシュをクリアするか、別
べつ

のブラウザを使
つか

う必
ひつ

要
よう

があります。 

 

STEP 2 「2021 秋 JPT Native アンケート・作文」に回答する                                  
  学習歴などのアンケートに答え、作文のテスト（30分）を受けます。終了までに最

大で 1時間ぐらいかかります。言語教育研究センターホームページ

http://www.sophia-cler.jp/study/ja/lesson.htmlにある、2021秋 JPT Native アン

ケート・作文」というファイルをダウンロードして回答してください。 

 

 

STEP 3 TTBJ のスコアの PDFと「2021秋 JPT Native アンケート・作文」 

を言語教育研究センターにメールで提出してください。 

送付先：info_cler@sophia.ac.jp 

メールの件名：『（氏名）2021 AUT JPT Native』としてください。 

添付するファイル名にも氏名を入れてください。（例：SUZUKI Hiroshi.doc） 

 

スコア・アンケート・作文の提出期限：2021 年 9 月 24日午後 1時（日本時間）厳守 

 

※ 問
と

い合
あ

わせ先
さき

：<info_cler@sophia.ac.jp>  

http://www.sophia-cler.jp/study/ja/lesson.html

