
JSST
日本語会話力テスト

JLPTなどの日本語能力試験では測れないスピーキング能力のテスト(JSST)を受けてみませんか？

筆記試験では分からない
会話力を測れるため、

就活時のPRに使えます！

試験は電話でたった15分！
24時間国内外どこからでも

受験可能です。

お問い合わせ

試験内容や対策について相談したい場合：〈担当教員〉徳弘 tokuhiro@iee.nagoya-u.ac.jp

愛岐留学生就職支援コンソーシアム事務局

第2部

TEL 052-789-2176
MAIL info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp

ＪＳＳＴ（Japanese Standard Speaking Test）とは・・・
株式会社アルクが運営する電話による日本語会話力測定テストです。

詳しくは… https://www.alc.co.jp/jsst/ ※サンプルの視聴も可能です。

愛岐留学生就職支援
コンソーシアム事務局宛

にメールで申し込み
10月19日～10月30日

受験の案内が
メールで届く。

11月上旬

自分で電話をかけて
受験（24時間対応）

11月11日～11月17日

アドバイスつきの
結果がメールで届く。

12月2日

申込期間：2020年10月19日(月)～10月30日(金)
申込方法：愛岐留学生就職支援コンソーシアム事務局宛てに、

右記の通り、メールにてお申込みくさだい。
M A I L ：info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp
対 象：参画大学に在籍する外国人留学生

（名古屋大学・岐阜大学・名古屋工業大学・
名城大学・南山大学・愛知県立大学）

※申し込み後のキャンセル不可。
※必ず期間内に受験を終了してください。

受験料

無料

宛先：info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp
件名：「JSST申し込み」
本文：

1．大学名・学籍番号
2．学部・研究科
3．名前
4．性別
5．携帯電話番号
6．スコアレポートの言語

（下記①～⑤より選んでください）
【①日本語のみ、②英語と日本語、

③中国語と日本語、④韓国語と日本語、
⑤ベトナム語と日本語】

7．日本語能力試験 (JLPT) のレベル

15分！ 伸びる！
現在のレベルが分かり、
コメントシートに今後の

アドバイスもついてくるため、
会話力が上がります。

会話力が
使える！
就活に

先着

４０名

受験の流れ

申込方法
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Let’s try Japanese speaking ability test (JSST) 
which can not be measured in Japanese 
language proficiency test such as JLPT!!

FREE

Useful for 
Job-hunting!
As you can measure 

conversational skills that
you do not know 

in the written test, 
you can use it for job hunting!

Only 15 minutes
The exam is only 15 minutes 

by phone! 
You can take exams 

anywhere in the world 
24 hours a day

Conversation skills 
grow!

You will be able to improve your 
conversation skills by knowing the 
current level and following advice 

on the comment sheet.

Contact Information

When you want to ask about the examination contents and measures
：Prf. Tokuhiro / tokuhiro@iee.nagoya-u.ac.jp

“Aigi Career Development Consortium for 
International Students” Nagoya University Office

TEL 052-789-2176   
MAIL info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp

About ＪＳＳＴ（Japanese Standard Speaking Test）・・・
This is a Japanese language proficiency test by telephone operated by ALC Co., Ltd. 
For more information https://www.alc.co.jp/jsst/ ※ You can also view the sample.

How to take JSST

Application

第2部

Call by yourself and 
take an exam 

(24 hours available)

Nov,11th ～ Nov,17th

Apply via E-mail
to  Career Support 

Center
Oct,19th ～Oct,30th

We will send you
“JSST Information”

By e-mail

Early Nov

Results will be sent 
by email with 

comment & advice

Dec,2nd

Application period：Oct, 19th to Oct, 30th

Application：Please apply by E-mail
(info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp)

※Please refer to the following.
Eligibility：International students at Nagoya 
Univ., Gifu Univ., Nagoya Institute of Technology, 
Meijo Univ., Nanzan Univ., and Aichi Prefectural 
Univ. 
Capacity：40 students（First-come-first-served 
basis）※We close when we reach capacity
Fee：Free
※You cannot cancel after your application. 
※Please be sure to finish the exam within the 
period.

To：info-iscsp@adm.nagoya-u.ac.jp
Subject：Application for JSST 

Please include your information listed below
in the E-mail body.

1. Student ID
2. School, Faculty
3. Your name
4. Gender
5. Cellphone number
6. Language of score report(Select from ①～
⑤)
【①Japanese only ②English & Japanese

③Chinese & Japanese ④Korean & Japanese
⑤Vietnamese & Japanese】

7. Your level of JLPT

JSST
Japanese Standard Speaking Test
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