
 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（フィリピン） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 ８２ ５８ ７０．７ 

介護日本語評価試験 １１６ ７３ ６２．９ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in The Philippines） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
８２ ５８ ７０．７ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
１１６ ７３ ６２．９ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（カンボジア） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 ３０ ２０ ６６．７ 

介護日本語評価試験 ２６ ２１ ８０．８ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in Cambodia） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
３０ ２０ ６６．７ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
２６ ２１ ８０．８ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（ネパール） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 １１２ ７４ ６６．１ 

介護日本語評価試験 ９０ ４９ ５４．４ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in Nepal） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
１１２ ７４ ６６．１ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
９０ ４９ ５４．４ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（インドネシア） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 ３０３ ２４３ ８０．２ 

介護日本語評価試験 ２５４ １９３ ７６．０ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in Indonesia） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
３０３ ２４３ ８０．２ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
２５４ １９３ ７６．０ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（国内） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 ８８５ ６１０ ６８．９ 

介護日本語評価試験 ７８１ ５８３ ７４．６ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in Japan） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
８８５ ６１０ ６８．９ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
７８１ ５８３ ７４．６ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（モンゴル） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 ２８ ２５ ８９．３ 

介護日本語評価試験 ２５ １８ ７２．０ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in Mongolia） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
２８ ２５ ８９．３ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
２５ １８ ７２．０ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（ミャンマー） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 ２９６ ２９３ ９９．０ 

介護日本語評価試験 ３４３ ３３４ ９７．４ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in Myanmar） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
２９６ ２９３ ９９．０ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
３４３ ３３４ ９７．４ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（タイ） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 １５７ １５３ ９７．５ 

介護日本語評価試験 １５１ １３９ ９２．１ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in Thailand） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
１５７ １５３ ９７．５ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
１５１ １３９ ９２．１ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（インド） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 １７ １０ ５８．８ 

介護日本語評価試験 １７ ９ ５２．９ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in India） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
１７ １０ ５８．８ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
１７ ９ ５２．９ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（スリランカ） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 ３０ １４ ４６．７ 

介護日本語評価試験 ２９ １８ ６２．１ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in Sri Lanka） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
３０ １４ ４６．７ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
２９ １８ ６２．１ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 



 

 

 

１０月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（ウズベキスタン） 

試験結果 

  

○ 試験結果 

 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

介護技能評価試験 ６ ０ ０．０ 

介護日本語評価試験 ６ ３ ５０．０ 

    

 

○ 受験された方は、予約サイトのマイページから結果通知を確認できます。 

 

○ なお、採点、試験問題の内容、正解と配点等に関する問い合わせには一切応じられません。 

  



 

 

 

Test results in October “Nursing care skills evaluation test”  

and “Nursing care Japanese language evaluation test”（in Uzbekistan） 

  

○ Test results 

 Number of applicants 
Number of successful 

applicants 

Rate of successful 

applicants 

Nursing care skills 

evaluation test 
６ ０ ０．０ 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
６ ３ ５０．０ 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

○ Inquiries about scoring criteria, question, collect answer, allocation of marks, etc. cannot be accepted. 

 


