
 

 

 

１１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 131 97 74.0 

介護日本語評価試験 133 93 69.9 

    

 

○ 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 November “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 
131 97 74.0 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
133 93 69.9 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１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 6 6 100.0 

介護日本語評価試験 6 6 100.0 

    

 

○ 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 November “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 
6 6 100.0 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
6 6 100.0 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１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 99 63 63.6 

介護日本語評価試験 98 52 53.1 

    

 

○ 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 November “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 
99 63 63.6 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
98 52 53.1 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１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 298 224 75.2 

介護日本語評価試験 263 179 68.1 

    

 

○ 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 November “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 
298 224 75.2 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
263 179 68.1 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１月 介護技能評価試験・介護日本語評価試験（日本） 

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 805 571 70.9 

介護日本語評価試験 762 590 77.4 

    

 

○ 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 November “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 
805 571 70.9 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
762 590 77.4 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１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 26 19 73.1 

介護日本語評価試験 28 16 57.1 

    

 

○ 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 November “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 
26 19 73.1 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
28 16 57.1 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１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 635 629 99.1 

介護日本語評価試験 724 686 94.8 

    

 

○ 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 November “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 
635 629 99.1 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
724 686 94.8 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１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 62 61 98.4 

介護日本語評価試験 62 57 91.9 

    

 

○ 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 November “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 
62 61 98.4 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
62 57 91.9 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１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 3 3 100.0 

介護日本語評価試験 3 3 100.0 

    

 

○ 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 November “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 
3 3 100.0 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
3 3 100.0 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１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 22 12 54.5 

介護日本語評価試験 24 13 54.2 

    

 

○ 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 November “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 
22 12 54.5 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
24 13 54.2 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 



 

 

 

１１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 7 1 14.3 

介護日本語評価試験 7 0 0.0 

    

 

○ 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 November “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 
7 1 14.3 

Nursing care Japanese 

language evaluation test 
7 0 0.0 

    

 

○ Result notification will show on your login page. 

 

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

 


