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Appendix ②
CJL レベルチェックテスト ガイド
CJL Level Check Test GUIDE

以下の手順に従い受験してください。なお、1 学期に 1 回しか受験できませんのでご注意ください。
【テスト受験期間】春学期／3 月１日～３次登録最終日まで
秋学期／9 月１日～３次登録最終日まで
Take the test as the following steps. Please note that you can only take the test once per
semester.
[Test-taking period] Spring semester/ March 1st to the last day of 3rd registration period
Fall semester/September 1st to the last day of 3rd registration period
Step 1 【ＣＪＬレベルチェックテストについて】 / 【Regarding the CJL Level Check Test】
Step 2 【ID・Password 申請手続】 / 【Apply for ID & Password】
Step 3 【テスト受験】 / 【Take the Test】
Step 4 【確認リストチェック】 / 【Do the Check List】

Step 1【ＣＪＬレベルチェックテストについて】 / 【Regarding the CJL Level Check Test】
早稲田大学が提供する日本語のレベルチェックテストは以下の２種類です。
Waseda University offers the following two types of Japanese level check tests.
①CJL レベルチェックテスト ／CJL Level Check Test
②CJL レベルチェックテスト_漢字 ／ CJL Level check test_ KANJI
※②は以下の漢字科目の履修を希望する場合のみテストを受ける必要があります。（漢字科目を履修しな
い場合は受ける必要はありません。）
※If you are going to register for the following Kanji Course, you are supposed to take the ②CJL

Course List
classified
by Category

・漢字（非漢字系）１／Kanji (For Nonnative Kanji Learners) 1

Course List
classified
by Level

Level Check Test _KANJI. (If you do not take Kanji courses, you do not need to take this test.)

・漢字（漢字系）２／Kanji (For Native Kanji Learners) 2

Course List
classified by Day
and Period

Course
Registration Using
the Web System

付録②

・漢字５／Kanji 5
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・漢字（漢字系）１／Kanji (For Native Kanji Learners) 1
・漢字（非漢字系）２／Kanji (For Nonnative Kanji Learners) 2
・漢字３／Kanji 3
・漢字４／Kanji 4
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科目登録をはじ
めるにあたって

Step 2【ID・Password 申請手続】 / 【Apply for ID & Password】

開講科目

(１) [ID・Password 申請] / [Apply for ID & Password]

明書の申請方法

日本語科目登録証

日本語科目履
修上の注意点

(C) 申請フォームが表示されたら、あなたの名前、E-mail など、すべてを英語で登録してください。
Type your name, e-mail address and all of your profile in English.

日本語授業
料の納入

(B) 「CJL レベルチェックテスト ID/Password 申請」と記載されたボタンをクリックして、テスト受験に必要な ID と
Password を申請してください。
Click the “CJL Level Check Test ID/Password Application” to apply for the ID and Password.

科目登録の詳細

<日本語 URL> https://www.waseda.jp/inst/cjl/students/registration/placementtest/
<English URL> https://www.waseda.jp/inst/cjl/en/students/registration/placementtest/
※英語版の Webpage を確認したい場合は、webpage の右上に配置されている「English」ボタンをクリックしてく
ださい。
Click “English” button which is placed at the top right corner of the webpage to change to English
webpage.

科目登録の日程

(A) インターネットを利用できるＰＣから、以下の日本語教育研究センター科目登録ページを開き、「日本語レベ
ル判定テスト」をクリックしてください。
Open the CJL course registration Ｗｅｂｓｉｔｅ from the URL written below, ａｎd ｃｌｉｃｋ, “Japanese
Level Check Test”.

成績問い合わせ
日本語科目登録の手順

カテゴリ別
科目一覧
レベル別
科目一覧

★科目登録最終日から７２時間（土日、祝日を除く）を切った場合の申請は、科目登録までに ID が届かない場
合がありますので、あらかじめご了承ください。
★The application within less than 72 hours (excluding Weekends and Holidays) prior to the final
registration may result not gaining the ID.

登録利用手順

【注意点/ Important】

Ｗｅｂ科目

申請後、７２時間以内（土日、祝日を除く）に『ID・Password のお知らせメール』が、あなたが入力した E-mail アド
レスに届きます。E-mail は保存してください。
“Your ID and Password e-mail” will be sent to your e-mail address within 72 hours (excluding Weekends
and Holidays) after approval. Save the e-mail when you receive it.

チェックテストガイド

（２） [ID・Password 発行] / [Receive ID・Password]

ＣＪＬレベル

上記が表示されたら、申請は完了となります。
When the above message is displayed on the screen, you have completed the application.

曜日・時限別

科目一覧
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☆ テストはパソコンで受けてください。スマートホンやタブレットでは受けることができません。
☆ You can take this test with your computer. You can NOT take this test with smart phone and tablet.
＜テストの受け方

How to take this test＞

① Internet Explorer 11 または Firefox から eTesting System にアクセスする。
※それ以外のブラウザからアクセスすると、ログイン画面が表示されないことがあります。
Use “Internet Explorer 11” or “Firefox” and access the eTesting System.
*If you access the website below from other browsers, the login screen may not be displayed.

＜URL＞https://etesting.waseda.jp/etesting/index/login
② ID とパスワードを入力する Enter your ID and password.

How to Apply for
Certificate of Japanese
Course Registration

Tuition Fee for
Japanese Language
Courses

Step 3 【テスト受験】 / 【Take the Test】

Important Notes for
Taking Japanese
Courses

ID を入力
Enter ID

③ テストの説明を読む Read the instruction for the test
解答時間は１問３０秒
You need to answer one

CJL Level
Check Test
Guide

Procedures for
Japanese Course
Registration

Grades
Inquiries

パスワードを入力
Enter password

Course List
classified by Day
and Period

Course List
classified
by Level

Course List
classified
by Category

Course
Registration Using
the Web System

question within 30 seconds
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問題はセクションに分かれています。
全部のセクションに答えてください。
Questions are divided into sections. Answer
all sections.

④解答する Answer questions.
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日本語か英語が選べる
You can choose
“Japanese” or “English”
here

わかったら、「次へ進む」をクリックして問題へ
After you understand, click “Next” button to start
the test.

科目登録をはじ
めるにあたって

開講科目

答えの文字をクリックする
◎ではない

残りの時間が表示される

Click the answer itself. Not ◎

You can see the remaining time

mark

answer, choose the fifth
answer【わかりません】(= I do

日本語授業
料の納入

not know).

＊電源が切れたりして途中でストップして
しまった場合、再開すると解答中の問題か
ら始まります。
*If your computer turned off in the middle
of the test, you can start again from the
question item that you answered.

科目登録の詳細

If you do not know an

科目登録の日程

わからないときは、
「わかりません」をクリック

明書の申請方法

日本語科目登録証

⑤テスト終了 Test finished

日本語科目履
修上の注意点
成績問い合わせ

「次へ進む」をクリック
Click “Next” button

日本語科目登録の手順

チェックテストガイド

ＣＪＬレベル

⑥結果を見る Check your result

登録利用手順

Ｗｅｂ科目

各セクションの得点は、総合日本語 1～6 の各レベルの文法語彙がどの程度理解できているかを表し
ています。合計点だけではなく、各セクションの得点も確認して、自分に合ったレベルを選んでください。

カテゴリ別
科目一覧

The score for each section indicates how well you understand the grammar and vocabulary for
each level of Comprehensive Japanese 1-6. Please check not only the total score, but also the
score of each section to choose the level that best suits you.

レベル別
科目一覧
曜日・時限別

科目一覧
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You can see your score of each section.

⑦ テストの合計点確認し、以下のレベル判定表で自分の日本語レベルを確認してください。
Check the Total Score, and find your Japanese language level from the table shown below.

レベル判定表 Table for Level Criterion
CJL レベルチェックテスト
CJL Level Check Test

CJL レベルチェックテスト_漢字
CJL Level Check Test_ＫＡＮＪＩ

合計点
Total Score

早稲田大学での日本語レベル
Japanese Language Level
at Waseda University

合計点
Total Score

早稲田大学での漢字レベル
Kanji Level
at Waseda University

0-13

1

10-20

1

14-27

2

28-43

3

21-43

2

44-57

4

44-59

3

58-71

5

60-73

4

72-85

6

86-90

7

74-90

5

Course List
classified by Day
and Period

Course List
classified
by Level

セクションごとの点数が表示されるので各得点を確認してください。
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科目登録をはじ
めるにあたって

開講科目

※「総合科目」・「テーマ科目」の履修について
「総合科目」については、1～6 レベルまで科目が設置されていますので、テストで判定されたレベルを参考に履
修科目を登録してください。
一方、「テーマ科目」については、1～8 レベルまで科目が設置されています。CJL レベルチェックテストの判定範
囲は 7 レベルまでですので、8 レベルのテーマ科目を履修したい場合は、「7 レベル」の判定結果に加えて、
STEP4 の「科目登録のための確認リスト」を特によく確認してください。

科目登録の日程
科目登録の詳細

*Regarding to take “Comprehensive Courses” and “Theme Courses”
“Comprehensive Courses” are offered from level 1 to 6, so please register courses based on your test
score.
On the other hand, “Theme Courses” are offered from level 1 to 8. CJL Level Check Test can
determine your Japanese proficiency level from level 1 to level 7 and if you want to register for level 8
theme course, you are supposed to get a level 7 score of the test and also do use “Check List for
Registration of Japanese Course” very carefully to help you choose the appropriate course.

日本語授業
料の納入

⑧ 「成績確認書」を PDF ファイルに出力して、大切に保管してください。日本語科目の科目を選ぶ際の参考にな
ります。早稲田大学日本語教育研究センターに報告する必要はありません。

明書の申請方法

register the courses. It is not necessary to report your score to Center for Japanese Language (CJL).

日本語科目履
修上の注意点

Step 4 【確認リストチェック】 / 【Do the Check List】
お

か も く とうろく

かくにん

成績問い合わせ

テストが終わったら、以下の「科目登録のための確認リスト」に☑をし、自分のレベルに適した科目を登
録してください。
After you finish the test, do “Check List for registration on Japanese language Course” to help
you choose the appropriate course.

日本語科目登録の手順

か も く とうろく

かくにん

科目登録のための確認リスト／“Check List for registration on Japanese language Course”
い

か

こうもく

か く にん

つ

登録利用手順

私 の日本語レベルは

took CJL Level Check Test.
レベルです。

My Japanese level is

.
はん てい

すいしょう

はん てい

りし ゅう

カテゴリ別
科目一覧

※CJL レベルチェックテストで判定されたレベルを推 奨 レベルとします。判定されたレベ
した

Ｗｅｂ科目

わたし

チェックテストガイド

う

□ １．CJL レベルチェックテストを受けました。I

ＣＪＬレベル

以下の項目を確認したかどうか☑を付けましょう。
Mark (☑) the following boxes when you check indexes.

うえ

日本語科目登録証

Export your result information sheet as PDF file and keep it with you. It will help you when you

か の う

ルより上や下のレベルを履修することも可能です。
We recommend students to choose courses that match your CJL Level Check Test score.

レベル別
科目一覧

However, it is possible to take a course that is higher or lower than your
proficiency level.

曜日・時限別

科目一覧
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しゅうちゅう に ほ ん ご

りしゅう

66

きぼう

ばあい

い

か

ひょう

み

If you wish to register for “Comprehensive Japanese 1 ～ 6”, “Intensive Japanese
1-2”,please refer the following table.

そう ごう に ほ ん ご

レベル 1：総合日本語１レベル、

そう ごう に ほ ん ご

そう とう

レベル 4：総合日本語４レベル相当
そう とう

集中日本語１-２レベル相当

Level 4 is the equivalent of

Level 1 is the equivalent of

Comprehensive Japanese 4

Comprehensive Japanese 1 and
Intensive Japanese 1-2
そう ごう に ほ ん ご

そう とう

そう ごう に ほ ん ご

そう とう

レベル 2：総合日本語２レベル相当

レベル 5：総合日本語５レベル相当

Level 2 is the equivalent of

Level 5 is the equivalent of

Comprehensive Japanese 2

Comprehensive Japanese 5

そう ごう に ほ ん ご

そう とう

そう ごう に ほ ん ご

そう とう

レベル 3：総合日本語３レベル相当

レベル 6：総合日本語６レベル相当

Level 3 is the equivalent of

Level 6 is the equivalent of

Comprehensive Japanese 3

Comprehensive Japanese 6

かんじ

りしゅう

きぼう

ばあい

い

か

ひょう

み

※「漢字１～５」の履修を希望する場合、以下の 表 を見てください。
If you wish to register for “Kanji 1～5”,please refer the following table.
かんじ

ひ か ん じ けい

かんじ

ひ か ん じ けい

レベル 1：漢字(非漢字系)1 レベル、

かんじ

そう とう

レベル 4：漢字４レベル相当

そう とう

漢字(非漢字系)1 レベル相当

Level 1 is the equivalent of

Level 4 is the equivalent of
Kanji 4

Kanji (For Nonnative Kanji Learners) 1
and Kanji (For Native Kanji Learners) 1
かんじ

ひ か ん じ けい

かんじ

ひ か ん じ けい

レベル 2：漢字(非漢字系)2 レベル、

かんじ

そう とう

漢字(非漢字系)2 レベル相当

Level 2 is the equivalent of
Kanji (For Nonnative Kanji Learners) 2

Level 5 is the equivalent of
Kanji 5

and Kanji (For Native Kanji Learners) 2
かんじ

そう とう

レベル 5：漢字５レベル相当

そう とう

レベル 3：漢字３レベル相当
Level 3 is the equivalent of
Kanji 3

Course List
classified by Day
and Period

Course List
classified
by Level

そう ごう に ほ ん ご

・
「 集 中 日本語１-２」の履修を希望する場合、以下の 表 を見てください。
※「総合日本語１～６」
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か もく

じ ぶん

に ほ ん ご の う りょく

とうろく

か もく

か く にん

開講科目

ることを確認しました。

科目登録をはじ
めるにあたって

とうろく

２． 登 録 したい科 目 のシラバスを見て、自分の日本語能力に登録したい科目のレベルがあってい

I have checked the syllabus of the course that I want to register for and confirmed the
level that I want to register for matches to my Japanese language proficiency.

か もく

じ ゅ ぎょう

さん か

じ ぶん

に ほ ん ご の う りょく

とうろく

科目登録の日程

とうろく

か もく

□ ３． 登 録 したい科 目 の授 業 オリエンテーションに参加し、自分の日本語能力に登録したい科目
か く にん

のレベルがあっていることを確認しました。

科目登録の詳細

I have participated in orientation of the course that I want to register for and confirmed
the level that I want to register matches to my Japanese language proficiency.
りしゅう

とうろく

きぼう

か もく

きょう か しょ

かくにん

I have checked the textbooks of the course that I want to register for (Only for
しゅうちゅう に ほ ん ご

か ん じ

か い わ

にゅうもん に ほ ん ご

きょう か しょ

に ほ ん ご か もく とう ろく そう だん

しつ

ごう かん

かい

み

室（22号館3階の WILL）で見ることができます。

Japanese for “zero” beginners, and Skill-based Japanese, at the registration
consultation room in WILL, the third floor of Building No. 22.
か く にん

み

じ ぶん

り しゅう か も く

成績問い合わせ

こうもく

日本語科目履
修上の注意点

*You can look at the textbooks of Comprehensive Japanese, Intensive Japanese,

明書の申請方法

そう ごう に ほ ん ご

※総合日本語、集 中 日本語、漢字、会話、入 門 日本語の 教 科書は、日本語科目登録相談

日本語科目登録証

Comprehensive Courses).

日本語授業
料の納入

そうごう か も く

□ ４．総合科目の履修を希望する場合：登 録 したい科 目 の 教 科 書 を確 認 しました。

き

１～４の項目を確認しましたか。１～４を見て、自分で履 修 科目を決めましょう。

日本語科目登録の手順

チェックテストガイド

ＣＪＬレベル

問い合わせ先/ For inquiries, please contact us by the email written below.
<URL> cjl@list.waseda.jp

登録利用手順

Ｗｅｂ科目

カテゴリ別
科目一覧
レベル別
科目一覧
曜日・時限別

科目一覧
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