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11 月の日本留学試験(EJU) 結果発表

校内平均 287 点
全平均を 42 点上回る
11 月 11 日、世界 15 か国で 26,828 人が受験した日本留学試験
に、JET からは 28 人が受験しました。
「日本語」の校内平均点は
287 点(400 点満点)で、全体平均の 245 点を 42 点上回りました。

4 割が 300 点超
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《日本留学試験「日本語」校内ベスト 10》
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氏名
許 哲瑄
荘 惟舜
Quek Jing Wen
林 俊宏
馮 靖淩
Maria Ignatia
金 昭利
戴 恩辰
盧 芊彤
Chung Sim Yee
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台湾
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クラス
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点数
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346
345
341
335
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315

大忘年会 盛大に！

校内トップは A クラスの許哲瑄さん(台湾)の 348 点で、28 名
中約 4 割に当たる 12 人が 300 点以上を得点しました。日本語能
力試験(JLPT)の N2 級に相当する 200 点以上は、27 人でした。

大学生と一緒に料理とゲーム楽しむ
12 月 21 日に、JET 日本語学校大忘年会が開催され、学生 115

「記述」で 4 人が満点
「聴解・聴読解」の部門では Quek Jing Wen さん(マレーシア)
と金昭利さん(韓国)が 164 点(200 点満点)で、また、
「読解」部

人、大学生 18 人、教師など 15 人の総勢 148 人が参加しました。
各クラス手作りの様々な国の料理を食べたり、ゲームなどをし
て親睦を深めました。
司会を務めたのは、じゅんこさん(タイ)、ティファニーさん

門では許哲瑄さんが 194 点(200 点満点)で校内最高でした。日本

(USA)、ジュンさん(マレーシア)、黄さん(台湾)の 4 人で、本格的な

語の「記述」では許哲瑄さん、金昭利さん、盧芊彤さん(台湾)、

コスプレと軽妙なトークで会場を盛り上げました。(下の写真)

Chung Sim Peng さん(マレーシア)の 4 人が、
満点の 50 点でした。

料理は、たっぷりのお酒で鶏肉を煮込んだ台湾料理「麻油雞
麵線(マーヨーチーメンセン)」が大人気でした。様々な国の料理が食べ

非漢字圏の著しい伸び

られ美味しかったと好評でした。
3 の倍数と、3 がつく数字に手を叩くゲームでは、100 を超え
てもなかなか決着がつかず。高速で数字を言い合うという超ハ

6 月比 60 点以上のアップも
6 月実施の EJU から「日本語」が 40 点以上アップしたのは 9
人いましたが、その国籍内訳を見ると、インドネシア 5 人、マレ
ーシア 2 人、台湾 2 人と、非漢字圏の学習者の伸びが際立ってい
ることがわかります。特に伸びが大きかったのは Mahkota Raja
Buana さん(インドネシア)の 67 点でした。なお、28 人の受験者
のうち 12 人が非漢字圏でした。

基礎教科でも健闘
「総合科目」で校内最高点は戴恩辰さん(台湾)、
「文系の数学」
では許哲瑄さん、
「理系の数学」と「物理」では Vitto Jevano
Christant さん(インドネシア)、
「化学」と「生物」では林哲宇
さん(台湾)が、それぞれ校内トップでした。戴恩辰さんの「総合
科目」は 200 点満点中 180 点という好成績でした。

イレベルな戦いになり、会場もヒートアップ！
締めくくりはビンゴ大会！今回はビンゴで当選後、もう一度
くじをひくことに。最後まで 1 等の iPad や人気の beats のヘッ
ドフォンなどが残っていたため、残り物にも福があるとばかり
ビンゴも最後まで大盛り上がり。校長との食事券(5000 円分)が
当たったのはインドネシアのシャネルさん。たくさん日本語で
会話を楽しんできてね！

(石津慎也)
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人が参加しました。李子瑋さん(台湾)は「妻と結婚以来 4 年ぶ
りに音楽会デートができました!」と喜んでいました。

(12 月 28 日現在)

〇12 月 29 日・30 日 「第九」鑑賞会

【大学】

年末の風物詩、ベートーベンの「第九」交響曲の演奏会に、MAX

☆林哲宇 (台湾) 神奈川歯科大学歯学部 ☆Maria Ignatia (イ

フィルハーモーニー管弦楽団指揮者の古澤直久さんからご招待

ンドネシア) 近畿大学農学部 ☆馮靖淩 (台湾) 女子美術大学

をいただきました。

芸術学部 ☆Wan Liang Jia (マレーシア) 拓殖大学商学部
☆陳琛鈞 (台湾) 拓殖大学政経学部 ☆張書瑋 (台湾) 拓殖大
学商学部 ☆陳琛鈞 (台湾) 東京経済大学経済学部 ☆Damar
Kumara (インドネシア) 東京農業大学国際食料情報学部 ☆
Wan Liang Jia (マレーシア) 東洋大学経営学部

☆Isaac

Valentino Lee Jun Jiet (マレーシア) 東洋大学経済学部 ☆
Quek Jing Wen (マレーシア) 日本大学文理学部 ☆盧芊彤
(台湾) 法政大学文学部 ☆許哲瑄 (台湾) 法政大学経営学部
☆Crystal Eileen (インドネシア) 早稲田大学基幹理工学部

【専門学校】
☆陳 妤 (台湾) 東京観光専門学校ホテル学科 ☆王友致 (台
湾) 東京製菓学校和菓子本科 ☆曽婕瑀 (台湾) 東京デザイン
専門学校グラフィックデザイン科 ☆Kelly Yong Ngik Thing
(マレーシア) 東京モード学園ファッションデザイン学科 ☆
孫千晶 (台湾) 日本電子専門学校高度情報処理科 ☆Chung
Sim Peng (マレーシア) 文化外国語専門学校日本語通訳ビジネ
ス科

就職セミナー全 4 回終える
今学期も、JET 卒業後に日本での就職を希望している学生を対
象に、校内就職セミナーを計 4 回行いました。3 回目となる 11
月 5 日には、留学生の就職活動をサポートしている株式会社オ
リジネーターの方を講師としてお招きし、
「面接講座」を行いま
した。部屋の入退室や座り方、話し方などのマナーから丁寧に
教えていただき、自信がついたようです。
最終回の 12 月 10 日には、今学期も「企業経営者との意見交
換会」を実施。東京商工会議所から企業経営者の皆様が JET に
来てくださいました。更に今回は越野理事長も参加！
グループにわかれての意見交換タイムでは、全体の場では質
問できなかったことや、個人的な相談などができる貴重なチャ
ンスを逃すまいと、みんな積極的！終了時間を過ぎても終わら
ないぐらい、活発な意見交換の場となりました。参加した学生
は「疑問が解決した」
「不安だったことがわかってよかった」
「楽
しかった」と満面の笑みを浮かべていました。

漢字進級テストで満点 2 人
12 月 11 日に行われた漢字進級テストの結果、漢字 4 級クラ
スの黄皓雪さん(台湾)と Tiffany Carissa さん(インドネシア)が、
見事満点で合格し、翌週から 2 級クラスに飛び級となりました。
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◯11 月 22 日 大学生との交流会
早稲田大学の国際交流サークル WIC が開催する「日本教室」
に参加し、けん玉など日本の昔からの遊びに挑戦しながら交流

国内就職内定 11 人に

を深めました。

〇12 月 6 日 豆腐作り体験
板橋区文化･国際交流財団が主催する、豆腐作り体験に 2 人が参
加。豆腐を大豆から作る過程を体験できて感激していました。
でも仕上がりはぐちゃぐちゃになってしまったそうです。

〇12 月 12 日 文楽鑑賞会
『団子売』と『菅原伝授手習鑑』を国立劇場で鑑賞しました。
今年は参加希望者が殺到したため、厳正なるくじ引きの結果 9
人が参加できました。人形を動かす技術に興味津々。思わず感
嘆の声をあげてしまうような素晴らしい舞台でした。

〇12 月 23 日 室内楽鑑賞会
フルート奏者の佐々木真さんが、銀座・王子ホールで開催する
ご自身のリサイタルに、学生たちを招待してくださいました。9

9 月卒の就職率 7 割に迫る
今年度 JET を卒業または終了する学生の国内就職内定者
は、12 月 28 日現在、11 人に達しました。6 月終了の 3 人と
9 月卒業の 8 人です。昨年度の 8 人をすでに上回りました。
9 月卒業後に日本で就職を希望していた学生は 12 人でし
たので、この期の就職率としては約 67％になりました。
業種別では、ホテル(3 人)、貿易会社(2 人)、飲食チェー
ン店、IT 系企業、レンタカー会社、アパレル会社、人材派
遣会社、製本会社です。
内定者の国籍の内訳は、台湾 6 人、マレーシア 2 人、イン
ドネシア 1 人、タイ 1 人、香港 1 人となっています。
この他、海外の日系企業で採用が決まったという報告もあ
り、日本留学経験者の企業ニーズの高まりが感じられます。

