
피어슨뷰 사이트에서 신규 사용자 등록.

등록

응시 안내

응시를 원하는 테스트 센터�일시를 선택한다.

예약

수험료를 신용카드로 결제한다.

결제

BJT응시 직후에 통지. 피어슨뷰 사이트에서도 확인 가능.

예약한 테스트 센터�일시에 BJT를 응시한다.
응시 일시의 24시간 전까지는 변경�취소 가능.

응시

결과

피어슨뷰 사이트에서 신청해 주십시오.

응시 이유

응시자들의 의견

신청 방법

USD 50（韓国国内）

じ

수험료

실시 도시

자신의 일본어가 업무 현장에서 통용된다는 것을 증명할 수 있었다.

일본의 비즈니스 관습이나 문화를 이해할 수 있었다.

학교에서 배울 수 없었던 것을 새롭게 알 수 있었다.

말씨와 행동에서 높은 평가를 받았다.

회화에서 듣기 능력과 문장 독해 능력이 향상되었다.

주위의 유학생들보다 실력에서 앞설 수 있었다.

취직, 경력 향상을 위해 많은 분들이 BJT에 응시하고 있습니다.

2％

2％

학습자 여러분께

BJT 비즈니스 일본어 능력 테스트

기타

CBT 응시 스타트!

서울, 부산

문의

사단법인 한일협회　TEL:02-3452-5999

입학이나 유학 시에 객관적인 
일본어 능력을 증명하기 위해

직장이나 학교에서 
응시할 것을 
규정하고 있기 
때문에

직장에서 승진, 승급, 
어학 수당 지급 등의 
조건이 있기 때문에

취직�전직 시에 객관적인 
일본어 능력을 증명하기 
위해

향후의 일본어 공부에 도움이 
되도록�자기계발�수준 확인

就職・キャリアアップのために、
BJTは多くの方が受験しています。

しゅうしょく

おお かた じゅ けん

受験理由
じゅ けん り ゆう

勤め先や学校で、
受験することが
決められているため

入学・留学の際、客観的な
日本語能力の証明とするため

勤め先で、昇進・昇給・
語学手当受給等の
条件になっているためその他

59％27％

4％
6％

就職・転職の際、客観的な
日本語能力の証明とするため

今後の日本語学習に
役立てるため・
自己啓発・レベルチェック

受験者の声
じゅ けん しゃ こえ

がっこう まな あた し

学校では学べなかったことを新しく知ることができた。

しゅう い りゅうがくせい さ

周囲の留学生に差をつけることができた。

ぶん に ほん ご げん ば つか しょうめい

自分の日本語がビジネス現場で使えることを証明できた。

に ほん しゅうかん ぶん か り かい

日本のビジネス習慣や文化を理解することができた。

こと ば づか ふ ま たか ひょう か

言葉遣いや振る舞いが高く評価された。

かい わ き ちから ぶんしょ よ と ちから こうじょう

会話を聞きとる力や文書を読み解く力が向上した。

受験のご案内
じゅ けん あん ない

お申し込み方法
もう ほうこ ほう

ピアソンVUEウェブサイトからお申し込みください。

https://korea.pearsonvue.com/Clients/BJT.aspx

登録
ピアソンVUEウェブサイトで新規ユーザー登録。1
とう ろく

予約
受験したいテストセンター・日時を選ぶ。2
よ やく

受験料をクレジットカードで支払う。3
支払い

BJT受験直後にお知らせ。ピアソンVUEウェブサイトでも確認可能。5

し はら

受験
予約したテストセンター・日時でBJTを受験する。
受験日時の24時間前までは変更・キャンセル可能。4

じゅ けん

結果
けっ か

ソウル、釜山

受験料
じゅ りょうけん

開催都市

社団法人 韓日協会 　TEL：02-3452-5999
お問い合わせ

公益財団法人 日本漢字能力検定協会主催

BJTビジネス日本語能力テスト

公益財団法人
日本漢字能力検定協会

後援
独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）／公益社団法人 経済同友会／
公益社団法人 日本語教育学会／一般財団法人 日本語教育振興協会／
特定非営利活動法人 JAFSA（国際教育交流協議会）／
公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター／国際機関 日本アセアンセンター

JJ01-KR.18.02※「BJT」、「BJTビジネス日本語能力テスト」、「漢検」ロゴは登録商標です。

CBT受験
スタート！

学習者の皆様へ
がく しゅう しゃ みな さま



총 80문항으로 약 2시간(테스트 설명, 설문조사를 포함)의 테스트입니다. 일본어와 

비즈니스 지식뿐만 아니라 그러한 지식을 활용한 커뮤니케이션 능력을 측정하는 

문제들로 구성되어 있습니다.

샘플 문제도 볼 수 있습니다. BJT홈페이지에 꼭 방문해 주십시오!

BJT는 0～800점의 점수 형식으로 비즈니스 일본어 능력을 나타냅니다.

또한 능력에 대한 지표로서 점수에 따른 레벨(J5～J1+)을 설정하고 있습니다.

최근에는 BJT의 점수를 신입사원 채용이나 인재 육성에 활용하는 기업도 증가하고 있습니다.

일본어를 배운다. 일본어로 일한다. 일본어로 활약한다.

BJT 비즈니스 일본어 능력 테스트는 비즈니스 상황에서의 

일본어 커뮤니케이션 능력을 측정합니다.

2017년 4월부터 BJT는 피어슨뷰가 제공하는 네트워크를 통해서, CBT방식(Computer 

Based Testing)으로 실시하고 있습니다. CBT방식은 각 테스트 센터에서 컴퓨터를 

사용하여 문제를 출제하고 이에 답하는 구조입니다. 응시자는 개별적으로 준비된 컴퓨터를 

사용하여 화면에 표시되는 문제를 보고, 헤드폰의 음성을 들으며 화면 상에 해답을 

입력합니다.

BJT 관련 서적

공식 사이트

BJT의 점수/기업 내 활용 사례 커뮤니케이션 능력을 측정하는 문제가 충실

BJT를 좀 더 깊게 이해한다

주택 건설 업체 BJT J1 이상이면 장려금

전기기계업체 BJT 500점 이상이면 채용

소프트웨어 개발 BJT J2이상이면 시니어팀 리더의 자격

인사 서비스 인사 평가의 참고

가전업체 JLPT N3 이후의 학습 목표

청해 테스트
약 45분

장면 파악 문제 5문항

발언 청해 문제 10문항

종합 청해 문제 10문항

청독해 테스트
약 30분

상황 파악 문제 5문항

자료 청독해 문제 10문항

종합 청독해 문제 10문항

자신의 스케줄에 맞추어 응시할 수 있습니다.

국내, 해외 모두 실시 지역이 증가합니다.

응시일의 전날까지 신청할 수 있습니다.

※응시일은 테스트센터에 따라 다릅니다.

응시하기 쉽다

테스트가 끝난 후 즉시 점수 리포트를 교부합니다.

결과를 즉시 알 수 있다

독해 테스트
약 30분

어휘�문법 문제 10문항

표현 독해 문제  10문항

종합 독해 문제 10문항

기업 내 활용 사례

CBT방식의 테스트가 되어서 

CBT방식(Computer Based Testing)으로 더욱 편리하게

피어슨뷰의 사이트에서도 응시 결과를 확인할 수 
있으며, 다운로드하여 성적 인정서로 사용할 수 
있습니다.

비즈니스 일본어 

지도/자습용BJT 대책의 결정판

발행  해외교육사업단

가격  18,000원

발행  해외교육사업단

가격  13,000원

日本語を学ぶ。
日本語で働く。
日本語で活躍する。

に ほん まなご

に ほん ご

に ほん ご

はたら

かつ やく

B JTビジネス日本語能力テストは、
ビジネス場面における
日本語コミュニケーション能力を測定します。

に ほん ご

に ほん

ば めん

ご

のう りょく

のう りょく そく てい

BJTのスコア／企業での活用例
き ぎょう かつ よう れい

BJTは、0～800点のスコア形式でビジネス日本語能力を示します。
また、能力の目安として、スコアに応じたレベル（J5～J1+）を設定しています。
近年は、BJTのスコアを採用や人材育成に活かす企業も増えています。

電機メーカー BJT 500点以上で採用
住宅メーカー BJT J1以上で奨励金

ソフトウェア開発 BJT J2以上でシニアチーム
リーダーの資格

人事サービス 人事評価の参考

電器メーカー JLPT N3の後の学習目標

企業での活用例
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CBT方式（Computer Based Test ing）で、さらに便利に
ほう しき べん り

2017年4月よりBJTは、ピアソンVUEが提供するネット
ワークを通して、CBT方式（Computer Based Testing）
で実施しています。CBT方式とは、各テストセンターで
コンピュータを使って出題・解答する仕組みです。受験
者は、個別に用意されたコンピュータを使って、画面に
表示される問題とヘッドホンに流れる音声をもとに、画面上で解答します。

CBT方式のテストになったことで…

自分のスケジュールに合わせて
受験できます。

受験しやすい

国内、海外ともに実施地が増加します。

受験日の前日まで申し込むことが
できます。
※受験日はテストセンターにより異なります。

結果がすぐにわかる

テストが終わった後すぐ
スコアレポートを交付します。

ピアソンVUEのウェブサイトでも
受験結果を確認でき、成績認定書
としてダウンロードできます。

サンプル問題もご覧いただけます。
ぜひBJTウェブサイトにアクセスしてください！

公式ウェブサイト
こう しき

http://www.bjttest.com

コミュニケーション能力を測る問題が充実
のう りょく もん だい じゅうじつはか

合計で80問あり、約2時間（テストの説明、アンケートを含む）のテスト
です。日本語やビジネスの知識だけでなく、それらの知識を活かした
コミュニケーション能力を測る問題で構成されています。

場面把握問題 5問
発言聴解問題 10問
総合聴解問題 10問

聴解テスト
約45分

状況把握問題 5問
資料聴読解問題 10問
総合聴読解問題 10問

聴読解テスト
約30分

語彙・文法問題 10問
表現読解問題 10問
総合読解問題 10問

読解テスト
約30分

BJTをもっと理解する
り かい

BJT関連書籍
かん れん しょ せき


	BJT_jyukensei_omote_KR
	BJT_jyukensei_ura_KR

