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Information to complete the 
JLPT July 2022 Leicester PDF Application Form (writable) 
 
 
Below you can see the options to answer questions 7. 10, 11, 12, 13 and 14 
(click on each question to see options) 
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Question 7:  
母語 Native Language 
あなたの母語を次の表から選び、その番号を書いてください。表の中にないときは000と記入してくだ

さい。また母語が2つ以上ある人は、1つだけ記入してください。 
Choose the appropriate code number from the list of "NATIVE LANGUAGE CODES" and write it in the boxes. If your 
native language is not on the list, enter 000 in the boxes. If you have two or more native languages, select only one. 
 
【ASIA アジア地域】 
101 : Assamese （アッサム語） 
102 : Baluchi （バルチ語） 
103 : Bengali （ベンガル語） 
104 : Bihari （ビハール語） 
106 : Cebuano （セブアノ語） 
107 : Chinese （中国語） 
143 : Dhivehi （ディベヒ語） 
144 : Dzongkha（ゾンカ語） 
408 : English （英語） 
411 : French （フランス語） 
108 : Gujarati （グジャラト語） 
109 : Hindi （ヒンディ語） 
110 : Ilocano （イロカノ語） 
111 : Indonesian （インドネシア語） 
112 : Japanese （日本語） 
113 : Javanese （ジャワ語） 
114 : Kannada(Kanarese) （カナラ語） 
115 : Kashmiri （カシミール語） 
118 : Khmer(Kampuchean)（クメール語） 
119 : Korean （韓国・朝鮮語） 
120 : Kurdish （クルド語） 
121 : Lao （ラオス語） 
122 : Malay （マレー語） 
123 : Malayalam （マラヤーラム語） 
124 : Marathi （マラーティー語） 
125 : Manipuri(Meeteilol) （マニプール語） 
117 : Mongolian （モンゴル語） 
105 : Myanmar （ミャンマー語） 
126 : Nepali （ネパール語） 
127 : Oriya （オーリャ語） 
128 : Pilipino （ピリピノ語） 
129 : Punjabi （パンジャブ語） 
130 : Pushtu （パシュト語） 
131 : Rajasthani （ラージャスタニ語） 
132 : Sindhi （シンド語） 
133 : Sinhalese （シンハラ語） 
134 : Sundanese （スンダ語） 
135 : Tamil （タミール語） 
136 : Tatar （タタール語） 
137 : Telugu （テルグ語） 
138 : Thai （タイ語） 
139 : Tibetan （チベット語） 
140 : Uighur （ウイグル語） 

141 : Urdu （ウルドゥー語） 
142 : Vietnamese （ベトナム語） 
 
【AMERICA アメリカ地域】 
201 : Aymara （アイマラ語） 
407 : Dutch （オランダ語） 
408 : English （英語） 
411 : French （フランス語） 
203 : Guarani （グアラニー語） 
413 : German （ドイツ語） 
424 : Portuguese （ポルトガル語） 
202 : Quechua （ケチュア語） 
430 : Spanish （スペイン語） 
 
【EUROPE ヨーロッパ地域】 
401 : Armenian （アルメニア語） 
440 : Azerbaijani （アゼルバイジャン語） 
402 : Basque(Euskara) （バスク語） 
442 : Bosnian （ボスニア語） 
403 : Bulgarian （ブルガリア語） 
404 : Catalan （カタロニア語） 
439 : Croatian （クロアチア語） 
405 : Czech （チェコ語） 
406 : Danish （デンマーク語） 
407 : Dutch （オランダ語） 
408 : English （英語） 
409 : Estonian （エストニア語） 
410 : Finnish （フィンランド語） 
411 : French （フランス語） 
444 : Galician （ガリシア語） 
412 : Georgian （ジョージア語） 
413 : German （ドイツ語） 
414 : Greek （ギリシャ語） 
415 : Hungarian （ハンガリー語） 
416 : Icelandic （アイスランド語） 
434 : Irish （アイルランド語） 
417 : Italian （イタリア語） 
116 : Kazakh （カザフ語） 
437 : Kirghiz （キルギス語） 
418 : Latvian （ラトビア語） 
419 : Lithuanian （リトアニア語） 
435 : Luxembourgian （ルクセンブルグ語） 
420 : Macedonian （マケドニア語） 
421 : Maltese （マルタ語） 
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443 : Montenegrin （モンテネグロ語） 
422 : Norwegian （ノルウェー語） 
423 : Polish （ポーランド語） 
424 : Portuguese （ポルトガル語） 
425 : Romanian （ルーマニア語） 
436 : Romansh(Rumauntsch) （ロマンシュ語） 
426 : Russian （ロシア語） 
427 : Serbian （セルビア語） 
428 : Slovak （スロバキア語） 
429 : Slovene （スロベニア語） 
430 : Spanish （スペイン語） 
431 : Swedish （スウェーデン語） 
441 : Tajik （タジク語） 
432 : Turkish （トルコ語） 
445 : Turkmen（トルクメン語） 
433 : Ukrainian （ウクライナ語） 
438 : Uzbek （ウズベク語） 
 
【PACIFIC REGION 大洋州地域】 
408 : English （英語） 
501 : Fijian （フィジー語） 
411 : French （フランス語） 
502 : Marshallese （マーシャル諸島言語） 
503 : Palauan （パラオ語） 
504 : Pidgin （ピジン語） 
505 : Ponapean （ポナペ語） 
506 : Samoan （サモア語） 
507 : Tahitian （タヒチ語） 
508 : Tongan （トンガ語） 
509 : Yapese （ヤップ語） 
 
【AFRICA アフリカ地域】 
601 : Afrikaans （アフリカーンス語） 
602 : Akan （アカン語） 
603 : Amharic （アムハラ語） 
701 : Arabic （アラビア語） 
629 : Ashanti （アシャンテ語） 
604 : Bambara （バンバラ語） 
605 : Bemba （ベンバ語） 
606 : Berber （ベルベル語） 
607 : Chichewa （チチュワ語） 
608 : Efik （エフィック語） 

408 : English （英語） 
609 : Ewe （エウェ語） 
411 : French （フランス語） 
610 : Fulani （フラニ語） 
611 : Ga （ガー語） 
612 : Galla （ガラ語） 
613 : Hausa （ハウサ語） 
614 : Ibo （イボ語） 
631 : Kikongo （キコンゴ語） 
615 : Kikuyu （キクーユ語） 
632 : Kinyarwanda （キニヤルワンダ語） 
616 : Kiswahili （スワヒリ語） 
617 : Lingala （リンガラ語） 
618 : Luba-Lulua （ルーバ語） 
619 : Malagasy （マダガスカル語） 
620 : Malinke(Mandingo) （マリンケ語） 
633 : Matavele （マタベレ語） 
621 : Mende （メンデ語） 
424 : Portuguese （ポルトガル語） 
634 : Sango （サンゴ語） 
622 : Shona （ショナ語） 
623 : Somali （ソマリ語） 
635 : Sotho （ソト語） 
430 : Spanish （スペイン語） 
624 : Tigrinya （ティグリニア語） 
625 : Twi-Fante （トゥイ・ファンティ語） 
636 : Uganda （ウガンダ語） 
626 : Wolof （ウォロフ語） 
627 : Yoruba （ヨルバ語） 
628 : Zulu （ズールー語） 
 
【MIDDLE EAST 中近東地域】 
701 : Arabic （アラビア語） 
401 : Armenian （アルメニア語） 
408 : English （英語） 
411 : French （フランス語） 
702 : Hebrew （ヘブライ語） 
703 : Persian （ペルシャ語） 
 
【OTHERS その他】 
000 : Others （その他） 
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Question 10:  
日本語学習の場（１～６から１つ選ぶ）Place of learning Japanese (Choose a number from 1 to 6) 
 

1 小学校（初等教育） learning Japanese at elementary school (primary education) 

2 中学校・高校（中等教育） learning Japanese at middle school or high school (secondary education) 

3 大学・大学院（高等教育）の主専攻 majoring in Japanese at university or graduate school (higher 
education) 

4 大学・大学院（高等教育）の主専攻以外 learning but not majoring in Japanese at university or graduate 
school (higher education) 

5 語学学校等のその他の教育機関 at some other educational institution (such as foreign language schools) 

6 1～5の学習機関で日本語を学んでいない not learning Japanese at the educational institutions listed in 1 
through 5 above 

 
 
Question 11:  
受験目的（１～８から１つ選ぶ）Reason for taking this exam (Choose a number from 1 to 8) 
 

1 大学や大学院入学に必要（自分の国で） necessary for admission into university or graduate school in 
country 

2 大学や大学院入学に必要（日本で） necessary for admission into university or graduate school in Japan 

3 その他の教育機関での入学や能力証明に必要（自分の国で） necessary for admission or as proof of 
proficiency for other educational institution in own country 

4 その他の教育機関での入学や能力証明に必要（日本で） necessary for admission or as proof of proficiency 
for other educational institution in Japan 

5 自分の仕事やこれからの就職・昇給・昇進に役立つ（自分の国で） useful for work or will be useful in order to 
attain employment, secure salary increase or promotion in own country 

6 自分の仕事やこれからの就職・昇給・昇進に役立つ（日本で） useful for work or will be useful in order to 
attain employment, secure salary increase or promotion in Japan 

7 上の1～6以外で、自分の実力が知りたい to measure my own level of proficiency for reasons other than 1 
through 6 above 

8 その他 other 
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Question 12:  
職業（１～６から１つ選ぶ）Occupation (Choose a number from 1 to 6) 
 

1 小学生（初等教育） elementary school student (primary education) 

2 中学生・高校生（中等教育） middle school or high school student (secondary education) 

3 大学生・大学院生（高等教育） university or graduate school student (higher education) 

4 語学学校等のその他の教育機関の学生 student of some other educational institution (such as foreign 
language school) 

5 就業（会社員・公務員・教員・自営等） employed (company employee, public servant, educator, self-
employed, etc.) 

6 その他 other 

 
 
Question 13:  
職業の種類（１～６から１つ選ぶ）Occupational details (Choose a number from 1 to 6) 
 

1 教育機関の日本語教員として仕事で日本語を使っている using Japanese while working as a Japanese-language 
teacher at educational institution 

2 公的機関に勤務して仕事で日本語を使っている using Japanese while working as a public servant 

3 製造業、建設業、情報通信業などの企業に勤務して仕事で日本語を使っている using Japanese while working 
as a company employee, such as in the manufacturing, building, or information and communication industries 

4 サービス業、観光業、接客業などの仕事で日本語を使っている using Japanese while working as an employee, 
such as in the service, tourism, or hospitality industries 

5 1～4以外の職業で仕事で日本語を使っている using Japanese at a job other than 1 through 4 above 

6 仕事で日本語は使わない do not use Japanese while working 
 
 
Question 14:  
日本語との接触媒体 Media via which you come into contact with Japanese language 
 

1 ニュース・ドキュメンタリー番組 TV news program and documentaries : はい 

2 ドラマ（アニメを除く）drama (excluding animation) : はい 

3 アニメ animation: はい 

4 新聞・雑誌（漫画を除く）newspapers and magazines (excluding manga) : はい 

5 本（教科書を除く） books (excluding textbooks) : はい 

6 漫画 manga: はい 

7 ウェブサイトの記事 articles on websites: はい 

8 その他 other: はい 

9 教室外で日本語にふれて、聞いたり読んだりしない do not come into contact with Japanese language outside of 

class: はい 
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