
ものづくり現場での日本語コミュニケーション能力を高める

ものづくり日本語検定お問合せ、申込はこちら

ものづくり日本語検定
Monozukuri Nihongo Kentei（MNK）

WBT (Web Based Training)と CBT (Computer Based Testing)
により 、MNKはオンラインで24時間いつでも受検/受講可

≪主催≫ 一般社団法人 ものづくり日本語検定協会（MNKK)

≪後援≫ 独立行政法人 国際協力機構（JICA）

≪協力≫ 一般社団法人 日本在外企業協会(JOEA) 一般社団法人 日本技術者連盟(JEF)

≪お問い合わせ≫ 一般社団法人 ものづくり日本語検定協会（MNKK)

〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル 5F  TEL:03-6229-1942（平日10時-17時） メール：info@monoken.org

http://monoken.org

⽇本語を⺟国語としない「ものづくり
社会」に携わる社会人や学生に “もの
づくり” に必要な⽇本語コミュニケー
ション能⼒を習得し、向上させる事を
目的とした
①eラーニング動画講座と
②公式検定で構成される教育体系です。

■MNKとは!!
MNKはお手持ちのスマートフォンや、
タブレットやパソコンで、24時間いつ
でもどこでも、動画講座が “無料” で
視聴でき、また検定も、そのままオン
ラインで受検できます。検定が終わる
とすぐにSCOREが表示されます。

1）基礎（ファンダメンタル）
【読解】問題数：50問 受検時間：50分
【聴解】問題数：10問 受検時間：20分
2）応用（アドバンスド）
【読解】問題数：70問 受検時間：70分
【聴解】問題数：10問 受検時間：20分
※聴解問題と応用は2018年4月開始予定。
※問題数、受検時間は今後変更の可能性があります

「登録」→「講座を視聴して学習」→
「受検」→「結果を確認」→
「再度講座を視聴して学習」→
「再度受検」と学習サイクルを回す
ことで、⽇本語コミュニケーション
能⼒が高まります。

■MNKはスマホで受検可!!

■MNKの内容!! ■MNKの学習サイクルとは!!

世界のどの国でも”ものづくり現場”の根っこは同じ。いかに顧客が要求する水準のQCD（Quality,
Cost, Delivery)を達成するか。そのためには ”ものづくり現場” での共通言語が必要です。“ことば”
を身につけ、 “ちえ”を伝承できるようにするのが “ものづくり⽇本語検定”が目指す役割 です。



Improve Japanese Communication Ability at Manufacturing Site

Inquiry and Registration

http://monoken.org

Monozukuri Nihongo Kentei（MNK）

WBT (Web Based Training)and CBT (Computer Based Testing) 
are always available on 24hours base

≪Sponsorship≫ Monozukuri Nihongo Kentei kyokai (MNKK)

≪Support≫ Japan International Cooperation Agency（JICA）
≪Cooperation≫ Japan Overseas Enterprises Association   (JOEA) Japan Engineers Federation  (JEF)

≪ Inquiry ≫ Monozukuri Nihongo Kentei kyokai （MNKK)
Address Bldg., 5F 2-2-19, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052 JAPAN E-mail：info@monoken.org

http://monoken.org

MNK is the education system aiming  at 
improvement of Japanese language 
communication ability of working 
people and students engaging in 
manufacturing who are not of native 
Japanese speakers.  
MNK is composed of web based 
training (WBT) and computer based
testing (CBT).

■What is MNK!!

1）Fundamental
【Reading  】 50questions Test time：50min
【Listening】 10questions Test time：20min

2）Advanced
【Reading  】 70questions Test time：70min
【Listening】 10questions Test time：20min
※Listening and Advanced starts April, 2018
※Number of questions and Test time may be subject to change

「Register」→「Study by Technical Video」
→「Apply for Test」→「Check Results」
→「Again, Study by Technical Video」
→「Again, Study and Test」
Repeated circulation of  the above cycles 
will improve your Japanese 
communication ability.

MNK training and testing are available
by your Smart-phone, Tablet or PC in 
24hour base. You can receive MNK 
training “free of charge”. You can take  a
MNK test on-line and the result SCORE 
will be shown on-line as well. 

■Content of MNK!! ■Learning Cycle of MNK!!

ものづくり日本語検定
In any country, the fundamentals of the manufacturing site are to achieve the level of  QCD (Quality, 

Cost and Delivery) clients require.To achieve the fundamentals, the common language at the  
manufacturing site is essential. To acquire the language and to succeed the knowledge are the aims of  
“Monozukuri Nihongo Kentei”.

■MNK test can be taken 
by Smart-phone!!


