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⾼度外国⼈留学⽣受⼊れコンソーシアム
（略称：Asian Student's Link）

―アジア留学⽣エンロールマネジメント※支援―
―ご加⼊のご案内―

※エンロールマネジメントとは、一人の学⽣が当該大学に興味を持った瞬間から
「受検―合格―入学―卒業―同窓」までを一貫してサポートすること

主催： 一般社団法⼈ものづくり日本語検定協会（MNKK ）
⾼度外国⼈留学⽣受⼊れネットワークコンソーシアム

後援： 独⽴⾏政法⼈日本貿易振興機構（JETRO）
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（JICA）
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）

サポート1：アジア域内大学⽣及び国内留学⽣の日本語能⼒試験 (JLPT)
得点向上に加え、就職後の即戦⼒となるための

「ものづくり日本語検定」(MNK) の「自学習」と「自主検定」を
提供（無料）

サポート2：留学⽣のインターンシップ活動及び就職活動に直結する為の
自己PR動画サイト活⽤による就職効率のアップ

サポート3：留学⽣のための在留審査⼿続など、知っておくべき
情報ポータルサイト（JETRO運営）の利⽤支援

サポート4：留学⽣の日系企業に就職後のものづくり日本語能⼒の
向上や転職など継続的支援体制を提供

一般社団法人ものづくり日本語検定協会（MNKK） 役員構成

会長： 野々内隆 （元通商産業省資源エネルギー庁 長官 /前一般財団法人経済産業調査会 理事長）

副会長： 大島賢三 （一般社団法人アフリカ協会 理事長 /元国連大使 元JICA副理事長）

理事： 内藤香 （前公益財団法人核物質管理センター 理事長 /原子力規制委員会核セキュリティに関する検討会 委員）

斎藤信男 （慶應義塾大学名誉教授 工学博士）

浮舟邦彦 （学校法人滋慶学園 総長 Ph.D.）

梶原豊 （高千穂大学名誉教授 経営学博士）

星野克美 （一般社団法人日本技術者連盟 会長 多摩大学名誉教授）

中村尚五 （日本理科検定協会会長 東京電機大学名誉教授 工学博士）

髙田大進吉 （理数検定研究所株式会社 日本理科検定協会 代表）

齋藤衛 （一般社団法人日本人材紹介事業協会 監事）

井戸田勲 （一般社団法人ものづくり日本語検定協会 理事事務局長）

監事： 寺村康佑 （株式会社サイバープロ 取締役）

一般社団法人ものづくり日本語検定協会 会長挨拶

一般社団法人ものづくり日本語検協会は、「ものづくり日本語検定（略称：MNK）」によって、海外の技術者と日本人技術者が相互

理解を深め、共に 学び、共に事業の成功を目指し、ひいては国際社会経済の発展に寄与することを期待いたします。

なお、MNKの日本語学習・検定システムは、日本で海外技術者の研修を半世紀以上経験してきた機関の日本語訓練教材開発関

係者が、最新の人工知能に日々改良が加えられて、AI技術を活用しながら新たに開発したものです。また利用者からのフィード

バックを受けています。ですから、MNKを利用する皆様も、このシステム開発に参加しているつもりで、ご意見や改善提案をしてく

ださるようお願いいたします。

一般社団法人ものづくり日本語検定協会 会長 野々内隆

『高度外国人留学生受入れネットワークコンソーシアム』に関する問合せ窓口

“Asian Student’s Link” は、アジア学⽣及び外国⼈留学⽣の
就活をトータルサポートするために活動しています。

一般社団法⼈ものづくり日本語検定協会（MNKK ）
⾼度外国⼈留学⽣受⼊れネットワークコンソーシアム（略称：Asian Student’s Link）
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5F
TEL：03-6229-1942  FAX：03-6229-1940 E-mail：info@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
①自学習
②自主検定
で構成される教育体系です。

■MNKとは!!

1）Fundamental検定
【Reading】問題数:50問 受検時間:50分
【Speech】

2分以内の自己PR Speech動画
2）Advanced検定
【Reading】問題数:70問 受検時間:70分
【Speech】

2分以内の自己PR Speech動画
※Advancedは2019年開始予定です。

また問題数、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、⽇本語のコミュニ
ケーション能⼒が高まりま
す。

■MNKの内容!! ■MNKの
学習サイクルとは!!

■MNKはスマホで
受検可!!

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、検定
も“無料”で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。

以上 “Asian Student's Link” の目的は、アジア学⽣及び外国⼈留学⽣の⼊国
から日本国内での就職までをトータルサポートするために活動しています。

⾼度外国⼈留学⽣
自己PR動画サイトとは

（動画の投稿・視聴は無料）

「ものづくり日本語自学習・
自主検定プログラム」(MNK)

とは



⾼度外国⼈留学⽣受⼊れネットワークコンソーシアム
Asian Student’s Link 〜 加⼊のメリット 〜
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―外国人留学生就活支援ポータルサイト―

―求⼈企業及び
⼈材事業者－

― 外国⼈材 ―
（大学⽣・院⽣）

資料発送

①「ものづくり日本語検定」（MNK) とは日本語を⺟国語としない
“ものづくり社会”（製造業・サービス業）に携わる社会⼈
学⽣が必要とする日本語コミュニケーション能⼒を習得し、
向上させることが目的。

②「MNK 」の受講・受検及び自己PR動画サイト※1の利⽤には
Asian Student’s Link への加⼊（無料）が必要。

③学⽣が「MNK 」の受講・受検をするには、ID登録（無料）
が必要。（別紙の検定実施基準を参考）

・企業採用情報
・在留管理センター
・起業活動支援情報
・専門家支援情報
・そのほか外国人材
情報支援センター

JETRO
高度外国人留学生受入れ支援情報センター

― 外国人材情報支援ポータルサイト ―

・日本の生活/就労環境
・入国管理制度・就労ビザ
・外国人留学生大学情報センター
・インターシップ情報
・ジョブフェア情報
・セミナー開催
・訪日留学の魅力発信センター

MNK
ものづくり日本語検定（JETRO後援）

MNKオンライン自学習※1

・Fundamental部門
・Advanced部門

―ものづくり日本語検定ポータルサイト―

MNKオンライン自主検定※2

・Fundamental検定
【Reading】問題数:50問 受検時間:50分
【Speech】2分以内の自己PR Speech動画※3

・Advanced検定
【Reading】問題数:70問 受検時間:70分
【Speech】2分以内の自己PR Speech動画※3

※1 「自学習」とは、「ものづくり⽇本語検定」受検のための学習教材
として用意されている講座動画を個人で視聴することをいう。
いつでも、どこでも、手持ちのスマートフォン・パソコンで無料で
無制限に視聴可能。

※2 「自主検定」とは、受検者が自らのスマートフォン・パソコンを使用
し 受検者自身が選ぶ時間と場所において受検することができ、その
結果責任を負うものをいう。

※3 「自己PR Speech 動画」とは、①自主検定の受検後、直ちに（または1週間
以内に）受検者が手持ちのスマートフォン・パソコンを使用して、出身地
学校名、専門分野と希望職種を話した自己PR Speechを動画化し、MNKKが
指定したサイトに投稿することをいう。投稿した自己PR Speech は、受検者
のFundamental 検定の取得SCOREと合わせて正式な能⼒評価となる。
②自己PR Speechは内外⽇系企業の人材採用関係者が広く視聴することに
より、インターンシップ参加や就職活動に役⽴つ。

―求⼈企業―

G社 H社

I社 J社

K社 L社

動画
視聴

M社 N社

O社 P社

Q社 R社

在学中における企業への
インターンシップ参加!!

在学中の内外⽇系企業への
就職活動に直結!!

外国⼈留学⽣の
自己PR動画サイトの効果


