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１.  (1)〜(10)について、空欄に入るもっとも適切なものを①〜④の選択肢

の中から１つ選び、解答欄の該当する数字にマークしてください。 
 

  (1)  A: ¿Visitaste Valencia en el último viaje por España? 
  B: No, si ______________ más tiempo, habría pasado por la ciudad. 
    ① haya tenido          ② habría tenido   
    ③ hubiera tenido       ④ habré tenido 
 

【（2）〜(10)は省略】 

 
 
２．A〜E の日本語文の下には、対応するスペイン語文が記されています。

(11)〜(20)のうち、不定詞が示されているものについては、それを適切な形

にして該当する解答欄に記入し、不定詞が示されていないものについては、

空欄に入るもっとも適切な語句を①〜④の選択肢の中から１つ選び、その数

字を該当する解答欄に記入してください。 
 

 A. 上司はその書類をできるだけ早く準備するようにと私に言った。 
    El jefe me dijo que ( 11 preparar        ) el documento ( 12 ) antes. 
     (12) ① más   ② cuánto   ③ cuanto    ④ rápidamente 
 
【B〜E は省略】 

 
 

３．(21)〜(25)の質問の答えとして適切でない語彙を①〜④の選択肢の中か

ら１つ選び、解答欄の該当する数字にマークしてください。 
 

 (21)  ¿Qué tomaste cuando tenías dolor de garganta? 
        ① píldora  ② costilla    ③ jarabe   ④ pastilla 
 
【（22）〜(25)は省略】 
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４. 次のメール文は、スズキ・ヨシオ氏がスペインの楽器店に宛てて書いた

ものです。(26)〜(30)の空欄の選択肢として文脈上もっとも適切と思われる

ものをそれぞれ①〜④の中から１つ選び、解答欄の該当する数字にマークし

てください。 
 
  Estimados señores: 
       ( 26 ) para confirmar si todavía está en stock una guitarra clásica    
     de segunda mano que se encuentra en su lista. La guitarra que me  
     interesa es [...]. 
 
   【以下の文章は省略】 
 

  (26)  ① Aquí expreso mi agradecimiento  ② He recibido su e-mail 
   ③ Les envío este mensaje          ④ Les mando mi pésame 

 
 【（27）〜(30)は省略】 

 
 

５．次の文章を読み、設問に答えなさい。 
 

   
 

 
 

（出典：ZOOM Japón, 2 de octubre de 2018 より一部改変） 
 
 A. (31)〜(33)で与えられた選択肢のうち、記事の内容ともっとも一致す

るものをそれぞれ①〜④の中から１つ選び、解答欄の該当する数字にマー

クしてください。 
 

     (31)  ① La madre del señor Sumoto murió en Japón después de   
               venir a Kobe. 
            ② La esposa del señor Sumoto también tiene origen mestizo. 
 

下記出典元より引用された問題文 
著作権上の理由で省略 
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            ③ El señor Sumoto lleva a cabo sus estudios en una  
               universidad de Kobe sobre las energías renovables. 
            ④ El señor Sumoto llegó a Japón cuando nació su hijo y lleva  
        dos años aquí. 
 

   【（32)(33)は省略】 
 

 
 B. 下線部(34)と(35)を日本語に訳してください。 
 

 
６．スペイン語による会話を聞いて、その内容ともっとも一致するものを①

〜④の選択肢の中から 1 つ選び、解答欄の該当する数字にマークしてくださ

い。問題は(36)〜(40)まであります。音声は会話ごとに２回流れます。 
 

【音声は省略】 

     
    (36) ① El vuelo iba a salir para Río de Janeiro a las veintitrés horas. 
         ② No hay salidas ni llegadas en este aeropuerto a partir de las  
            once de la noche. 
         ③ El señor tiene un compromiso en Río de Janeiro a las diez de  
            la mañana. 
         ④ El vuelo de Río de Janeiro llegará a las diez de la mañana. 
 

【（37）〜(40)は省略】 

 

 
 
正解 
(1) ③  (11) preparara  (12) ③  (21) ②  (26) ③   (31) ③  

(36) ② 
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３級 各設問の出題内容と意図 
 

【問１】空所補充問題。動詞の活用や関係詞などを正しく理解しているかを 
        問います。 
【問２】⽇本語に対応させて答える空所補充問題。動詞を適切に活⽤させて 
    正しく書けるかや、適切な語句を選択して⽂を正しく構成できるか 
    を問います。 
【問３】質問文に対する答えとして適切でない語彙を選びます。質問文の内 
    容や語句を正しく理解しているかを問います。 
【問４】100〜120 語程度のスペイン語で書かれた依頼文、招待状、案内状 
    などを読んで答える空所補充問題。ある程度フォーマルな手紙でよ 
    く使われるフレーズを理解しているか、また手紙の内容を正しく把 
    握できているかを問います。 
【問５】雑誌、新聞、ネットなどの 200 語〜250 語程度で書かれた記事を 
    読み、その後に提⽰されたいくつかのスペイン語⽂の中から記事の 
    内容に⼀致しているものを選びます。またスペイン語の⽂を⽇本語 
    に訳します。ある程度まとまったスペイン語の⽂章を正しく理解で 
    きるかを問います。 
【問６】リスニング問題。ある程度の⻑さのスペイン語によるやりとりを聞 
    いた上で、問題⽤紙に提⽰されたいくつかのスペイン語の⽂の中か 
    ら会話の内容に⼀致するものを選びます。聞き取った会話を正しく 
    理解できているかを問います。 

 

 

 
 


