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１．(1)〜(5)について、質問の答えとして適切でないものを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)  ¿Qué quieren de postre?   

    ① helado       ② tarta      ③ sello    ④ flan 

 

【(2)〜(5)は省略】 

 

 

２. (6)〜(15)の会話について、下線部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。 

 

(6)  A: ¿Estudiaste mucho para el examen? 

 B: No, no _____________.  Es que anoche me invitaron a cenar y  

  volví muy tarde. 

   ① pude   ② pudieron ③ estudió ④ estudiaron 

 

【(7)〜(15)は省略】 

 

 

３．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。

(16)〜(25)の中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。 

 

 A. いま私はアステカ文明についての本を読んでいる。 

    Ahora estoy (  16  ) un libro (  17  ) la civilización azteca. 

       (16)  ① leo      ② leído     ③ leer     ④ leyendo 

       (17)  ① sobre      ② para     ③ en      ④ por 

 

【B〜E は省略】 

 

 

 

 

４．(26)〜(30)の会話について、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。 
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 (26)  A: ¿Cuántas horas duermes normalmente? 

       B: _____________________________ 

            ① A las diez y media. 

            ② Unas seis horas. 

            ③ Son las once horas. 

            ④ No tengo tiempo. 

 

【(27)〜(30)は省略】 

  

５.かおりさんが初めてスペインでホームステイをすることになり、ホーム

ステイ先のクラウディアさんにメールを送ったところ、次のような返信があ

りました。(31)〜(35)の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。 

 

Querida Kaori: 

Muchas gracias por tu correo. No tienes que ( 31 ) tanto. Estoy segura 

de que te ( 32 ) la vida de aquí y vas a aprender muchas cosas. Mi 

hija Ana, que tiene la misma edad que tú y estudia Historia, te 

espera con ilusión. Quiere acompañarte a la universidad, ( 33 ), y 

presentarte a sus compañeros de clase. Le interesa la cultura 

japonesa y está tomando clases de japonés ( 34 ) un año. 

Por cierto, pensamos ( 35 ).  ¿Puedes darme el número de vuelo y la 

hora de la llegada?  

Seguimos en contacto. Estamos deseando verte pronto.   

  

Un abrazo, 

Claudia 

 

(31)  ① cuidarte    ② cuidarse  ③ preocuparse  ④ preocuparte 

 

【(32)〜(35)は省略】 

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

〜③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。 
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※音声は「５級リスニングのサンプル」から聞くことができます。 

 

 

 (36)    ①                   ②                  ③  

                   

 

 

  【(37)〜(40)は省略】 

 

 

 

 正解 

  (1) ③   (6) ①   (16) ④   (17) ①   (26) ②  (31) ④  (36) ②    
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５級 各設問の出題内容と意図 

 

【問１】問いと答えという形式で、日常生活でよく使われる語句を理解して 

        いるかを問います。 

【問２】空所補充問題。動詞の活用、再帰動詞、gustar 型構文、比較、不定 

        語・否定語などの文法事項について正しく理解しているかを問いま 

        す。 

【問３】日本語に対応させて答える空所補充問題。日本語の文を適切なスペ 

        イン語で作文できるかを問います。 

【問４】日常的に交わされる会話において、適切な応答ができるかを問いま 

        す。 

【問５】100 語程度のスペイン語で書かれた文章を読み、文脈に注意しなが 

        ら空欄に適切な語彙やフレーズを選択して入れる空所補充問題。文 

        脈が正しく理解できているかを問います。 

【問６】リスニング問題。日常生活での短いやりとりを聞いて、その内容に 

        もっとも一致するものをイラストなどの選択肢の中から選びます。 


