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1. (1)〜(10)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。
(1) No creo que ella ________ más de cuarenta años.
① tiene
② tenga
③ tendría
④ tengo
(2) A: Son 550.000 yenes, ¿verdad?
B: Sí, usted tiene que rellenar aquí en letras.
① quinientas y cincuenta mil ② quinientos cincuenta un mil
③ quinientas cincuenta y mil ④ quinientos cincuenta mil
【(3)〜(10)は省略】

２．(11)〜(15)について、日本語文に合うように、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。
(11) A: おはようございます。ロペスさんとお話できますか。
B: 申し訳ございません。今、オフィスを出たところです。
A: Buenos días. ¿Puedo hablar con el señor López?
B: Lo siento. _________ salir de la oficina.
① Ha empezado a
② Ha acabado de
③ Acaba de
④ Terminó de
【(12)〜(15)は省略】

３．(16)〜(20)について、下線部に入れる語句として適切でないものを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。
(16) Cuando era niña, Juana solía jugar
① al esquí
② a las cartas
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③ a las muñecas
複製・転載を禁じます。
公益財団法人日本スペイン協会

【(17)〜(20)は省略】

４．(21)〜(25)の会話について、下線部に入るもっとも適切なものを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。
(21) A: No sé si mi hotel queda lejos de aquí. Por favor,
_______________
B: Ah, andando cinco minutos. Todo recto y lo verás a la
derecha.
① no sé dónde está el hotel.
② ¿cómo se va al Hotel Palace?
③ ¿puedo ir al hotel?
【(22)〜(25)は省略】

５．ネットの掲示板に次のような投稿が載りました。下記の(26)〜(30)を読
んで、この文章と一致していたら①を、間違っていたら②を選び、解答欄の
該当する数字にマークしてください。
Hola. Soy una chica de 20 años. Os escribo para que me ayudéis a
solucionar mi problema. Tengo un mes en casa sin salir ni moverme
mucho porque tuve un accidente de bici hace medio año. [...]
【以下の文章は省略】

（26）事故で 1 ヶ月入院した。
【(27)〜(30)は省略】
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６．2 人の人物が休暇について話しています。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(31)〜(35)までありま
す。音声は２回流れます。

※音声は「４級リスニングのサンプル」から聞くことができます。

(31)

① Se estropeó el coche en el que viajaban.
② Había mucho tráfico y tardaron mucho en llegar.
③ Llegó el tren con mucho retraso.

【(32)〜(35)は省略】

正解
(1) ② (2) ④

(11) ③ (16) ① (21) ②
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(26) ② (31) ①
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４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、関係詞、前置詞、数字などを正しく理
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。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３】語と語の関連に関する選択問題。名詞と形容詞や、動詞と名詞の関
連、成句表現、類義語・反意語などを正しく理解しているかを問い
ます。
【問４】文脈に合う適切な語句や文を選択する問題。会話の内容を正しく理
解しているかを問います。
【問５】100〜150 語程度のスペイン語で書かれた説明文や日常のエピソー
ドを綴った文章を読み、その後に提示される日本語で書かれた文
が、それぞれスペイン語の文章の内容と一致しているか否かを判断
して選ぶ問題。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。150〜200 語程度のスペイン語による会話、日常
のエピソード、日常生活に必要な説明文、短い物語などを聞いて、
適切な答えを選択肢の中から選びます。

5

複製・転載を禁じます。
公益財団法人日本スペイン協会

