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スペイン語技能検定 

2019 
- メキシコ会場 - 

春季 

受付 4月 20日～5月 24日 

一次筆記試験 （6-1級） 6月 23日（日）  

二次面接試験 （3-1級） 7月 28日（日）  
 

****************************************************** 
 

秋季 

受付 8月 20日～9月 27日 

一次筆記試験 （6-1級） 10月 27日（日）  

二次面接試験 （3-1級） 12月 1日（日）    

 

        主催 ： 公益財団法人 日本スペイン協会 

        後援 ： 文 部 科 学 省 

        実施 ： ソシエダ・インテルクルトゥラル 
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スペイン語を使って世界を広げよう 
 
 

スペイン語は、公用語としている国と地域が 20以上あり、約４億人が使用している世界の主要言

語のひとつです。わが国とスペイン、ラテンアメリカ諸国の政治、経済、文化面での交流は近年ま

すます盛んになり、スペイン語を正しく自在に使える人材が強く望まれています。 

 

本財団は官公庁や民間企業などの採用試験、能力査定の要請にこたえ、1973 年に「スペイン語

検定試験」を開始しました。文部科学省の認定と後援のもと、社会人の生涯教育に尽くしていま

す。またスペイン語運用力や学習成果を判定するために、本検定を入試や単位修得、奨学生の

選考、留学資格に採用する高校や大学が年ごとに増えています。スペイン語力の具体的な証明

を得て、あなた自身の可能性と活躍の場を大きく広げましょう。 

  

              公益財団法人 日本スペイン協会 

スペイン語技能検定委員長 

                            斎 藤 文 子 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

成績優秀者には、文部科学大臣賞、スペイン語圏の大使賞、協賛企業の副賞を授与されます。 
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実施要項                          
 

【受験資格】                                       

 特に設けません                           
 

【試験内容と時間】   

■一次 

６級：筆記のみ（６０分）１５：００～１６：００ 

５級：筆記と５分程度の聞きとり（６０分）１３：００～１４：００ 

４級：筆記と５分程度の聞きとり（６０分）１５：００～１６：００ 

３級：筆記のみ（９０分）１３：００～１４：３０ 

２級：筆記のみ（９０分）１５：００～１６：３０ 

１級：筆記のみ（９０分）１３：００～１４：３０ 

集合は試験開始１０分前。開始２０分後は入室も受験もできません。 

試験途中で退出される方は、静かに速やかに会場から離れてください。２つの級を受験される場合は、 

他の受験者に迷惑にならないよう、静かにご待機願います。 
 

■二次 

  ３～１級の一次試験合格者を対象に２問までの面接試験 
 

■一次試験免除 

  ３～１級の一次試験合格者は、次回または次々回のどちらか一回に限り一次試験が免除 

されます。受験料は同額。前回の二次合否通知コピーを願書・受験票に添えてお申込下さい。 

 

【検定基準】 

６級  入  門 基本動詞短文の読み書き 直説法現在 

５級  初  級  やさしい文章の読み書き 直説法修了 

４級  中  級  簡単な日常会話 文法ひととおり修了 

３級  上  級  新聞などを理解 一般ガイドに不自由しない 

２級  最上級  ラジオ、テレビを理解 一般通訳ができる 

１級  プロ級  会議通訳、文学翻訳、専門ガイドなどができる 

 

【併 願】 

 連続した２つの級を併願できます。一通の願書に２つの級を記入して下さい。 

（ビジネス西検試験時間が重ならない級も併願受験できます。後述のビジネス西検の案内参照。） 
 

結果発表 
    

【合格基準】 

 正解７０％（２-１級は８０％）に達すれば合格します。 （３～１級の筆記は、西訳と和訳のどちらも 

 基準に達する必要があります。） 目安として、６級は英検の４級、３級は準１級に相当します。 

 不合格の場合は該当レベルをお知らせします。 

 

【採 点】 

 ６級  ：筆記 １００点 

 ５～４級：筆記、聞きとり合わせて １００点 

 ３～１級：筆記(西訳 １００点、和訳 １００点)、面接 １００点 

 

【試験結果】 

- ３～１級の一次試験結果は二次試験日の７日前までに受験者本人に電子メールにて通知し、 

合格者に二次試験の場所と時間をお知らせします。 

http://www.casa-esp.com/link-comercial.html
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- ６～４級の結果は約２ヵ月半後に、受験者本人に電子メールにてお知らせします。 

- ３～１級の二次試験結果は二次試験の約１ヶ月半後に受験者本人に電子メーでお知らせします。 

- 緊急の場合、または電子メールアドレスをお持ちでない方は、電話にてお知らせします。 

- 電子メールアドレス･電話番号変更の場合は必ず事前にご連絡下さい。（メールアドレスの記入間違

い、電話連絡での受験者本人不在、携帯電話の電源がオフの場合は合否結果をお知らせできませ

んので、相当期間が過ぎて連絡がない場合、ソシエダ・インテルクルトゥラルにお問合せ願います） 

- 不正行為は失格となります。 

- 成績についての問い合わせにはお答えしません。 

 

願書・受験票の書き方       
❶ 希望受験級を書く。併願の場合も願書は一通でよい。 

❷ 一次試験会場、二次試験会場はメキシコシティ（春季・秋季）。（二次試験を日本で受ける場合、札幌､

東京､名古屋､神戸､広島､福岡の中から会場選択）３～１級は１次と２次、６～４級は１次のみを記入。   

❸ 氏名ローマ字の欄は大文字で一コマに一字。 

❹ 生年月日は西暦年号で。 

❺ 住所、電子メールアドレス、電話は、ソシエダ・インテルクルトゥラルからの連絡先を記入する。 

❻ 学校名は年次まで、卒業の場合は最終学歴を。 

❼ 過去の取得級、学習年数は数字で 

❽ 学習機関は校名、ラジオ、テレビ、IT、海外の国名など 

 

出願方法  Aまたは Bの方法で出願して下さい 
A 電子送金（または銀行窓口での入金） + 電子メール にて願書送付 

下記口座に検定料を電子送金または銀行窓口にてお振込頂き、添付の願書に必要事項を記入の上、

入金票(ficha de depósito)の写し･願書を下記メールアドレスにご送付下さい。（入金が確認でき次第、

受験番号の入った受験票をメールにて送付します。受験票はプリントアウトして試験当日ご持参下さい）  

電子メールアドレス : hirose@soc-intercultural.com.mx  

銀行名 BBVA Bancomer （ペソ口座）  

口座名義 (Titular) AKIHISA HIROSE TAMURA 

支店 (Sucursal)  D.F. Insurgentes Félix Cuevas (3452) 

口座番号 (No. de Cuenta)  1111223038 

CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) : 012180011112230380 
SWIFT: BCMRMXMM 

● メキシコ国の規制により､銀行でドルの扱いに多くの制限があります。お振込の際は､当日の 

メキシコ中央銀行(Banco de México)のドル/ペソレート（FIX）を適用･換算してお支払下さい。
http://www.banxico.gob.mx/portal-mercado-cambiario/index.html 

 換算レートに疑問がある場合はお問い合わせ下さい。 

●メキシコ国外からの送金や上記以外の方法で入金に手数料がかかる場合、送金手数料および 

着金手数料は受験者の負担となります。 

B ソシエダ・インテルクルトゥラルの事務所にて 

願書に必要事項を記入の上、検定料をお支払いください。 

所在地:Cádiz No.95, Col.Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez C.P.03920  

Ciudad de México  

TEL : 01 55 5598 2520   
 

検定料  

  ６級  ３５ドル    ５級  ４５ドル    ４級  ４５ドル  

  ３級  ８０ドル    ２級 １００ドル    １級 １２０ドル 

 

＊注意事項 

● 手続きの際に何らかの不備があった場合、また受験料納入だけでは受付されません。 

  願書を必ず送って下さい。 

http://www.banxico.gob.mx/portal-mercado-cambiario/index.html


 5 

● 受験地、受験級の変更は受付期間中のみ可能です。 

● 検定料の返却、次回へ延期はできません。 

● 住所、電話番号、電子メールアドレス変更はただちにご連絡下さい。 

● 体の不自由な方で特に要望があれば、受付期間中にご連絡下さい。 

 

一次筆記試験（６級～１級） 

メキシコシティー会場 : 日墨学院（Liceo Mexicano Japonés, A.C.） 

所在地:Camino a Santa Teresa No.1500, Col. Jardines del Pedregal 01900 Ciudad de México 

＊校内には売店はありませんので、飲料水は予めご用意してお越しください。 

＊校内禁煙 

 

二次面接試験（３級～１級） 

メキシコシティー会場 : ソシエダ・インテルクルトゥラル (Sociedad Intercultural, S.C.) 

所在地:Cádiz No.95, Col.Insurgentes Mixcoac, Del.Benito Juárez,C.P.03920 Ciudad de México 

 

結果通知、合格証書 

メキシコ会場受験者の結果通知、合格証書は主催団体の（財）日本スペイン協会からメキシコにおけ

る委託先のソシエダ・インテルクルトゥラルに送られます。結果通知、合格証書は受験者への通知日

から６ヶ月間保管されますので、同期間内に受験者本人または代理人が直接取りに来て下さい。 

６ヶ月間以上の保管の責任は負いかねますのでご了承願います。 

  地方にお住まいの方及びソシエダ・インテルクルトゥラル事務所にお引取りに来ることが困難な方は、

発送も承りますのでご連絡ください。但し送料はご本人負担となります。 

日本に帰国される方で、日本への発送を希望される場合、住所、電話番号、郵便番号、お受取人の

氏名を、お申し込みの際受験票に明記ください。記入のない場合、結果通知、合格証書はメキシコ 

への発送となりますのでご注意ください。 
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ビジネス西検 
 

Evaluación del Conocimiento del Español Comercial y Legislativo 
 

就活、転職、昇進で差をつける！ 
 

スペイン語圏国との経済拡大に伴い、実務能力資格者の需要が急増！ 

国際社会での活躍をめざすなら、西検と併せての挑戦を！ 

 

会場、検定料、結果発表等はスペイン語技能検定と同じです。 

願書には  ３級はＢ-３  ２級はＢ-２ １級はＢ-１と記入 

時間： ２級 13:00-14:00    ３級１級 15:00-16:00   

 

検定基準と出題の範囲 

３級： ビジネスの基礎的な能力。オフィス用語、基本的挨拶、見本市、会議、海外取引の単語２００、 

    短いメッセージ 

２級： 取引上の挨拶や紹介。製造、物流、販売現場の案内や接待等に必要な語彙。メモ、見積り、発注、 

    決済、損益計算書、報告書、海外相場、為替 

１級： スペイン語とビジネス知識の総合力。計画書、スピーチ原稿、契約書の作成、会議での発言、 

    クレーム処理、市場分析レポート、対外投資と生産、産業構造、M＆A 
 

検定料  

  ３級：８０ドル     ２級：１００ドル    １級：１２０ドル 

  ※出願方法は西検と同じ （３〜５ページ参照） 
 
 

西検定参考書 ～筆記と会話の受験のために～ 
 

 

書名 価格 内容 

西検問題集９ (Temas de examines 9) ２３ドル ６級から１級の過去問題を収録 

あなたもスペイン語通訳になれる   

(Tú también puedes ser intérprete) 

２３ドル 

 

コツとテクニック 

２－１級用 

基礎スペイン語３０００ 

(Palábras básicas del idioma español)   

２５ドル 必修の基礎３０００語とその用例  

６－４級用 

日本現代詩人選集 

(Poesía japonesa contemporánea) 

２４ドル 日本を代表する現代詩の対訳集 

３－１級用 

ス ペ イ ン 語 圏 の 現 代 文 学 (Literatura 

contemporánea del mundo hispánico) 

２９ドル スペイン語圏の現代作家の紹介と原文の抜粋  

３－１級用 

日本とスペイン語圏新しい流れ (Japón y  

el mundo hispánico–Nuevos corrientes) 

３０ドル 日西知識人が語る政治、経済、文化の対訳 

講演集 ３－１級用 

墨絵 (Sumie – Pintura japonesa) ２９ドル 日本の伝統文化をスペイン語で紹介 ３－１級用 

生け花 (Ikebana – Arreglo de flores) ２９ドル 日本の伝統文化をスペイン語で紹介 ３－１級用 

ソシエダ・インテルクルトゥラルで取り扱っています。（上記価格に送料は含まれていません。） 

★ 宅配便による購入を希望される方は、以下の手続きに従ってお申し込みください。 

お買い上げになる本のタイトル、冊数、お名前、配達先の住所、電話番号を電子メールにてお知らせ下さい。 

送料をご連絡しますので、書籍代と送料の合計額を指定の口座にお振込みください。その直後に銀行の入金票 

(ficha de depósito) の写しを電子メールまたはファックスにて送付願います。入金が確認でき次第、書籍を 

お送りします。電子メールアドレスについては西検の申し込み先と同じです（３・４ページ参照）。 
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受付および二次試験会場 : ソシエダ・インテルクルトゥラル案内図 

Cádiz No. 95, Col. Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03920 Ciudad de México 

 
 

メキシコシティ 一次試験会場 : 日本メキシコ学院（Liceo Mexicano Japonés, A.C.）案内図 

Camino a Santa Teresa No.1500, Col. Jardines del Pedregal 
Del. Álvaro Obregón C.P. 01900 Ciudad de México 

 


