PLIDA: Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri
Certificazione di competenza in lingua italiana
PLIDA ダンテ・アリギエーリ協会イタリア語検定試験
ローマ、ラ・サピエンツァ大学監修
イタリア内務省、イタリア外務省、イタリア労働社会政策省、イタリア教育・大学研究省公認検定

受験の手引き
1.

試験について

1.1 PLIDA イタリア語検定とは
PLIDA 証明書（プリーダ）とはイタリア内務省、イタリア外務省、イタリア労働社会政策省、イタリア
教育・大学研究省公認のイタリア語検定です。ローマ、ラ・サピェンツァ大学監修のもと、ダンテ・ア
リギエーリ協会が発行する公的な資格認定証です。
PLIDA は Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri（ダンテ・アリギエーリ協会イタリア語プロジェクト）
の略で日常的な場面でイタリア語を使うことのできる、最も初歩的な A1 レベルから、イタリア語を母
国語として教育を受けた人の実力と同等の最上級 C2 レベルまで、6 つのレベルにわたり、外国語として
のイタリア語の能力を証明するものです。6 つのレベルは欧州委員会が定めた「言語に関する基準の共通
枠組み(Common European Framework for Languages)」に基づくものです。

1.2 PLIDA 検定の仕組み
PLIDA は 4 項目から構成されています。(1)リスニング (ASCOLTARE)、(2)リーディング (LEGGERE)、
(3)作文 (SCRIVERE)、(4)口頭試験 (PARLARE)
それぞれの試験時間は各レベルの試験用紙をご確認ください。
1.3 受験対象者
PLIDA は日本人のみならず全世界 60 以上の国と地域で実施され、
下記の者は受験対象になっています。
● イタリア語を母国語としないイタリア国籍以外の方
● イタリア語を母国語とするイタリア国籍以外の方
● 二重国籍（イタリアとほかの国）でイタリア語を母国語としない方
● 二重国籍（イタリアとほかの国）でイタリアの教育機関で中等教育課程を終了していない方
● イタリア国籍を持ち、イタリア語能力を証明とする必要がある方
1.4 ダンテ・アリギエーリ協会加入
PLIDA を受験するには、ダンテ・アリギエーリ協会に入会する必要があります。各支部にてお申込みい
ただけます。なお、すでに会員である場合、入会金は免除されます（お持ちのカードの有効期限をご確
認下さい）
。 有効期限が過ぎている場合は年会費をお支払いただきます。
ダンテ協会会員になりますと、イタリアや日本国内で様々な特典があります。特典については次のサイ
トをご確認ください。www.il-centro.net/dante/
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1.5 未成年の受験対象者
13～18 歳の方は、年 2 回実施の PLIDA JUNIORES（プリーダ・イウニオレス）を受験することができ
ます。受験いただけるレベルは A1, A2, B1, B2 の 4 つです。
1.6 身体に障がいのある方などの受験
身体に障がいをお持ちの方など特殊な設備が必要な際は、申し込み時に各試験センターにお知らせくだ
さい。医師の証明書を提出いただいた上で、試験時間の延長など必要に応じて措置を実施します。
視覚障害の方のために点字（ブライユ方式）で試験用紙を作成することができます。試験日の 90 日前ま
でに各試験センターにお問い合わせください。

2. お申し込み方法
2.1 出願提出
PLIDA 検定を受けたい方は、各試験センター（Centro Certificatore）に直接お問い合わせください。日
本には東京（ダンテ協会東京支部内）と大阪（ダンテ協会大阪支部内）にあります。イタリアや海外に
あるその他の試験センターはローマ本部のサイトをご参考ください。(www.plida.it)
2.2 受験レベルの選択
受験レベルは自由に選択できます。一つの試験を受験するために、その下のレベルを取得しておく必要
はありません（例：A1, A2, B1 の証明書を持っていなくても B2 を受験することが可能です）
。
レベルのわからない場合、各支部にお問い合わせ下さい。
2.3 受験申込
お申込書を記入した上で、指定の銀行口座まで受験料をお支払いください。次の書類を同封した上で、
試験センターまでお送りください。(1) 申込書、(2)パスポートまたは公的身分証明書のコピー（写真の
ある面）
、(3) ダンテ協会会員証(裏表)のコピー（登録済み会員のみ）
、(4)お支払の明細書(コピー可)。
受験料お支払いの確認を持って申し込み完了となりますのでご注意下さい。
2.4 受験料の返金
原則として受験料は返金されません。しかし、試験日の 15 日以前までに各試験センターにお問い合わせ
頂くか、試験後、60 日以内に欠席を証明できる証明書（医師による診断書、または同等の証明書）をご
提示いただければ、料金追加なしで次期に再試験を受けることができます。その場合、試験会場を変更
できませんのでご了承ください。またダンテ会員有効期限が失効した場合は入会金を支払う必要があり
ます。レベルを上のレベルに変更された場合、不足金を支払う必要があります。
下のレベルに変更された場合、差額は返金いたしませんのでご了承ください。

3. 受験日に当たっての注意事項
3.1 試験当日身分確認について
試験会場にご来場の際、下記の身分証明書をご持参し、ご提示ください。身分の確認ができない方は、
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試験を受けることができませんのでご了承ください。
●

写真付きの公的身分証明書（免許証、パスポートなど）

●

有効なダンテ協会会員証

●

受験番号（携帯電話などの画面提示可）

3.2 試験開始時間
指定された時間の 10 分前までにご来場ください。
各テストの開始後に入室することはできませんのでご了承ください。
3.3 試験の時間
レベルによって異なります。目安として：A1 レベル（115 分）、A2 レベル（115 分）
、B1 レベル（125
分）
、B2 レベル（125 分）
、C1 レベル（185 分）
、C2 レベル（235 分）とまります。
リスニングとリーディングの間に休憩はありません。
3.4 試験の無効
試験ではボールペン（黒・青）をご使用下さい。机の上にはボールペン、腕時計、市販ペットボトルの
飲み物のみを置くことができます。携帯電話や電子機器の電源を切ってください。
下記の条件において受験した場合、試験は無効となりますのでご注意ください。
● 鉛筆、消すことのできるボールペンを使用した場合
● 修正液、修正テープを使用した場合
● 辞書、電子辞書、メモ、携帯電話などを使用した場合
● 白紙を提出した場合
● 試験を一部のみ(パート１あるいはパート２のみ)提出した場合
● 作文のパートの記述が指定された最低語数以下の単語数の場合
● 試験の公正な運営を妨害した場合
● 不正行為が発覚した場合
3.4 口頭試験について
口頭試験のみを受験することはできません。

4. 試験結果
4.1 合格点
試験は各科目 30 点を満点とし、
合格するためには 4 科目の全てで 30 点中 18 点を取る必要があります。
合格の基準となる総得点は、最低 72 点から最高 120 点までです。
前回の受験で 4 科目中最大 3 科目合格点に達していなかった場合、1 年以内に合格点に達しなかった科
目全ての再受験が可能となります。
（4 科目中 1 科目は合格点に達している必要がございます。
）ただし、
再受験は一度のみ可能、再受験希望科目はまとめて受験頂く必要があります。
例）11 月試験で 4 科目中（読み・書き・リスニング・会話）
、読み・リスニングの 2 科目が合格点に達
していなかった場合、翌年 5 月試験（または 11 月末試験）で合格点に達しなかった 2 科目の再受験が
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可能です。ただし 5 月と 11 月に 1 科目ずつ分けての受験は不可です。
4.2 試験結果
試験はローマで採点されるため、試験結果及び合格証明書の送付は試験実施後、営業日 60 日以降となり
ます。 合格・不合格を問わず、希望の方は試験結果を直接ローマ本部からメールで配信いたします。
不合格となった方は、結果発表より 60 日間は不合格となった科目の答案をデジタルファイルで受け取る
ことができます（担当の試験センターにお問い合わせください）
。
4.3 証明書発行
ローマ本部は全科目合格した受験生の証明書を発行し各試験センターに発送します。受験生は各試験セ
ンターから送付される証明書を受領します。合格証明書には各科目の点数が記載されます。
合格証明書を紛失された場合、再発行することができます（有料）
。直接ローマ本部までお問い合わせく
ださい。入金確認後、再発送されます。

5 試験の中止
自然災害などで試験が中止になった場合、全員に再受験いただけます。
2015.1.9 現在
お問い合わせ
ダンテ・アリギエーリ協会

東京支部

〒150‐0031 東京都渋谷区桜丘町 29‐33 渋谷三信マンション 702
Tel: 03‐5459‐3222

メール：dante@il-centro.net

www.il-centro.net/dante/
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