
チュラーロンコーン大学 

シリントンタイ語研究所 

http://www.sti.chula.ac.th/academic/non-native/japan 

日時：2016年12月10日 13：00～17：00 

場所：神田外語学院	  

試験開催地の地図は www.kandagaigo.ac.jp/kifl/

access/ のサイトにてご覧いただけます。 

            試験についての詳細は以下のウェブサイトをご

覧ください。 

http://www.sti.chula.ac.th/academic/non-native/japan  

   なお、Eメールでのお問い合わせは

cutfljapan@gmail.comまでお願い致します。	  

日本国内でのタイ語能力試験の実施 

Tel :   - -   (EXT.4306) 
E-mail :  pornsri@kanda.kuis.ac.jp 
Website  :  www.kandagaigo.ac.jp 

 

神田外語大学 アジア言語学科	  

 〒261-0014千葉県千葉市美浜区若葉1-4-1    

E-mail  :  cutfljapan@gmail.com 
Website  :  www.sti.chula.ac.th 

タイ国内 

 

チュラーロンコーン大学シリントンタイ語研究所	 	  

Room 405, 4th Floor, Chulawit 1 Building,            
Henri Dunant Rd., Wangmai, Pathumwan,      
Bangkok, Thailand, 10330 
 
Tel&Fax  :   - -    

試験の詳細に関するお問合せ	    

神田外語大学   
アジア言語学科	  日本国内   

 

Pornsri Wright  准教授    

2016年度 

外国語  としての 

タイ語学習者のための 

タイ語試験	                                  



          チュラーロンコーン大学シリントン	 	 

タイ語研究所の実施する「外国語としての

タイ語学習者のためのタイ語聴解・	 	 	 	 	 

読解・作文能力試験」はタイ語の聴解力、

読解力及び作文力を測定する試験です。	 

受験の際、聴解・読解・作文の3科目、また

はそのうちの2科目、または1科目のみを選

択することができます。	 なお、試験結果は

5段階（初級、中級、上級、超上級、特級）

で判定されます。   試験の判定レベルは、	 	 

タイ国内にて進学する際やタイ語能力を

必要とする職種に応募する際、参考資料と

して提出することも可能です。 

x�  www.sti.chula.ac.th/form/japan.php  からお申し込み	 	 	 	 

下さい。 

x� 下記の口座に受験料を振り込んでください。	  

      銀行: みずほ銀行 

      支店: 神田支店 

      口座番号: (普)1281412 

      口座名義: タイ語能力試験 
 

   受験申し込みの詳細については	 http://www.sti.chula.ac.th/
academic/non-native/japan  をご参照ください。	  

x� 受験料を所定の期日までにお支払い下さい。  

 申し込み方法 

 2016年度	 外国語としてのタイ語学習者のためのタイ語試験	  

シリントンタイ語研究所	  

 タイ語試験	  

  当センターによるタイ語能力試験の5段階判定  は、外国の語学能力試験	 

実施機関によるレベル判定と以下のように比較することができます。 

場所    受験日    申込 

期限日 

振込	 	 	 	 

期限日	  

神田外語学院	   2016年	 	 	 	 	 

12月10日    

2016年	 	 	 	 	 

6月1日  - 
11月4日    

2016年	 	 	 

6月1日- 

11月11日       

外国語としてのタイ語学習者のための 

チュラーロンコーン大学タイ語能力試験 

2016年度 試験実施スケジュールは以下の通りです。	  

受験料  

x� 聴解：4500円    
x� 読解：4500円 

x� 作文：4500円  

x� 聴解、読解、作文のうち2科目受験：8000円 

x� 聴解、読解、作文の3科目受験：9000円  

試験時間  聴解  読解   作文  

13:00—17:00 13:00—14:00 14:30—15:30 16:00—17:00 

ﾁｭﾗｰﾛﾝｺｰﾝ大学	 	 

ｼﾘﾝﾄﾝタイ語	 	 	 

研究所	 CUTFLの

判定レベル  

ACTFL 
 

の判定レベル	  
ILR/FSIの判定レベル	  

 CEFR
の判定

レベル	  

特級   
(Chula  

Distinguished) 

      (  Functionally Native Proficiency) 

C2 
+  (Advanced Professional Proficiency, 

Plus) 

  (  Advanced Professional Proficiency)   

超上級  

(Chula  

Superior) 

Superior 

+  (  General Professional Proficiency, 

Plus)   

C1   (  General Professional Proficiency) 

 上級 

(Chula  

Advanced) 

Advanced 
High 

+  (Limited Working Proficiency, 

Plus)   

  

B2 

Advanced 
Mid 

  (Limited Working Proficiency) 
Advanced 

Low 

中級  

(Chula  

Intermediate) 
  

Intermediate 
High +  (Elementary Proficiency, Plus) 

 B1 Intermediate  
Mid 

  (Elementary Proficiency) 
Intermediate 

Low 

初級 

(Chula  

Novice) 

Novice High +  (Memorized Proficiency) A2 

Novice Mid 
  (No Proficiency)  A1 

Novice Low 


