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【5 級・解説】 

 

リスニング 

 

PARTE III (N9 – N12) 

 

N12  c                                        【正答率】65.8% 

F: Eleonora e suo marito Arturo abitano in periferia, in una casa a 

due piani, piccola e carina. Il posto è molto bello e intorno c’è tanto 

verde. Anche loro hanno un giardino. Non è grande, ma ci sono 

tanti fiori. Proprio al centro del giardino c’è un albero, uno solo. È 

un albero di mele. 

Domanda: Qual è la casa di Eleonora e Arturo? 

【訳】（女）エレオノーラとその夫のアルトゥーロは郊外で、小さな可愛い 2 階

建ての家に住んでいます。場所はとても素敵で、周りには多くの緑がありま

す。2 人も庭を持っています。大きくはありませんが、多くの花があります。

庭のちょうど中心に､木が 1本だけあります。リンゴの木です。 

（問）エレオノーラとアルトゥーロの家はどれですか？ 

 

 

PARTE IV (N13 – N15) 

 

N13  b                                        【正答率】72.8% 

M: Due quaderni, una penna rossa, un evidenziatore... Sono cinque 

euro e trenta. 

F: Ecco… 

M: Questo è il suo resto… e questo è lo scontrino. Grazie. 

F: Grazie a Lei. 

【訳】（男）ノート 2 冊、赤ペン 1 本、蛍光ペン 1 本……。5 ユーロ 30 セント

です。（女）どうぞ……。（男）これがお釣りで……そしてこれがレシートで

す。ありがとうございます。（女）こちらこそ、ありがとうございます。 

（問）どこにいますか？ a)本屋に  b)文房具屋に  c)図書館に 

 

N14  c                                        【正答率】80.0% 
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F1: Dai, vieni! Ti insegno come si fa il pesto alla genovese. Prendi il 

basilico, i pinoli e il pecorino. Sono lì, sul mobile. 

F2: Eccoli.  

F1: Bene… 

F2: E l’olio? 

F1: È già qui, sul tavolo. 

【訳】（女 1）ほら、来て！ ジェーノヴァ風ペスト・ソースをどのように作るの

か、あなたに教えるわ。バジーリコ､松の実､ペコリーノ・チーズを取って。あ

そこ､家具の上にある。（女 2）どうぞ。（女 1）良し……。（女 2）それでオイル

は？（女 1）もうここよ、テーブルの上。 

（問）何をしていますか？ 

a)買い物をしている  b)庭を世話している  c)料理をしている 

 

N15  c                                        【正答率】63.3% 

M1: Desiderano? 

M2: Un caffè macchiato e un cornetto al cioccolato per me e un 

gelato alla stracciatella per il bambino. 

M1: Mi dispiace, la stracciatella l’abbiamo finita. Abbiamo 

cioccolato, fragola, limone…. 

M2: Pistacchio? 

M1: Sì, certo. 

M2: Allora un gelato al pistacchio. 

【訳】（男 1）ご注文は？（男 2）カフェ・マッキアートとチョコレートのクロワッサ

ンを私に､そしてストラッチャテッラ（小さいチョコレートが入ったクリーム味）

のジェラートを子供に。（男 1）残念ながら、ストラッチャテッラは､売り切れま

した。あるのはチョコレート、イチゴ、レモン……。（男 2）ピスタチオは？ 

（男 1）あります、もちろん。（男 2）ではピスタチオのジェラートを。 

（問）何を注文しますか？ 

a)クロワッサンとジェラート  b)コーヒーとジェラート 

c)コーヒーとクロワッサンとジェラート 
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筆記 

 

PARTE II (N41 – N49) 

 

N44  c                                         【正答率】55.1% 

【訳】ジョヴァンナおばさんは素晴らしい料理人です。本当に上手に料理を

します！【解説】Cucinaは動詞cucinare「料理する」を3人称単数に活用し

た形であり、これを修飾する語として適しているのは副詞bene「上手に」で

す。よってc)が正解です。a) buonoとb) bravoは､動詞を修飾する副詞とし

て用いられません。 

 

N45/46 

【訳】「もう1切れのケーキが欲しい？」「ありがとう、でも､もうお腹が空いてな

い」 

 

N45  a                                         【正答率】56.4% 

【解説】torta「ケーキ」について話しているので､「もう 1 切れの」となる a)、

「もう 1 袋の」となる b)､「もう 1 リットルの」となる c)のうち、適切なのは a）で

す。 

 

N46  b                                         【正答率】75.3% 

【解説】後に続く文から申し出を断っていることが分かるので、その前に礼を

述べる形の b)が正解です。 

 

N47/48/49 

【訳】「君の新しい車はどれ？ あちらに、門の前に停めてある､あの赤い

の？」「そう。かっこいいでしょ？」 

 

N47  a                                         【正答率】73.8% 

【解説】人や事物の選択について「どれ？」と尋ねる疑問代名詞は qualeで

す。母音の前で語尾の eが落ちた形が qualですから、a)が正解です。 
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N48  b                                         【正答率】60.1% 

【解説】話し手と聞き手から離れている場所を指す là「あちらに」とともに用

いる指示代名詞は quelloが適切です。これが既出の名詞macchinaに合

わせて女性単数になった b) quellaが正解です。 

 

N49  c                                         【正答率】47.6% 

【解説】〈di fronte a＋〜〉で「〜の前に」という意味の前置詞句になるので、

c)が正解です。「〜の前に」の意味は前置詞句〈davanti a＋〜〉や､一般的

ではないですが前置詞 avanti によっても表されます。しかし、この問題で

は前後の前置詞との組み合わせから a)と b)は不適切となります。 

 

 

PARTE III (N50 – N56) 

 

【訳】アリーチェとその兄のパーオロは､両親と一緒に、パヴィーアに住んで

います。家は､町の中心から遠くない､古い建物の 3 階［日本では 4 階］に

あるマンションです。彼女は 6 歳、彼は 9 歳で、2 人とも同じ小学校に通っ

ています。朝、母はいつも 7時ちょうどに 2人を起こします。パーオロはすぐ

に起床して､バスルームに行き、服を着て、それから落ち着いて自分の持ち

物を準備します。彼は時間通りにするのが好きです。一方、年下のアリーチ

ェは、いつも少し長く寝たくて、やっと起床すると、全てを急いでしなくては

なりません。ママは時々､彼女に対して少し怒ります。かわいそうなママ、い

つも多くのことをしなくてはなりません。子供たちを起こし、手伝い、そのリュ

ックサックを点検し、朝食を用意し……。それから掃除をし、買い物をし、料

理を作り……。彼女は主婦ですが、家族の中で誰よりも働いています！ ア

リーチェも準備ができると、4人全員で一緒に朝食をとります。たいていパパ

が最初に、仕事に行くために出かけます。彼が働いている病院はかなり遠

いです。たいてい子供たちは学校に､お母さんが歩いて連れて行きます。

雨のときは違って、パパが車で送ります。途中でいつも､おやつを買うため

にパン屋に寄ります。フォカッチャをアリーチェに、小さなピザをパーオロ

に。 
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N50  a                                         【正答率】85.5% 

【訳】パーオロとアリーチェは兄と妹だ 

 

N51  a                                         【正答率】75.6% 

【訳】朝、アリーチェは少し長くベッドにとどまる 

 

N52  b                                         【正答率】71.1% 

【訳】パパは一緒に朝食をとらない 

 

N53  a                                         【正答率】84.3% 

【訳】パパは病院で働いている 

 

N54  b                                         【正答率】83.0% 

【訳】後でママも仕事に行くために出かける 

 

N55  a                                         【正答率】87.5% 

【訳】たいてい子供たちは歩いて学校に行く 

 

N56  a                                         【正答率】59.4% 

【訳】学校に行く途中で､おやつを買う 

 

 


