リスニング
PARTE I (N 1 – N 4)
N1 c
【正答率】34.8%
F1: Gianna, tu abiti da sola?
F2: No, con mio padre e i miei due fratelli, Silvio e Renato, il più
piccolo, che studia al liceo. Mia madre non abita più con noi. I miei
genitori hanno divorziato.
【訳】（女1）ジャンナ、あなたは一人暮らし？（女2）いいえ、私の父と、私の2
人の兄弟の、シルヴィオとレナートと一緒によ、レナートは末の弟で高校で
勉強しているわ。私の母はもう私たちと暮らしていないの。私の両親は離婚
したのよ。
N2 a
【正答率】42.7%
F1: E tu Marco?
M1: Io abito con mia moglie. Abbiamo due figli, ma loro ormai sono
sposati, vivono lontano, con le loro famiglie.
【訳】（女1）マルコ、あなたは？（男1）私は私の妻と暮らしている。私たちに
は子供が2人いるけれど、彼らはもう結婚していて、彼らの家族と一緒に遠く
で暮らしているんだ。
N3 d
【正答率】70.2%
F1: Anche tu sei sposata, vero Marilena?
F3: Sì, e ho anche due figli, ancora piccoli: Giulia, di 6 anni, e
Francesco, di 3.
【訳】（女1）あなたも結婚しているのよね、そうでしょうマリレーナ？（女3）え
え、それにまだ小さい子供も2人いるわ。6歳のジューリアと、3歳のフランチ
ェスコが。
N4 b
【正答率】59.6%
F1: E tu, Ivano, vivi con i tuoi genitori?
M2: No, loro vivono a Torino. Io abito con la mia ragazza.
Frequentiamo tutti e due l’università.
【訳】（女1）それからイヴァーノ、あなたは両親と住んでいるの？（男2）いい
や、彼らはトリーノに住んでいる。僕は僕の恋人と住んでいるよ。僕たちは2
人とも大学に通っているんだ。
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PARTE II (N 5 – N 8)
N5 b
【正答率】50.9%
M: Uffa! Sono già le cinque meno un quarto! Perché Daniela non
arriva? È sempre in ritardo quella donna!
DOMANDA: Che ore sono adesso?
【訳】（男）やれやれ！ もう5時15分前だ！ どうしてダニエーラは来ないん
だ？ 彼女ときたらいつも遅れる！
（問）今は何時ですか？
N6 d
【正答率】57.9%
F: Su, Andrea, andiamo. Sennò perdiamo l’aereo!
M: Sì, subito... Non trovo la guida di Parigi… Qui in camera da letto
non c’è... Ce l’hai tu?
F: No, io no... Guarda sul tavolo in soggiorno...
M: No, non c’è...
F: Eccola, Andrea, è qui, sulla sedia accanto alla porta d’ingresso.
Dai, andiamo!
DOMANDA: Dov’è la guida di Parigi?
【訳】（女）ほら、アンドレーア、行きましょう。でないと私たち、飛行機に乗り
遅れるわ！（男）うん、今すぐ……パリのガイドブックが見つからないん
だ……。ここの寝室にはない……君が持っているの？（女）いいえ、私じゃ
ないわ……。客間のテーブルの上をごらんなさいよ……。（男）いいや、な
いよ……。（女）あったわ、アンドレーア、ここよ、玄関のドア横の椅子の上
よ。さあ、行きましょう！
（問）パリのガイドブックはどこですか？
PARTE IV (N 13 – N 15)
N 13 c
【正答率】73.4%
F: Allora, Alessio, sabato mattina arriva tua cugina da Genova,
vero?
M: No, sabato arriva mia sorella. Mia cugina arriva domani sera,
con l’aereo delle otto.
F: Vai a prenderla all’aeroporto?
M: No, non posso. Prenderà un taxi.
【訳】（女）じゃあアレッシオ、土曜日の朝にはあなたのいとこがジェノヴァか
ら着くのね？（男）いいや、土曜日には僕の姉［妹］が着くんだ。僕のいとこ
は明日の晩、8時の飛行機で着くよ。（女）あなたは彼女を空港に迎えに行
くの？（男）いや、無理なんだ。彼女はタクシーに乗るだろう。
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（問）アレッシオのいとこはいつ着きますか？
a) 土曜日の朝 b) 土曜日の晩 c) 明日の晩
N 14 b
【正答率】56.1%
M1: Ciao, Carlo.
M2: Ciao, Federico. Stai bene? Hai una faccia...
M1: No, sono solo un po’ stanco. La notte non riesco a dormire...
M2: Problemi? Tutto bene al lavoro?
M1: Sì, sì. È solo che in questi giorni fa così caldo e mia moglie non
vuole accendere l’aria condizionata. Dice che poi prende il
raffreddore...
【訳】（男1）やあ、カルロ。（男2）やあ、フェデリーコ。大丈夫かい？ 君、顔
が……。（男1）いいや、ちょっと疲れているだけだよ。夜眠れなくて……。
（男2）問題が？ 仕事はすべて順調？（男1）うん、うん。ただここ何日かこん
なにも暑くて、僕の妻がエアコンをつけたがらないだけのことさ。妻はあとで
風邪をひくからって言うんだ……。
（問）どうしてフェデリーコは眠れないのですか？
a) オフィスで問題があるから b) あまりにも暑いから
c) 彼の妻が病気だから
N 15 b
【正答率】29.2%
F: Simone abita abbastanza lontano dal suo ufficio, ma di solito non
prende la macchina per andare al lavoro. Preferisce camminare
mezz’ora e poi prendere la metro. L’automobile la prende solo se
piove.
【訳】（女）シモーネは彼のオフィスからかなり遠くに住んでいますが、普段
は仕事に行くのに車を使いません。30分歩いて、それから地下鉄に乗る方
が好きです。車には雨が降った時だけ乗ります。
（問）雨が降った時は、シモーネはどうやってオフィスに行きますか？
a) 徒歩で b) 車で c) 地下鉄で
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N 30/31
【訳】「君たちは日曜日どうやって海に行きますか？」「ジューリオの車で行き
ます」
N 30 a
【正答率】80.4%
【解説】文脈から海へ行く手段を尋ねていることが分かります。よって、「どの
ように」という意味の a)の疑問副詞 come を選択します。
N 31 c
【正答率】65.8%
【解説】単に「車で」であれば、前置詞 in を用いて in macchina と表現する
ことも、前置詞 con を用いて con la macchina とすることもできますが、ここ
では「ジューリオの車」と特定されているので、con を用いるのが適切です。
この場合、定冠詞が必要なので、正解は c)になります。
N 32/33
【訳】「何と君はエレガントなんだろう！ とてもきれいなイヤリングをしている
ね！」「ありがとう。私のではなく、私の母のなんです」
N 32 c
【正答率】70.8%
【解説】漠然とした数量を表す部分冠詞は、orecchini のような母音で始ま
る男性名詞の複数形の前では degli となるので、c)が正解です。なお、部
分冠詞の複数形は、不定冠詞 un、una などの複数形として使われます。
N 33 a
【正答率】74.9%
【解説】文脈から､「誰のものか」が話題と分かります。前置詞diを用いて「〜
の」という所有を表すことができるので、a)が正解です。
N 34/35
【訳】このズボンはとても格好良く、そして安いです。
N 34 b
【正答率】60.5%
【解説】文の主語の pantaloni は男性複数の名詞です。形容詞 bello は、
修飾する名詞の性・数に一致しますから、belli となります。一方 molto は、
形容詞の意味を補足する副詞ですので、無変化です。したがって、molto
belli の b)が正解です。
N 35 c
【正答率】67.5%
【解説】costareは費用を要するものを主語として「費用がかかる、値段は〜
だ」という意味を表す自動詞で、ここではpantaloniが主語となります。よっ
て、3人称複数に活用した、c) costanoが正解です。
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N 36/37
【訳】カルロは建築家です。ボローニャにある事務所で働いています。
N 36 b
【正答率】61.4%
【解説】動詞 fare を用いて職業や身分を表すとき、名詞には定冠詞を付け
ます。b)が正解です。
N 37 c
【正答率】71.3%
【解説】s＋子音で始まる男性名詞の単数形に付ける不定冠詞はunoです。
よって、c)が正解です。
N 38/39/40
【訳】「君の姉［妹］は何という名前ですか？」「ジョルジャです」「結婚してい
ますよね？」「はい、それで2人の子供がいます」「ああ、ジョルジャね」
N 38 b
【正答率】80.7%
【解説】文脈に合うのは、他動詞 chiamare「～を呼ぶ」ではなく、再帰動詞
chiamarsi「〜という名前だ」の方です。「君の姉［妹］」が主語ですから、3
人称単数に活用した b) si chiama が正解です。
N 39 a
【正答率】66.7%
【解説】sposataは「結婚した」という意味の形容詞の女性・単数形で、主語
の状態を説明する叙述補語です。 主語と叙述補語をつなぐのは動詞
essereですので、3人称単数に活用したa) Èが適切です。なお、動詞stare
も形容詞を叙述補語とすることがありますが、基本的に、体の姿勢、態度、
精神状態、気分などを表すものに限られます。
N 40 c
【正答率】81.0%
【解説】ある人に家族や知人などがいるという関係は、他動詞avere「〜を持
つ」を用いて表現するので、3人称単数に活用したc) haが正解です。な
お、〈c’è＋単数名詞〉、〈ci sono＋複数名詞〉も、「〜がいる」という存在を表
しますが、人と人の関係がはっきりと示されません。
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PARTE III (N 50 – N 56)
【訳】やあ、みんな！
僕はここマルタに 10 日ほど前からいるけれど、やっと今友人たちに便りを
書く時間ができたよ。君たち、僕が日々をどう過ごしているか知りたいか
い？ 僕は午前中、月曜日から金曜日は、9 時 30 分から 12 時 30 分まで、
英語の講座に通っている。僕のクラスメートは皆感じがいい。ローマ出身の
2 人の女の子もいて、僕は彼女たちとすぐ仲良くなった。学校は僕が住んで
いる家からすぐ近くにある。僕を泊めてくれているのは 3 人家族だ。イタリア
人だけれどここにもう 30 年近く前から住んでいるエミーリアさん、その夫で、
土産物店を経営しているジョン、それに彼らの息子のロバート。彼は僕と同
じ 19 歳で、大学 2 年生だ。僕はとても居心地がいいし、ロバートとはもう友
達だ。大学が休みの今は、彼は午前中は店で父親を手伝い、その後は午
後いっぱい海で友人たちと過ごしている。僕も、授業が終わるとそこに行く。
ロバートの友達の中に一人、とてもかわいい女の子がいる。彼女の名前は
デボラ、お母さんがヴェローナ出身なので、イタリア語を上手に話す。僕は
彼女といるととても楽しい。僕たちには共通点がたくさんある。彼女は僕と同
様クラシックギターを弾くし、（信じないだろうけど！）彼女も僕と同様ジャー
ナリストになるのが夢なんだ！ 残念なことに彼女は来週ロンドンに戻る。な
ぜなら彼女はあちらに住んでいるから。今はヴァカンスでここ、彼女の祖父
母の家にいるけれど、彼女の両親はすでにイギリスに戻っているんだ。
まあ、今日のところはこれで終わりだ。写真を何枚か君たちに送るよ、分か
った？
また近いうちに！
ロレンツォ
N50 b
【訳】ロレンツォは 1 か月近く前からマルタにいる

【正答率】64.6%

N51 b
【訳】ロレンツォはそこに彼の両親と一緒にいる

【正答率】72.5%

N52 a
【訳】クラスではロレンツォは唯一のイタリア人ではない

【正答率】51.2%

N53 b
【訳】ロバートは一日中彼の父親と一緒に働く

【正答率】76.0%

N54 a
【訳】学校の後でロレンツォは海に行く

【正答率】69.3%
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N55 b
【訳】デボラはロレンツォの恋人だ

【正答率】43.6%

N56 a
【訳】ロレンツォはジャーナリストになりたいと思っている

【正答率】76.6%
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