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【5級・解説】 

 

リスニング 

 

PARTE III (N 9 – N 12) 

 

N 9  a                                         【正答率】90.3% 

F: Tu di solito cosa prendi la mattina a colazione, Federico? Caffè? 

Cappuccino…? 

M: Una tazza di tè, con dei biscotti. 

F: Niente caffè? 

M: Il caffè lo bevo solo dopo pranzo. 

Domanda: Cosa prende la mattina Federico? 

【訳】（女）あなたは普段朝食に何を取るの、フェデリーコ？ コーヒー？ カ

ップッチーノ……？（男）紅茶一杯だよ、ビスケットを何枚か添えて。（女）コ

ーヒーは全然？（男）コーヒーは昼食後だけ飲むんだ。 

（問）フェデリーコは朝何を取りますか？ 

 

N 10  c                                        【正答率】52.6% 

F: Si chiama Roberto Manzi. Ha 65 anni e non lavora più, è in 

pensione. Tutte le mattine fa una passeggiata vicino a casa. Va a 

fare colazione al bar e poi all’edicola per comprare il giornale. 

Domanda: Qual è Roberto Manzi? 

【訳】（女）彼の名前はロベルト・マンヅィです。65歳で、もう働いていませ

ん。年金生活をしています。毎朝家の近くを散歩します。バールに朝食を

取りに行き、その後で新聞販売スタンドに新聞を買いに行きます。 

（問）どれがロベルト・マンヅィですか？ 

 

N 11  b                                        【正答率】66.8% 

F: Che facciamo stasera? Andiamo a mangiare una pizza? 

M: Una pizza va bene, però ordiniamola. Stasera non ho voglia di 

uscire. 

F: D’accordo, ce la mangiamo a casa. Telefoni tu? 

M: Sì. Tu come la vuoi? 
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F: Salsiccia e funghi. 

Domanda: Cosa fanno stasera? 

【訳】（女）今晩はどうしましょう？ ピッツァを食べに行く？（男）ピッツァでい

いけど、注文しようよ。僕は今晩は出かける気がしない。（女）いいわよ。家

で食べましょう。あなたが電話する？（男）うん。君はどんなのが欲しい？

（女）ソーセージとキノコの。 

（問）彼らは今晩何をしますか？ 

 

N 12  a                                        【正答率】56.2% 

M: Mi scusi, signorina, è libero questo posto? 

F: Mah, non so… Credo di sì. 

Domanda: Loro quali sono? 

【訳】（男）失礼ですが、お嬢さん、この席は空いていますか？（女）さあ、どう

かしら……そうだと思います。 

（問）どれが彼らですか？ 

 

PARTE IV (N 13 – N 15) 

 

N 13  a                                        【正答率】59.8% 

M: Tuo padre, Lucia, guida ancora la macchina? 

F: Sì, Paolo, quasi ogni giorno. Mia madre invece no. Ha ancora la 

patente, ma guida raramente. 

M: Ma quanti anni hanno, scusa? 

F: Lei 80 e lui 82. 

M: Davvero? Anche mio padre ha 80 anni, ma lui non guida più. 

【訳】（男）ルチーア、君のお父さんは、今でも車を運転するの？（女）ええ、

パーオロ、ほとんど毎日。一方、母は違うの。免許はまだ持っているけれ

ど、めったに運転しないわ。（男）で、彼らは何歳なんだっけ、悪いけど？

（女）母は80歳で、父は82歳よ。（男）本当？ 僕の父も80歳だけど、もう運

転しないよ。 

（問）しばしば車を運転するのは誰ですか？ 

a) ルチーアの父  b) ルチーアの母  c) パーオロの父 
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N 14  b                                        【正答率】78.9% 

F: Gli italiani amano mangiare la carne. Secondo un’indagine, il 

48% degli italiani mangia la carne almeno quattro volte la 

settimana, il 16% due volte alla settimana, e il 14% solo una volta. 

Non mangia mai carne il 22% degli italiani, che preferisce piatti 

a base di verdura, formaggi o pesce. 

【訳】（女）イタリア人は肉を食べるのが大好きです。ある調査によれば、イタ

リア人の48％が週に少なくとも4回肉を食べ、16％が週に2回、14％が週に

1回だけ食べています。イタリア人の22％は肉を全く食べず、野菜、チー

ズ、または魚を使った料理の方を好んでいます。 

（問）肉を食べないイタリア人はどれだけいますか？ 

a) 48％  b) 22％  c) 14％ 

 

N 15  c                                        【正答率】43.2% 

F: Tu, Giorgio, vuoi un po’ di aceto nell’insalata o preferisci senza? 

M: Niente aceto. Solo olio, sale e un goccio di succo di limone. 

F: Mi dispiace, Giorgio. In casa non ho limoni. 

M: Non c’è problema, va bene anche senza limone. 

【訳】（女）ジョルジョ、あなたは、サラダにビネガーが少し欲しい、それともな

い方が好き？（男）ビネガーはいらないよ。オリーブオイルと塩、それにレモ

ン汁をほんの少しだけで。（女）残念だわ、ジョルジョ。うちにはレモンはない

の。（男）問題ないよ。レモンなしでもかまわないよ。 

（問）ジョルジョがサラダに欲しくないものは何ですか？ 

a) オリーブオイル  b) レモン  c) ビネガー 
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筆記 

 

PARTE I (N 21 – N 40) 

 

N 21  b                                        【正答率】51.2% 

【訳】バス停は映画館の前にあります。【解説】〈di fronte a＋〜〉という前置

詞句で 、 「 〜の前に 」 の意味にな り ます 。 cinema 「 映画館 」は

cinematografoを短縮したもので､単複同形の男性名詞です。これに付け

る定冠詞はilで、前置詞aの後に定冠詞が来るときは両者が結合するので、

b)のalが正解です。なお、a casaやa teatroなどの場合と異なり、cinemaと

前置詞aの組み合わせでは冠詞を伴うので、a)は不適切です。 

 

N 22  c                                         【正答率】47.4% 

【訳】みんな、これらのおもちゃは君たちのではありません、パオリーノのも

のですよ！【解説】「君たちの」という所有の意味を表すには形容詞vostro

を用います。男性複数の名詞giocattoliが主語ですから、これに合わせて

vostriとなっている、c)が正解です。「〜の」という意味は〈di＋〜〉でも表す

ことができますが、人称代名詞を入れた形（di me、di noiなど）で所有の意

味となるのは稀なケースに限られるため、b)は不適切です。 

 

N 23  b                                         【正答率】82.5% 

【訳】私は決してスパゲッティにパルメザン・チーズをかけません。 

【解説】s＋子音で始まる男性複数の名詞spaghettiにつける定冠詞はgli

です。前置詞suの後に定冠詞が来るときは、両者が結合するので、b)の

sugliが正解です。 

 

N 24  c                                        【正答率】87.0% 

【訳】君のご両親は本当に感じが良いですね。【解説】複数形の男性名詞

genitoriに付く､所有形容詞「君の」はtuoiです。よって、c)が正解です。 

 

N 25  c                                        【正答率】65.1% 

【訳】「子どもたちは何を食べますか？」「フライド・チキンとポテトです」 
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【解説】bambini「子どもたち」という複数の名詞が主語ですから、動詞

prendereを3人称複数に活用した、c)のprendonoが正解です。定冠詞を

ともなう、i bambiniは呼びかけ（呼格）とは取れませんから、1人称複数の

a)や2人称複数のb)は、ここでは不適切です。 

 

N 26  a                                        【正答率】63.7% 

【訳】フランチェスカはとても親切な女の子です。【解説】形容詞gentile「親

切な」を修飾する「とても」は副詞で、無変化なので､a)のmoltoが正解で

す。 

 

N 27  c                                        【正答率】69.3% 

【訳】「ごめん、いま何時かわかる？」「うん、もちろん。3時5分だよ」 

【解説】「～時」は〈le＋数〉で表します。女性複数の定冠詞leの後には、女

性複数の名詞ore「時」が省略されています。これに合わせて動詞essereを

活用させますから、直説法現在3人称複数の、c) Sonoが正解です。なお、

「1時」だけは単数形のl’unaとなりますから、その場合は動詞essereも3人

称単数になります。 

 

PARTE II (N41 – N49) 

 

N 41  b                                        【正答率】72.9% 

【訳】ローザおばさんはパパの姉［妹］です。【解説】ziaは「伯母［叔母］」で

すので、父親か母親の姉［妹］となります。したがって「姉［妹］」を意味する、

b) sorellaが正解です。 

 

N 42  a                                        【正答率】72.3% 

【訳】「先生、イタリア語でdogは何と言いますか？」「Caneです」 

【解説】〈Come si dice＋〜＋in＋言語名?〉という形で、「～語で〜は何と

言いますか？」という意味になるので、a)が正解です。なお、動詞

significare「〜を意味する」は、意味内容を直接補語とする他動詞ですの

で、「何を意味するか？」という疑問文には、疑問詞としてcome「どのように」

ではなくche cosa「何」を使います。 
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N 43  b                                        【正答率】68.1% 

【訳】私はチコリが好きではありません、苦すぎるのです。【解説】自動詞

piacere「～は好ましい」は､事物を主語として、誰にとって好ましいのかを間

接補語で示します。ここでは間接補語がmi「私にとって」で表現されていま

すが、補語人称代名詞が動詞の前に付くとき、否定のnonはそれより前に

置きますから、b)が正解です。なお、c) mi dispiaceは「私にとって～は残

念だ、私は～が悲しい」という意味ですので、文脈に合いません。 

 

N 44  c                                        【正答率】57.3% 

【訳】「今日は私の誕生日です」「本当ですか？ おめでとう！」【解説】誕生

日などへの「祝賀」を意味するaugurioを複数形にすると、「おめでとう」とい

う祝いの表現になり、文脈に合います。c)が正解です。 
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PARTE III (N 50 – N 56) 

 

【訳】こんにちは、マリーナ！ 

元気にしている？ やっと返信する時間を見つけたわ……4日も前のあな

たのメールに！ 本当にごめんなさい、でもここ数日、私は仕事で本当に忙

しいの。うちの会社は数週間後に移転して、新しいビルに入るの、それで私

たち女性社員（総勢7人、全員女性！）は仕事がたくさんあるのよ。私は自

分のための時間がほとんどないけれど、それを除けば元気よ。私とロレンツ

ォはまだファブリ通りに住んでいるけど、私たちは来年結婚し、もう少し広い

マンションに移り住もうと考えています。彼は現在新しい仕事に就いていま

す。パルミエーリ通りに開店して間もない靴屋の店員よ。彼は居心地よくし

ているし、今は私たちは2人とも働いているので、ようやく将来に備えて少し

貯金ができます。私も早くあなたのようないいお母さんになりたいわ！ 

そういえば、写真をありがとう！ あなたたち3人とも、とてもすてきよ。あな

たも、ご主人のポールも、それから新しくやってきた小さなマルコも。彼は今

2か月なんでしょう？ 本当にハンサムな男の子ね、おめでとう！ 

ここボローニャでは、すべてが順調よ。私はしばしばアリーチェとヴェロニ

カに会って、一緒によくあなたの話をするの、あなたはこんなにも遠くにいる

んだもの。私たちはあなたの新しい生活を満足に思っているし、幸せを祈っ

ているけれど、でもあなたがいないのはとても寂しいわ！ イタリアにはいつ

ちょっと帰ってこられそう？ ご主人は休暇は取れないの？ あるいはあなた

が坊やを連れて来ることもできるかもしれないわね。それほど長旅ではない

し、私が車で空港まで迎えに行ってあげるわ。昔のように4人そろって、友

達同士でひと時を過ごせたら楽しいでしょうね。私たち、お互いに話すこと

がたくさんあるわ！ 私はスーパーマーケットで時々あなたのお母さんと会

って、私たちはしばらく足を止めて話すし、お母さんは私にあなたたちの近

況を知らせてくれます。彼女も孫にとても会いたがっているわ。ねえ、近いう

ちにいらっしゃいよ、みんなあなたを待っているわ！ 

あなたを強く抱きしめて 

ドナテッラ  
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N50  a                                         【正答率】81.7% 

【訳】ドナテッラは今とても忙しい 

 

N51  b                                         【正答率】75.3% 

【訳】ドナテッラは今新しい家に住んでいる 

 

N52  b                                         【正答率】52.9% 

【訳】ロレンツォはドナテッラの夫だ 

 

N53  a                                         【正答率】77.6% 

【訳】今マリーナはイタリアには住んでいない 

 

N54  a                                         【正答率】82.0% 

【訳】マリーナとポールには幼い息子がひとりいる 

 

N55  b                                         【正答率】82.8% 

【訳】アリーチェとヴェロニカはマリーナの姉妹だ 

 

N56  b                                         【正答率】48.2% 

【訳】ドナテッラは近々マリーナに会いに行きたいと思っている 

 

 


