【5級・解説】
リスニング
PARTE III (N9 – N12)
N9 c
【正答率】79.4%
F1: Sai che Francesca ora sta con un ragazzo?
F2: Davvero? E chi è?
F1: Un suo compagno di scuola. Si chiama Leonardo. Un tipo alto,
simpatico…
F2: Un bel ragazzo?
F1: Beh, sì… Biondo, occhi chiari… Molto magro, ma… carino!
DOMANDA: Qual è il ragazzo di Francesca?
【訳】（女１）フランチェスカが今、男の子とつきあっているんだって。（女２）本
当？いったい誰なの？（女１）彼女の学校の友だちよ。名前はレオナルドっ
ていうの。背が高くて、感じのいい子で……（女２）ハンサムな子？（女１）ま
あ、そうね……金髪で、明るい色の眼で……とてもやせてるけど……かわ
いいわ！
（問）どれがフランチェスカの恋人ですか？
N10 b
【正答率】43.7%
M1: Mi scusi, ma… A che ora apre la palestra? Di solito...
M2: Eh sì, di solito apre alle otto e mezzo. Però ora sono già le nove
e dieci. È strano… Ah, guardi, sulla porta c'è un cartello. Oggi
apre un'ora dopo, alle nove e mezzo.
M1: Ah, allora… aspettiamo.
DOMANDA: Ora che ore sono?
【訳】（男１）すみませんが……ジムは何時に開くんでしょうか？普段は……
（男２）ええ、そうですね、普段は８時半に開きます。でも今はもう９時 10 分で
す。変ですね……ああ、ごらんなさい、ドアに貼り紙がありますよ。今日は１
時間遅く、９時半に開くんです。（男１）ああ、それなら……待ちましょう。
（問）今は何時ですか？
N11 c
【正答率】39.7%
F: Due euro e quaranta, grazie. Questo è il suo resto e qui c'è lo
scontrino.
M: Grazie.
DOMANDA: Dove siamo?
【訳】（女）２ユーロ４０セントです。ありがとうございます。こちらがお客様のお
釣りで、こちらにレシートがございます。（男）ありがとう。
（問）ここはどこですか？

N12 a
【正答率】87.7%
M: Ma piove, fuori?
F: Sì, e anche tanto. Guarda la mia giacca, sono tutta bagnata!
M: Dieci minuti fa il sole, ora la pioggia… Mamma mia che tempo!
DOMANDA: Com'è ora il tempo?
【訳】（男）おや、外は雨が降っているの？（女）ええ、それもずいぶんと。見
てよ私のジャケット、ずぶ濡れだわ！（男）10 分前には日が照っていたのに、
今は雨……やれやれ、何て天気だろう！
（問）今は天気はどうですか？
PARTE IV (N13 – N15)
N13 c
【正答率】79.1%
M: Di che colore le compriamo le tende per la camera da letto?
Gialle?
F: Ma no, dai… troppo vivaci...
M: E allora… blu. Dai, un bel blu scuro...
F: Il blu non mi piace. Perché non le prendiamo verdi, scusa?
M: Sì, verdi va bene. Un bel verde scuro.
F: Dai, siamo d'accordo.
D: Di che colore comprano le tende?
a) Gialle
b) Blu
c) Verdi
【訳】（男）寝室にはどんな色のカーテンを買おうか？黄色？（女）まあ嫌よ、
そんなの……派手すぎるわ……（男）それじゃあ……青だ。ほら、きれいな
濃い青……（女）私は青は好きじゃないの。緑のカーテンにしましょうよ、ね
え？（男）うん、緑ならいいよ。きれいな濃い緑。（女）さあ、意見が合ったわ
よ。
（問）彼らはどの色のカーテンを買いますか？
ａ）黄色 ｂ）青 ｃ）緑
N14 c
【正答率】75.3%
F1: I tuoi, Silvia, quando tornano dal mare?
F2: Domenica pomeriggio.
F1: Tornano con il treno?
F2: No, li va a prendere Salvatore con la macchina.
D: Con chi tornano domenica i genitori di Silvia?
a) Da soli
b) Con Silvia
c) Con Salvatore
【訳】（女１）シルヴィア、あなたのご両親はいつ海から戻られるの？（女２）日

曜日の午後よ。（女１）列車で戻られるの？（女２）いいえ、サルヴァトーレが
車で彼らを迎えに行くのよ。
（問）シルヴィアの両親は、日曜日に誰と一緒に戻ってくるのですか？
ａ）自分たちだけで ｂ）シルヴィアと ｃ）サルヴァトーレと
N15
【正答率】71.8%
M: Che cosa le do, signora? Vuole della frutta?
F: Eh… sì.
M: Oggi ho delle mele buonissime!
F: Mele…? No, guardi, prendo dell'uva.
M: Benissimo. Bianca o nera?
F: Un chilo di uva nera.
D: Cosa compra la signora?
a) Delle mele
b) Delle mele e dell'uva
c) Dell'uva
【訳】（男）何をさしあげましょうか、奥さん？果物がご入り用ですか？（女）え
え……そうですね。（男）今日はとてもおいしいリンゴがありますよ！（女）リン
ゴ……？いいえ、あの、ブドウをいただきます。（男）かしこまりました。白で
すか黒ですか？（女）黒ブドウを１キロ。
（問）この女性は何を買いますか？
ａ） リンゴ ｂ）リンゴとブドウ ｃ）ブドウ
筆記
PARTE II (N41 – N49)
N41 c
【正答率】68.4%
【訳】「このパスタはどうですか？」「本当においしいよ！」 【解説】動詞
essere「～である」の後ろに来るものとしては、a)の bene「うまく、上手に」の
ような副詞ではなく、形容詞を用いなければなりません。「パスタ」の状態を
表現する形容詞としては、buona「おいしい」が適切です。b)の「有能な」は
人に対して用いる形容詞です。
N42 c
【正答率】67.0%
【訳】すみません、レストラン「ダ・マーリオ」がどこにあるのかご存知です
か？【解説】他動詞 sapere「～を知っている」の直接補語が必要です。選
択肢のなかでは、dov’è il ristorante "Da Mario"「レストラン「ダ・マーリ
オ」がどこにあるのか」という間接疑問文が適切です。
N43 a
【正答率】49.1%
【訳】ジョヴァンニはブロンドの長い髪をしています。【解説】「ブロンドの長

い」という修飾語にふさわしいのは capelli「髪の毛」です。b)の「帽子」と c)
の「馬」は不適切です。
N44 c
【正答率】47.7%
【訳】私は年に２回仕事でイタリアに行きます。【解説】「１年に１回」は＜una
volta all’anno＞、「１年に２回」は＜due volte all’anno＞という決まった
表現を用います。
N45/46
【訳】私はとても疲れているの。今晩は早く寝たいわ。
N45 b
【正答率】49.3%
【解説】essere「～である」の活用形の sono があることから、後ろに来るもの
としては、形容詞の stanca「疲れている」が適切です。a)であれば、「眠い」
を意味する表現の＜avere sonno＞を使わなければなりません。c)は動詞
「眠る」の直説法現在１人称単数「私は眠る」なので、sono の後ろに来るも
のとしては不適切です。
N46 a
【正答率】75.3%
【解説】文脈から「早く」を意味する副詞の presto が入ります。b)の「遅く」と
c)の「いつも」は文脈に合いません。
N47/48/49
【訳】毎晩夕食の前に、私はいつも私の犬と散歩をします。私たちは公園に
行きます。その時間には人がいないので、彼は少し走り回れるのです。
N47 a
【正答率】64.6%
【解説】＜fare due passi＞は「散歩をする」を意味する成句です。
N48 c
【正答率】70.0%
【解説】gente は単数形で「人々」を意味する集合名詞です。b)は複数形な
ので、不適切です。また、a)のような形は存在しません。
N49 c
【正答率】63.0%
【解説】文脈からcorrere「走る」を選ぶことになります。a)の「泳ぐ」とb)の「飛
ぶ」は常識的に考えると文脈に合いません。
PARTE III (N50 - N56)
【訳】ヴェルディーニ夫妻はリグーリア州の、ジェノヴァの南にある小さな町、
ラパッロで暮らしています。彼らは海から遠くない、感じのいい可愛らしい家
に住んでいます。アルマンドという名前の夫は 72 歳で、背が高くやせてい

ます。少々年をとってはいますが、まだ健康と元気に満ちています。朝は今
でもとても早く家を出て、彼らが家の近くに持っている畑へ仕事をしに行き
ます。そこには何本かの果樹、彼が野菜を栽培しているりっぱな畑、オリー
ブの木が少し、それにブドウの木も少しあります。彼が生産するオリーブオ
イルは極上で、とても繊細です。またワインも、軽くて香りのよい白ワインで、
本当においしいのです。彼の妻はアンナという名前で、69 歳です。彼女も
朝はとても早起きです。彼女とアルマンド氏はいつも一緒に朝食をとり、そ
の後、彼女は動物たちに餌をやりに行きます。彼らはめんどりとウサギと、そ
れにヤギ２匹を飼っています。次に彼女は家事をし、その後で彼女の庭の
花を世話しに行くのですが、庭はいつもとても美しくて、明るく色とりどりで
す。彼女はほんとうに腕がいいのです。
ヴェルディーニ夫妻には息子が１人、ルイージがいます。彼はジェノヴァ
に住んでいて、もう結婚しており、アリーチェという名前の４歳の幼い女の子
がいます。日曜日にはルイージはしばしば自分の家族と一緒に両親に会
いに行きます。すると料理の名人でもあるアンナ夫人はみんなに食事を作
るため、キッチンで多くの時間を過ごします。
N50 b
【訳】ヴェルディーニ夫妻はジェノヴァに住んでいる

【正答率】64.6%

N51 a
【訳】アルマンド氏は今でも畑で働いている

【正答率】88.7%

N52 b
【訳】アルマンド氏のワインはとても強い

【正答率】81.8%

N53 a
【訳】ヴェルディーニ夫妻の庭には花がたくさんある

【正答率】70.2%

N54 b
【訳】ヴェルディーニ夫妻には息子が１人と娘が１人いる

【正答率】85.8%

N55 b
【訳】日曜日には夫妻はしばしばルイージに会いに行く

【正答率】59.8%

N56 a
【訳】アンナ夫人は料理がとても上手である

【正答率】81.8%

