PARTE III (N9 – N12)
N9 a
【正答率】66.2%
F1: Martina, sono zia Angela. C’è la mamma?
F2: No zia, la mamma è fuori. È dalla signora Renzi.
F1: Ah, la signora anziana del primo piano...
F2: No, zia, quella è la signora Morani. La signora Renzi è quella
del quarto piano, quella che ha due bambini piccoli.
DOMANDA: Dov’è la mamma?
【訳】（女 1）マルティーナ、私はアンジェラおばさんよ。お母さんはいる？
（女 2）いいえ、おばさん､お母さんは外出中なの。レンツィさんのところよ。
（女 1）ああ、2 階のお年寄りの女性ね……。（女 2）違うわ、おばさん､その
人はモラーニさんよ。レンツィさんは 5 階の人､小さい子供が 2 人いる人よ。
（問）お母さんはどこにいますか？
N10 c
【正答率】44.8%
F: Vittorio non guarda spesso la TV. Solo ogni tanto, la sera dopo
cena, guarda un film con sua moglie, seduto sul divano del salotto.
DOMANDA: Qual è Vittorio?
【訳】（女）ヴィットーリオはテレビを頻繁には見ません。たまにだけ、夜に、
食事の後で、リビングのソファに座って、妻と一緒に映画を見ます。
（問）どれがヴィットーリオですか？
N11 c
【正答率】52.6%
F: Scusi, sa dov’è la libreria Falcinelli?
M: Sì, certo. Guardi... vede là in fondo la Banca Popolare?
F: Sì…
M: Ecco, un po’ più avanti c’è un bar e accanto, subito dopo il bar,
trova la libreria.
F: Grazie mille.
DOMANDA: Dov’è la libreria?
【訳】（女）すみません、ファルチネッリ書店がどこか知っていますか？（男）
ええ、もちろん。ほら……あちらの奥に、ポポラーレ銀行が見えますか？
（女）ええ……。（男）そう、そのもう少し先に､バールが一軒あります。その
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隣、バールのすぐ先に、その書店が見つかりますよ。（女）どうもありがとうご
ざいます。
（問）書店はどこですか？
N12 a
【正答率】16.5%
F: Annamaria adesso abita in una villetta in collina con i suoi
genitori. L’anno prossimo, però, va a vivere a Pisa, per
frequentare l’università. In un piccolo appartamento, con altre
due studentesse.
DOMANDA: Dove vive ora Annamaria?
【訳】（女）アンナマリーアは現在、丘陵の小邸宅に両親と住んでいます。で
すが来年、大学に通うため、ピサに行って生活します。小さなアパートメント
で、他の 2 人の女子学生と一緒です。
（問）今、アンナマリーアはどこに住んでいますか？

PARTE IV (N13 – N15)
N13 c
【正答率】47.4%
M: Sara e Francesco sono a Roma, in vacanza. Ecco il loro
programma per la giornata: dopo colazione, visita ai Musei
Capitolini. Pranzo in un piccolo ristorante tipico a Trastevere. Nel
pomeriggio, visita alla Basilica di San Pietro e poi al Colosseo.
【訳】（男）サーラとフランチェスコは休暇で、ローマにいます。2 人の一日の
予定はこうです。朝食後、カピトリーニ美術館を鑑賞。トラステーヴェレにあ
る、名物料理の小さなレストランで昼食。午後には、サン・ピエートロ大聖
堂、そしてコロッセーオを観光。
（問）昼食後、サーラとフランチェスコはどこに行きますか？
a)カピトリーニ美術館に b)トラステーヴェレに c)コロッセーオに
N14 b
F1: Antonio, lei è Fabiola, una mia cara amica.
M: Ciao, Fabiola. Piacere.
F2: Ciao.
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【正答率】90.6%

M: Sei di Firenze, Fabiola?
F2: No, di Milano. Però...
M: Di Milano?
F2: Sì, ma abito qui a Firenze da più di 10 anni.
M: Ah, ecco! Perché l’accento è toscano...
F2: Eh sì, lo so, me lo dicono tutti. E tu, Antonio, di dove sei?
M: Di Verona.
【訳】（女 1）アントーニオ、彼女はファビーオラ、私の親友なの。（男）こんに
ちは、ファビーオラ。よろしく。（女 2）こんにちは。（男）君はフィレンツェ出身
なの、ファビーオラ？（女 2）いいえ、私はミラーノ出身よ。でも……。（男）ミ
ラノ出身？（女 2）ええ、でもここフィレンツェに 10 年以上前から住んでいる
の。（男）ああ、なるほど！ アクセントがトスカーナ風だから……。（女 2）え
え、知っているわ。みんなそう言うの。あなたは、アントーニオ、どこの出
身？（男）ヴェローナ出身。
（問）ファビーオラはどこの出身ですか？
a)フィレンツェ出身 b)ミラーノ出身 c)ヴェローナ出身
N15 c
【正答率】71.7%
F: Il giovedì Serena, quando finisce di lavorare, frequenta un corso
di ikebana. Le piace molto. È divertente e rilassante. Quando,
verso le nove, torna a casa, la cena è già pronta e suo marito
l’aspetta per mangiare.
【訳】（女）木曜日にセレーナは、仕事を終えると、生け花の講座に行きま
す。彼女はそれが大好きです。楽しくて、リラックスできます。9 時頃、家に
帰ると、夕食はもう準備が整い、夫が食事をするために彼女を待っていま
す。
（問）セレーナは木曜日に、仕事の後、何をしますか？
a)すぐに家に帰る b)夫と外で食事をする c)生け花の稽古に行く

157

PARTE I (N21 – N40)
N21 c
【正答率】76.2%
【訳】ホワイト・アスパラガスはとてもおいしい！【解説】母音で始まる男性名
詞の複数形に付ける定冠詞はgliなので、c)が正解です。
N22 a
【正答率】52.6%
【訳】私とフランチェスカは1年半前から結婚しています。【解説】現在までの
期間を表現するには、動詞の現在形に〈da＋～〉を付けるので、a)が正解
です。この文のsiamo sposatiは動詞sposareの近過去ではなく、動詞
essereの現在形と形容詞sposatiです。
N23 b
【正答率】59.4%
【訳】その建物の入り口はキオスクの前です。【解説】「～の前に」という意味
の前置詞句は〈davanti a＋～〉なので、b)が正解です。
N24 c
【正答率】26.4%
【訳】この映画にはとても有名な女優が何人か出ています。【解説】漠然とし
た数量を表す部分冠詞は、女性名詞の複数形の前ではdelleなので、c)が
正解です。
N25 b
【正答率】87.7%
【訳】先生がイタリア語で話すとき、君は理解していますか？【解説】主語が
tuのとき、動詞capireの直説法現在はcapisciなので、b)が正解です。
N26 b
【正答率】81.4%
【訳】君とジャンニは、頻繁にイタリアに帰るの？【解説】主語はtuとGianni
を合わせたvoi「君たち」です。主語がvoiのとき､動詞tornareの直説法現
在はtornateなので、b)が正解です。
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N27 c
【正答率】90.3%
【訳】「テルツィさん、お子さまは何人いますか？」「3人です。2人の男の子と
1人の女の子です」【解説】数量をたずねる疑問詞はquantoなので、c)が正
解です。ここでは、複数形の男性名詞figliに合わせてquantiとなっていま
す。
N28 b
【正答率】67.5%
【訳】若者たち、駅がどこか知っていますか？【解説】「若者たち」という呼び
かけから、話相手が複数だと分かります。主語が2人称複数のvoiのとき､動
詞sapereの直説法現在はsapeteなので、b)が正解です。
N29 b
【正答率】85.1%
【訳】私たちは週末を海で、私たちの何人かの友人と一緒に過ごします。
【解説】「私たちの」は、a)のdi noiでも、b)のnostriでも表せますが、a)の方
は名詞の前に置けませんので、b)が正解です。
N30 a
【正答率】74.3%
【訳】毎週土曜日､ジーナはロベルトと出かけます。【解説】「毎週～曜日」
は、〈ogni＋曜日の単数形〉で表すので、a)が正解です。「毎週土曜日」は､
他に、tutti i sabatiと言うこともできます。
N31/32
【訳】私は文房具屋さんのところに行き､新しい手帳を買う必要があります。
N31 b
【正答率】17.8%
【解説】文房具の店は cartoleria、文房具を売る人は cartolaio です。移動
を表す動詞の行き先が「人のところ」のときは前置詞 da を使うので、b)が正
解となります。
N32 c
【正答率】87.4%
【解説】母音で始まる女性名詞の単数形に付く冠詞として正しいのは､un’の
c)です。a)の la は、子音で始まる女性名詞の単数形に付く定冠詞です。b)
の un は、男性名詞に付く不定冠詞です。

159

N33/34
【訳】ルーカのおじさんたちは本当に感じが良い！
N33 a
【正答率】63.6%
【解説】男性複数の定冠詞 gli の後に置かれる名詞は、s＋子音や z などで
始まるので、zii の a)が正解です。
N34 b
【正答率】55.2%
【解説】男性複数の主語に合わせて､essere の後の形容詞も男性複数にし
ます。形容詞 simpatico の男性複数の形は simpatici なので、b)が正解
です。
N35/36
【訳】「すみません、奥さん、何時か教えてもらえますか？」「ええ、もちろん。
8 時 15 分前です」
N35 c
【正答率】45.3%
【解説】「～時」は〈le＋数〉で表すので、c)が正解です。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。なお、1 時だ
けは単数形で、l’una となります。
N36 b
【正答率】58.4%
【解説】15 分を un quarto d’ora「1 時間の 4 分の 1」と表現します。その
d’ora を省略した un quarto だけでも 15 分を意味し､ここでの文脈に合う
ので、b)が正解です。
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