
 
 

【5級・解説】 

 

リスニング 

 

PARTE III (N9 – N12) 

 

N9  a                                          【正答率】59.4% 

M1: Ciao, Riccardo! 

M2: Oh, Renzo! Ma che sorpresa! Come mai qui in palestra? 

M1: Ci vengo ogni sabato. Accompagno mio figlio, gioca a basket. 

Mi siedo qui e lo aspetto. 

M2: Perché non prendiamo un caffè al bar? Hai tempo? 

M1: Sì, volentieri. 

DOMANDA: Quali sono Riccardo e Renzo? 

【訳】（男１）やあ、リッカルド！（男２）おや、レンツォ！驚いたなあ！いった

いどうしてここのスポーツジムにいるんだい？（男１）ここには毎週土曜日に

来てるんだ。息子に付き添ってるんだよ。彼はバスケットボールをしてるん

だ。僕はここに座って彼を待っているのさ。（男２）バールでコーヒーを１杯

飲もうじゃないか？時間はあるかい？（男１）いいとも、喜んで。 

（問）どれがリッカルドとレンツォですか？ 

 

N10  b                                         【正答率】98.5% 

M: Pronto, Alessia?  

F : Sì, Michele, che c’è? 

M: Hai il numero di cellulare di Daniela? La devo chiamare e... 

F : Sì, aspetta... Ecco: 3-3-9, 0-1, 4-5, 6-0. 

M: Un attimo, che scrivo...3-3-9, 0-1, 4-5, 6-0. Grazie mille. 

DOMANDA: Qual è il numero di Daniela? 

【訳】（男）もしもし、アレッシア？（女）そうよ、ミケーレ。どうしたの？（男）ダニ

エーラの携帯電話の番号を持っているかい？彼女に電話をしなくちゃいけ

なくて……（女）ええ、待って……あったわ。３－３－９、０－１、４－５、６－０

よ。（男）ちょっと待って、書きとめるから……３－３－９、０－１、４－５、６－０

だね。どうもありがとう。 



 
 

（問）どれがダニエーラの番号ですか？ 

 

N11  c                                         【正答率】65.8% 

M: Scusi, sa dov’è la libreria Martinelli? 

F : Certo. È più avanti, sulla destra, accanto al negozio di fiori.  

DOMANDA: Dov’è la libreria? 

【訳】（男）すみません、マルティネッリ書店がどこにあるかご存知ですか？

（女）もちろんです。もっと先の、右手の、花屋の隣です。 

（問）この書店はどこにありますか？ 

 

N12  b                                         【正答率】79.5% 

F : Ma... Marco! Attento! 

M: Oh, mi dispiace! Scusa! 

F : La mia camicetta nuova! 

M: Elisa, scusami! Davvero! 

DOMANDA: Quali sono Marco ed Elisa? 

【訳】（女）まあ……マルコ！気をつけてよ！（男）うわあ、すまない！ごめん

よ！（女）私の新しいブラウスが！（男）エリーザ、ごめんよ！本当に！ 

（問）どれがマルコとエリーザですか？ 

 

PARTE IV (N13 – N15) 

 

N13  b                                         【正答率】71.9% 

F : Carlo, a che ora vengono i tuoi stasera? 

M: Marina, scusa, ho dimenticato. Mio padre non può venire, ha un 

impegno. Viene solo mia madre, ma porta una sua amica. 

Arrivano alle sette. 

D: Chi va da Carlo e Marina stasera? 

a) I genitori di Carlo 

b) La madre di Carlo con un'amica 

c) Il padre di Carlo con un amico 

【訳】（女）カルロ、あなたのご両親は今晩何時にいらっしゃるの？（男）マリ

ーナ、ごめんよ、忘れていた。父は来られないんだ。用事があるんだよ。母

だけが来るけど、自分の女友達を１人連れて来るんだ。彼女たちは７時に



 
 

着くよ。 

（問）今晩誰がカルロとマリーナのところに行くのですか？ ａ）カルロの両親

が ｂ）女友達１人と一緒にカルロの母親が ｃ）男友達１人と一緒にカルロ

の父親が 

 

N14  b                                         【正答率】38.6% 

F1: Tu, Miriam, quando parti per Siena? 

F2: Venerdì sera, con il pullman delle nove meno un quarto. 

F1: E quando torni? 

F2: Lunedì mattina presto, verso le otto. 

D: A che ora parte Miriam? 

a) Alle 8:00 

b) Alle 20:45  

c) Alle 21:15 

【訳】（女１）ミリアム、あなた、いつシエナにむけて出発するの？（女２）金曜

日の晩に、９時１５分前の長距離バスでね。（女１）で、いつ戻るの？（女２）

月曜日の朝早く、８時頃よ。 

（問）ミリアムは何時に出発しますか？ ａ）８時に ｂ）２０時４５分に ｃ）２１時

１５分に 

 

N15  c                                         【正答率】83.9% 

M: Che cosa desidera, signora Mori? 

F : Allora... Mezzo chilo di pane e 100 grammi di prosciutto. 

M: Cotto o crudo? 

F : Cotto. E poi vorrei anche una mozzarella, non troppo grande. 

M: Benissimo. 

D: Cosa compra la signora? 

a) Pane e prosciutto crudo 

b) Prosciutto cotto e mozzarella 

c) Pane, prosciutto cotto e mozzarella 

【訳】（男）何がご入り用ですか、モーリさん？（女）では……パンを半キロと、

ハムを１００グラム。（男）加熱ハムですか、生ハムですか？（女）加熱ハムを。

それからモッツァレッラ・チーズも１つ、あまり大きすぎないものを。（男）かし

こまりました。 



 
 

（問）この女性は何を買いますか？ ａ）パンと生ハム ｂ）加熱ハムとモッツァ

レッラ・チーズ ｃ）パンと加熱ハムとモッツァレッラ・チーズ 

 

 

筆記 

 

PARTE I (N21 - N40) 

 

N21  b                                         【正答率】90.9% 

【訳】あれは君の彼女なの？【解説】述語補語（動詞 essere「～である」の後

ろに来て、「～」の部分にあたる補語）の la tua ragazzaが女性単数形なの

で、主語も女性単数形でなければなりません。したがって、男性単数形の

指示代名詞 a)の questo「これ」も、男性複数形もしくは女性複数形の疑問

代名詞 c)の quali「どれ」も不適切です。 

 

N22  c                                         【正答率】83.3% 

【訳】明日、チェッリーニさんは何時に来るのですか？【解説】この文の主語

は il signor Cellini「チェッリーニさん」なので、動詞は３人称単数形に活用

させます。動詞 venireの３人称単数形は c)の vieneです。a)は１人称単数

形、b)は２人称単数形なので不適切です。 

 

N23  b                                         【正答率】74.3% 

【訳】「今何時ですか？」「１時です」【解説】現在の時刻を示す表現は、「１

時です」が女性単数形で＜È l’una.＞、「２時です」以降が女性複数形で

＜Sono le due.＞となります。また時点を示す前置詞の a を加えると「～時

に」という意味になるので、c)では「１時に」を意味してしまい、文脈に合いま

せん。 

 

N24  b                                         【正答率】57.3% 

【訳】ロベルトは学校の近くに住んでいます。【解説】「～の近くに」には＜

vicino a＋場所＞という表現を用います。 

 

N25  a                                         【正答率】38.3% 

【訳】パオラとマリーアはとても若い。【解説】主語「パオラとマリーア」は女性



 
 

複数形なので、形容詞 giovane も女性複数形にしなければなりません。

giovane は男性・女性とも単数形が-e、複数形が-i に語尾変化する形容詞

です。したがって、この文では giovani になります。また、molto は形容詞

「たくさんの、多くの」として用いられる場合は、-o, -i, -a, -eの語尾変化をし

ますが、この文のように副詞「とても、非常に」として用いられる場合は無変

化です。したがって、a)のmolto giovaniが正解となります。 

 

N26  c                                         【正答率】76.0% 

【訳】ジョルジョは自分の父親の会社では働きたくありません。【解説】動詞

volere「～したい」の直説法現在は、voglio, vuoi, vuole...のように不規則

変化をします。したがって、３人称単数形は c)の vuoleです。 

 

PARTE III (N50 - N56) 

 

【訳】 

親愛なるマッシモ、 

ずいぶん前から君に手紙を書かずにいて申し訳ない。僕はほぼ２か月く

らい前からここローマに来ていて、１か月前にはテルミニ駅から遠くない旅

行代理店に仕事も見つけた。僕以外には、オフィスに外国人はもう２人いる

だけだ。上海出身の女の子と、イギリス人のマイクで、僕は彼とすぐに仲良く

なった。彼はイタリアに 20年前から住んでいるし、中国人の女の子のシャオ

は 10年以上前からここにいる。彼らはイタリア語に困ることはなく、完璧に話

したり書いたりしている。それに引きかえ、僕は、まだ全部はうまく理解でき

ないでいる。でも同僚たちは皆、イタリア人も含めて、とても感じが良く、僕

が必要なときには手を貸してくれる。仕事の話をするときは僕はしばしば英

語を使うけれども、休み時間中にはいつもイタリア語で話すよう努力してい

る。 

僕は普段は月曜日から金曜日まで働いているけれど、時には土曜日や

日曜日にも代理店に行かなければいけない。というのは週末にはいつも顧

客がたくさんいるからだ。でも幸いなことに日曜日に代理店が開いているの

は午前中だけなんだ。要するに、僕はかなり忙しいけれど、少し余暇がある

ときには、外出して、ぶらぶらするのが好きなんだ。僕が訪れているのは美

術館や、教会や、画廊や……ここローマでは、見るべきものがこんなにたく

さんあるんだ！全く退屈しないよ。 



 
 

で、君のほうは元気かい？いつ僕に会いに来てくれるんだい？ 

君を待っているよ 

トオル 

 

N50  b                                         【正答率】71.9% 

【訳】トオルは３か月前からローマで暮らしている 

 

N51  b                                         【正答率】67.8% 

【訳】他の社員は全員外国人である 

 

N52  a                                         【正答率】89.2% 

【訳】マイクとシャオはイタリア語がよくできる 

 

N53  b                                         【正答率】82.7% 

【訳】トオルは英語でしか話さない 

 

N54  b                                         【正答率】79.8% 

【訳】彼は毎週土日に働いている 

 

N55  a                                         【正答率】72.5% 

【訳】彼は日曜日の午後は決して働かない 

 

N56  b                                         【正答率】86.8% 

【訳】彼は余暇には家にいるのが好きだ 

 


