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PARTE I (N1 – N4) 

 

N 1  d                                         【正答率】61.0% 

F: Dai, restiamo a casa... Di andare alla festa, stasera, proprio non 

mi va! 

M: Ma sì, dai. Neanch’io ho tanta voglia di uscire.  

【訳】（女）ねえ、私たちは家にいましょうよ……。今夜、私はパーティーに行

く気が全然しないわ！（男）そうしよう、うん。僕もあまり出かけたくないよ。 

 

N 2  b                                         【正答率】76.0% 

M: Dai, andiamo! Se non usciamo non faremo mai in tempo. 

L’appuntamento è fra venti minuti! 

F: Solo un attimo, sono quasi pronta… 

【訳】（男）さあ、行こうよ！ 出発しないと、絶対に間に合わないよ。約束は

20分後なんだ！（女）少しだけ待ってよ、ほとんど支度できたから……。 

 

N 3  a                                         【正答率】65.8% 

F: È già tardi, forse è meglio tornare... Salutiamo tutti e poi ce ne 

andiamo, d’accordo? 

M: Sì, sì, hai ragione. È già quasi mezzanotte.  

【訳】（女）もう遅いわ、たぶん帰る方がいい……。みんなに挨拶して、それ

から行きましょう、いい？（男）うんうん、君の言う通りだ。もうほとんど夜の12

時だよ。 

 

N 4  c                                          【正答率】70.2% 

M: Guarda, vai tu. Io, con questo mal di testa, non me la sento 

proprio di uscire.  

F: Va bene. Però mi dispiace lasciarti solo…  

M: Non ti preoccupare, davvero. E ora vai, se no fai tardi. 

【訳】（男）ほら、君は行って。僕は、この頭痛だから、全く出かける気になら

ないよ。（女）分かった。でもあなたを一人にしておくのは申し訳ない

わ……。（男）心配ないよ、本当に。さあもう行って、そうしないと遅れるよ。 
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PARTE II (N5 – N8) 

 

N 5  d                                         【正答率】56.2% 

M1: Oh, guarda com’è carina quella ragazza. 

M2: Quale? 

M1: Quella di fronte a noi. 

M2: Quella con gli stivali bianchi? 

M1: Nooo, io dico l’altra, la sua amica. Quella bionda con la gonna a 

fiori seduta accanto a lei... 

M2: Ah, quella... Mah, secondo me sono carine tutte e due. 

DOMANDA: Di quali ragazze parlano? 

【訳】（男1）おお、見て、何てかわいいんだ、あの女の子。（男2）どの子？

（男1）僕たちの向かいにいるあの子。（男2）白いブーツの子？（男1）違う

よ、僕が言っているのは､その友達の､もう1人の方。隣に座っている、花柄

のスカートの､金髪の子だよ……。（男2）ああ、あの子か……。まあ、僕の意

見では、2人ともかわいいよ。 

（問）彼らはどの女の子たちについて話していますか？ 

 

N 6  c                                          【正答率】47.2% 

F: Buone notizie per il prossimo fine settimana. Previsto bel tempo 

su quasi tutte le regioni italiane. Sole e cielo sereno, con 

temperature massime intorno ai 16, 18 gradi. Nuvoloso o molto 

nuvoloso sulla Sicilia, ma senza pericolo di pioggia. Venti 

dappertutto deboli e mari calmi o quasi calmi. 

DOMANDA: Come sarà il tempo nel fine settimana? 

【訳】（女）次の週末について､良いお知らせです。イタリアのほぼ全ての州

で好天の予想です。太陽に晴れた空で、最高気温は16、18度前後。シ

チーリアでは雲が多いか､雲がとても多いですが、雨の心配はありません。

風は全国的に弱く、海は凪ぎか、ほぼ凪ぎでしょう。 

（問）週末の天気はどうでしょうか？ 
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PARTE I (N27 – N48) 

 

N27  b                                         【正答率】55.8% 

【訳】何と美しいイヤリングでしょう！ 金製ですか？【解説】形容詞 bello

は、名詞の前に付くとき、定冠詞と同じように変化します。母音で始まる男

性名詞の複数形に付く定冠詞 gli と同じように begli となるので、b)が正解

です。 

 

N28  c                                         【正答率】55.2% 

【訳】支払いのためにレジに行った時、私は財布を家に置き忘れていたこと

に気づきました。【解説】「置き忘れた」のは、「気づいた」ときよりも前のこと

です。過去の基準となる時点より以前の事柄を表すのは直説法大過去で

す。他動詞 dimenticare は、複合時制の助動詞として avere を使うので、

c)が正解です。 

 

N29  c                                         【正答率】70.6% 

【訳】日曜日､私は一日中家にいました。なぜなら出かける気がしなかった

からです。【解説】文脈から一日だけのことと分かるので、直訳すると「その

日全て」となる tutto il giornoの c)が正解です。一方、a) ogni giorno と d) 

tutti i giorniは「毎日」を意味します。 

 

N30  c                                         【正答率】41.6% 

【訳】私たちは駅に着くのが遅すぎました。それで私たちはその列車に乗り

遅れました。【解説】「列車に乗り遅れる」は perdere il treno と表現します。

他動詞 perdere「～を逃す、失う」の過去分詞は perso または perduto な

ので、c)が正解です。 

 

N31  b                                         【正答率】36.0% 

【訳】この芸術家の作品は、いつもとても興味深い。【解説】形容詞

interessante は修飾する名詞 opere に合わせて、女性複数の形

interessanti にします。形容詞 interessanti を修飾する molto は副詞な

ので無変化です。したがってmolto interessantiの b)が正解です。 
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PARTE II (N49 – N55) 

 

N49  b                                         【正答率】64.0% 

【訳】今日､私はとても忙しいです。するべきことがたくさんあります。 

【解説】成句〈un sacco di＋～〉は「たくさんの～」という意味で、文脈に合う

b)が正解です。 

 

N50  d                                         【正答率】22.8% 

【訳】「覚えておいて、カルレット､食卓で口を拭くには、ナプキンを使わなく

てはいけないのよ」「分かったよ、お母さん」【解説】食事のときに口や手を拭

くために使う小さな布や紙は tovagliolo と言うので、d)が正解です。 

 

N51  a                                         【正答率】66.8% 

【訳】先週､私は 2 本の面白いイタリア映画を観ました。【解説】個々の映画

作品のことを言うときは film を使います。英語からの外来語の film は､男

性名詞で単複同形です。したがって、a)が正解です。なお cinema（これも

男性名詞で単複同形）は､映画館あるいは映画というジャンルを意味しま

す。 

 

N52  c                                         【正答率】62.8% 

【訳】この布を裁つのに、私には 1丁のハサミがいります。【解説】ハサミは 2

枚の刃でできているので、forbiciという複数形で表します。2つで 1つの役

割を果たすもの（他に､scarpe、occhiali）には､「1対の～､1ペアの～」を意

味する〈un paio di＋～〉を使います。よって、c)が正解です｡ 

 

N53  a                                         【正答率】33.0% 

【訳】美術館の入り口はグイーディ通りにあります｡スフォルツァ通りとの交差

点のすぐ手前です。【解説】選択肢の 4つの語を前置詞として使うとき､後に

di を伴うのは prima だけなので､a)が正解です｡b)の dopo は他の前置詞

を伴いません｡ただし､後に人称代名詞（me､te､lui､lei など）が来るときは､

〈dopo di＋～〉となります｡c)の vicino と d)の davanti は､後に a を伴いま

す｡ 

 

N54/55 
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【訳】私はこの本を女友達から借りました。私はこれを読んだら､彼女に返さ

なくてはなりません。 

 

N54  d                                         【正答率】21.8% 

【解説】返す約束で物をしばらく借りることを〈prendere＋物＋in prestito〉

と言うので､d)が正解です｡a)の in affittoは主に不動産の賃貸借に､c)の a 

noleggioは主に乗り物のレンタルに使います｡ 

 

N55  a                                         【正答率】24.6% 

【解説】「（借りたものを）返す」には ridare を使うので､a)が正解です｡ 

 


