PARTE I (N1 – N4)
N1 b
【正答率】86.9%
M1: Tu, Anna, cosa fai di bello questa domenica?
F1: Vado in campagna, a trovare degli amici. Abitano in un posto
bellissimo. Ci vado la mattina e resto a pranzo da loro.
【訳】（男 1）君は､アンナ、今度の日曜日、何か良いことをするの？（女 1）私
は田舎に行くわ、友人たちに会いに。彼らはとてもきれいな所に住んでいる
の。そこに午前中に行って、昼食は彼らの所でするの。
N2 c
【正答率】89.5%
M1: E tu, Marina, cosa fai?
F2: Domenica? Domenica vado a casa di mia sorella. È il
compleanno di Gianni, il mio nipotino. Compie quattro anni.
Facciamo un po’ di festa, mangiamo la torta…
【訳】（男 1）それで君は､マリーナ、何をするの？（女 2）日曜日？ 日曜日､
私は姉［妹］の家に行くわ。私の甥っこのジャンニの誕生日よ。4 歳になる
の。少しお祝いをして、ケーキを食べて……。
N3 a
【正答率】93.4%
M1: E tu Sergio? Anche tu domenica sei occupato?
M2: Eh sì… Questa domenica c’è la partita, lo sai. Vado allo stadio.
M1: Ah, è vero! C’è la partita di calcio!
【訳】（男 1）それで君は､セルジョ？ 君も､日曜日､予定があるの？（男 2）う
ん、あるよ……。この日曜日は試合がある､知っての通り。僕はスタジアムに
行く。（男 1）ああ、そうだ！ サッカーの試合があるね！
N4 d
【正答率】93.1%
M1: Peccato. Domenica al Teatro Comunale c’è un bel concerto di
musica barocca. Ho due biglietti, ma… se nessuno può venire con
me, pazienza. Ci vado da solo.
【訳】（男 1）残念だな。日曜日､市立劇場でバロック音楽の素敵なコンサート
があるんだ。僕はチケットを 2 枚持っているけど……誰も僕と一緒に来られ
ないなら、仕方ない。一人で行くよ。
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PARTE III (N9 – N12)
N9 b
【正答率】79.3%
F: Allora siamo d’accordo: io pulisco un po’ la casa e metto in
ordine. Tu, Giovanni, pensi a cucinare…
M1: Va bene, io preparo da mangiare.
F: E tu, Paolo…
M2: Io vado a fare la spesa.
F: Perfetto.
DOMANDA: Cosa deve fare Giovanni?
【訳】（女）じゃあ､良いわね。私は少し家を掃除して、片付ける。あなたは､ジ
ョヴァンニ、料理のことを考える……。（男 1）分かった、僕が食べ物を準備
するよ。（女）それであなたは､パーオロ……。（女 2）僕は買い物に行くよ。
（女）完璧。
（問）ジョヴァンニは何をする必要がありますか？
N10 a
【正答率】59.0%
F: Noi abbiamo tre figli: una femmina, la più grande, che si chiama
Alice e ha dieci anni, e due maschi, Mario, di sette anni, e Luca, il
più piccolo, di cinque.
DOMANDA: Quali sono i loro figli?
【訳】（女）私たちには 3 人の子供がいます。女の子が 1 人、一番上の子で、
名前はアリーチェといい､10 歳です。そして男の子が 2 人、マーリオは 7
歳、そしてルーカは一番下で、5 歳。
（問）どれが子供たちですか？
N11 a
【正答率】52.8%
M1: Oh, eccoti finalmente!
M2: Perché? Sono in ritardo?
M1: Sei in ritardo sì! Sono già le otto e ventisette! Il film comincia
fra tre minuti!
M2: Fra tre minuti?! Ma scusa, il film non comincia alle otto e
quaranta?
M1: Ma no, comincia alle otto e trenta! Su, andiamo!
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DOMANDA: Che ore sono adesso?
【訳】（男 1）おお、やっと君が来た！（男 2）どうして？ 遅れている？（男 1）
遅れているとも！ もう 8 時 27 分だ！ 映画は 3 分後に始まる！（男 2）3
分後?! でも､ごめん、映画は 8 時 40 分に始まらないの？（男 1）違うよ、8
時 30 分に始まるよ！ さあ、行こう！
（問）今､何時ですか？
N12 c
【正答率】45.2%
M: Andare in moto mi piace proprio tanto. Se il tempo è bello e ho
un po’ di tempo libero, prendo la mia motocicletta e vado a fare
un bel giro. Per andare al lavoro, però, la moto non mi serve.
L’ufficio è molto vicino a casa mia e ci vado a piedi.
DOMANDA: Come va al lavoro?
【訳】（男）バイクで走るのが､私は本当に大好きです。もし天気が良くて､少
し空き時間があれば、私は自分のバイクに乗って､ぐるっと一巡りしに行きま
す。しかし、仕事に行くには、バイクは必要ありません。オフィスは家のすぐ
近くで、歩いて行きます。
（問）どのようにして仕事に行きますか？
PARTE IV (N13 – N15)
N13 c
【正答率】42.6%
F: A che ora arrivi?
M: Parto alle 9:32 e arrivo a Perugia alle 11:48.
F: Benissimo. Vengo a prenderti alla stazione.
M: Ma no, dai, prendo un taxi.
F: No no, niente taxi vengo io. E a che binario arrivi lo sai?
M: Mah, al binario 10, credo. Come l’altra volta.
【訳】（女）何時に着くの？（男）9 時 32 分に出発して、ペルージャに 11 時
48 分に着くよ。（女）とても良いわ。駅に迎えに行くね。（男）いやあ、いい
よ、タクシーに乗るし。（女）だめだめ、タクシーなんて､私が行くわ。それで、
何番線に着くか分かる？（男）まあ、10 番線､と思う。この前と同じように。
（問）何時に着きますか？ a)9 時 32 分に b)10 時に c)11 時 48 分に
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N14 c
【正答率】55.7%
F1: Oh, Luisa! Che bello, ci sei anche tu!
F2: Sì, Marina, sono venuta. E lui è Oreste, mio fratello.
F1: Piacere, Oreste. Sono contenta di conoscerti!
M: Anch’io sono contento, Marina. Mia sorella parla così spesso di
te…
F1: Ah sì? Luisa parla spesso di me? E cosa dice?
M: Che sei buona, simpatica… La sua più cara amica.
【訳】（女 1）おお、ルイーザ！ 何て素敵なの、あなたもいるなんて！
（女 2）ええ、マリーナ、来たわよ。それで、彼はオレステ、私の兄［弟］よ。
（女 1）初めまして、オレステ。あなたと知り合いになれて嬉しいわ！（男）僕
も 嬉 し い よ 、 マリ ー ナ。 姉 ［ 妹 ］ が と て も よ く 君 の こ と を話 す んだ … … 。
（女 1）あら、そう？ ルイーザがよく私のことを話すの？ それで、何て言っ
ているの？（男）君が優しくて、感じが良くて……。一番大切な友人だと。
（問）マリーナは誰ですか？ a)オレステの恋人 b)ルイーザの姉［妹］
c)ルイーザの女友達
N15 a
【正答率】43.6%
Purtroppo gli italiani non usano molto la bicicletta. Circa il 75%
per niente o molto raramente, il 15% non più di due volte alla
settimana. Solo il 10% usa la bici quasi tutti i giorni.
【訳】（女）残念ながら、イタリア人は自転車をあまり使いません。約 75％の
人は､全く使わないか、または､とても稀にしか使いません。15％の人は､週
に 2 回以下です。10％の人だけが､ほぼ毎日､自転車を使っています。
（問）どれほどのイタリア人が､ほぼ毎日､自転車を使いますか？
a)10％ b)15％ c)75％
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PARTE I (N21 – N40)
N31/32
【訳】私はレストランに行くとき、食後にいつも小さなグラス 1 杯のグラッパを
飲みます。
N31 c
【正答率】59.7%
【解説】行き先が ristorante「レストラン」のとき､方向の前置詞 a「～に」を使
い、定冠詞 il を伴うので、c)の al が正解です。
N32 b
【正答率】92.1%
【解説】動詞bere「飲む」の直説法現在は、主語が1人称単数のioのとき
bevoと活用するので、b)が正解です。
N33/34
【訳】アンナはとても感じの良い女の子で、たくさんの女友達がいます。
N33 a
【正答率】62.3%
【解説】形容詞 simpatica「感じの良い」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。
N34 c
【正答率】75.7%
【解説】複数形の女性名詞 amiche「女友達」を修飾する「たくさんの」は形
容詞で、名詞の性・数に一致するので、c)の molte が正解です。
N35/36/37
【訳】私は毎朝 7 時 30 分に家から出て、学校に行くためにバスに乗ります。
N35 c
【正答率】52.1%
【解説】「毎～､全ての～」を意味する不定形容詞tuttoは、後に定冠詞と名
詞を伴いますので、c) Tutte leが正解です。なお､不定形容詞ogniも
「毎～､各々の～」という同じような意味がありますが、後に置く名詞を単数
形にするので、ここでは不適切です。
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N36 a
【正答率】53.4%
【解説】「家から出る」は、「～から」という分離の意味の前置詞 di を使って、
〈uscire di casa〉と表現するので、a)が正解です。
N37 c
【正答率】85.2%
【解説】動詞の不定詞を伴って、「～するため」という目的を表す前置詞は
perなので、c)が正解です。
N38/39/40
【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 時の 15 分前です」
N38 c
【正答率】54.8%
【解説】Scusi「すみません」や signora「奥さん」という言葉から、敬称の Lei
を使って話していることが分かります。主語が Lei のとき、補助動詞 potere
の活用形は può なので、c)が正解です。
N39 c
【正答率】52.8%
【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。
N40 b
【正答率】65.6%
【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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PARTE II (N41 – N49)
N45/46
【訳】日曜､私は昼食に､ロースト・チキンとポテトの付け合わせを作ります。
N45 a
【正答率】75.4%
【解説】文脈から､「チキン､鶏料理」を意味する a)の pollo が正解です。な
お、c)の porro は「西洋ねぎ」です。
N46 c
【正答率】60.7%
【解説】文脈から､「ポテト､じゃがいも」を意味する､複数形の女性名詞
patate の c)が正解です。
N47/48/49
【訳】私たちは町の外の田舎で暮らしています。家は丘の上にあり、多くの
果樹がある美しい庭を持っています。
N47 a
【正答率】67.2%
【解説】文脈から､a)campagna「田舎」､b)compagnia「同伴」､c)compagna
「仲間」のうち、適切なのは a)です。
N48 b
【正答率】43.9%
【解説】文脈から､「丘」を意味するcollinaのb)が正解です。なお､ a)の
collanaは「ネックレス」です。
N49 b
【正答率】56.7%
【解説】文脈から､「樹木」を意味する複数形の男性名詞alberiのb)が正解
です。なお、c)のalberghiは「ホテル」です。
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PARTE III (N50 – N56)
【訳】私の名前はルーカ、ルーカ・インブリアーニです。ミラーノ出身です
が、5 年ほど前から、仕事のために､ここトリーノで生活しています。私はある
高校の数学の先生です。トリーノを少し知っている人のために言うと、ヴィッ
トーリオ・ヴェーネト広場からすぐの所にある、ゴベッティ理科系高校です。
私は自分の仕事がとても気に入っていて、学校は居心地が良いです。同僚
たちは親切で、生徒たちは騒々しいとはいえ感じが良いです。学校で私は
パートナーと知り合いました。名前はアンジェラで、彼女も教師で､国語を教
えています。私たちは 3 年ほど前から付き合っていますが､結婚はしていま
せんし、今のところ別々に生活しています。彼女が一緒に住んでいる母親
は、高齢で介護が必要です。私は一人でアパートメントに住んでいます。そ
れは小さいですが可愛らしく､中心街のビルの 3 階（日本では 4 階）で、サ
ン・カルロ広場の近くです。仕事に行くのにも､とても便利です。徒歩なら 15
分で学校に着きますし、自転車なら 5 分かかります。一緒に暮らしていなく
ても私とアンジェラは､とても頻繁に、ほぼ毎日会い、多くのことをします。ト
リーノでは娯楽に事欠きませんし、あらゆるタイプの店（カフェ、クラブなど）
やレストランがあります。この街が私は本当に大好きです。非常に美しく、活
気と文化に満ちているだけではありません。とても快適で、よく整備されても
います。少し交通渋滞がある、それは認めますが、他の大都市のようにひど
くはありません。要するに、ここは人が本当に生活しやすいのです。
N50 b
【訳】ルーカはトリーノ人だ

【正答率】82.0%

N51 a
【訳】アンジェラとルーカはある高校で教えている

【正答率】80.7%

N52 a
【訳】高校はルーカの家から遠くない

【正答率】75.4%

N53 b
【訳】ルーカの生徒たちはおとなしい

【正答率】77.7%
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N54 a
【訳】アンジェラとルーカは一緒に暮らしていない

【正答率】84.3%

N55 b
【訳】アンジェラとルーカは毎日一緒に出かける

【正答率】48.2%

N56 b
【訳】トリーノには､ひどい交通渋滞がある

【正答率】81.6%
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