【5級・解説】
リスニング
PARTE III (N 9 – N 12)
N9 c
【正答率】75.5%
M: Posso fare qualcosa, Dora?
F: Sì, Mauro. Puoi andare tu alla posta a spedire questo pacco, per
favore? Così io finisco di preparare il pranzo.
M: Va bene.
F: Prendi la macchina, il pacco è pesante.
M: Ok, vado e torno.
Domanda: Cosa fanno Dora e Mauro?
【訳】（男）僕に何かできることはある、ドーラ？（女）ええ、マーウロ。この小
包を発送しに､あなたが郵便局に行ってくれるかな？ そうすれば､私は昼
食を準備してしまえる。（男）了解。（女）車を使って､小包は重い。（男）オッ
ケー、行ってくる。
（問）ドーラとマーウロは何をしますか？
N 10 b
【正答率】55.6%
F1: Allora, Elisa quando ci presenti il tuo nuovo ragazzo?
F2: Roberto, mamma, si chiama Roberto.
F1: Sì, sì, Roberto. E cosa fa Roberto? Studia anche lui
all’università?
F2: No, lui lavora. Per ora lavora in un negozio di vestiti, ma vuole
diventare fotografo.
Domanda: Che cosa fa ora Roberto?
【訳】（女1）それで､エリーザ、いつ私たちにあなたの新しい恋人を紹介する
の？（女2）ロベルトよ、ママ、彼の名前はロベルト。（女1）はい､はい、ロベ
ルトね。それでロベルトは何をしてるの？ 彼も大学で勉強してるの？（女2）
いいえ、彼は働いてる。今は服屋で働いてるけど、写真家になりたいの。
（問）ロベルトは今､何をしていますか？
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N 11 a
【正答率】83.0%
F: Ciao, Antonio. È da molto che aspetti?
M: Mah... da quasi un quarto d’ora.
F: Scusami, amore mio! Cosa bevi?
M: Del tè alla pesca. È buonissimo.
F: Quasi quasi lo prendo anch’io. Fa così caldo oggi...
Domanda: Quali sono Antonio e la sua ragazza?
【訳】（女）こんにちは、アントーニオ。ずっと前から待ってる？（男）まあ……
15分近く前から。（女）ごめんね、私の愛するあなた！ 何を飲んでるの？
（男）ピーチ・ティー。最高においしい。（女）私もそれにしようかな。今日はこ
んなに暑いし……。
（問）どれがアントーニオとその恋人ですか？
N 12 a
【正答率】88.3%
M: Miriam lavora nel bar dei suoi genitori. Il bar è davvero piccolo,
ma ha una grande terrazza proprio di fronte al mare. In estate
mettono fuori tavolini e ombrelloni e tanta gente va lì a mangiare
o a bere qualcosa.
Domanda: Qual è il bar dei genitori di Miriam?
【訳】（男）ミーリアムは両親のバールで働いています。そのバールは本当に
小さいですが、海が真ん前の広いテラスがあります。夏には外に小さなテー
ブルや大きな日よけの傘を置きます。そこに多くの人が､何か食べたり飲ん
だりしに行きます。
（問）どれがミーリアムの両親のバールですか？

PARTE V (N 16 – N 18)
N 16 b
【正答率】80.7%
M: Si avvertono i signori viaggiatori che l’Eurocity 785 proveniente
da Torino, che viaggia con 20 minuti di ritardo, è in arrivo al
binario 18.
【訳】（男）乗客の皆さまにお知らせします。20 分遅れで運行している、トリー
ノ発のエウロシティ 785 号は、18 番線に到着します。
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トリーノからの列車が到着するのは： a)5 番線 b)18 番線 c)20 番線
N 17 a
【正答率】59.8%
M: Allora, Margherita, cosa fai quest’estate?
F: Vado a trovare dei miei amici che vivono in Canada. E tu, Andrea,
anche quest’anno al mare?
M: No, quest’anno rimango qui a Genova. Il 13 agosto è il
compleanno di mia nonna, compie 90 anni. Vengono anche i
parenti da Napoli, festeggiamo tutti insieme.
【訳】（男）それで､マルゲリータ、この夏は何をするの？（女）カナダに住ん
でいる私の友人たちに会いに行く。あなたは､アンドレーア、今年も海に？
（男）いや、今年はここ､ジェーノヴァにとどまる。8月13日が僕のおばあさん
の誕生日で、90歳になる。ナーポリから親戚たちも来て、みんなで一緒に
お祝いする。
この夏､アンドレーアは：
a)ジェーノヴァにとどまる b)ナーポリに行く c)カナダに旅行する
N 18 b
【正答率】70.5%
M: Ecco la chiave. La camera è la 216, al secondo piano.
F: Senta, c’è la vasca da bagno?
M: Mi dispiace, non abbiamo camere con la vasca. C’è il box doccia.
F: Ho capito. E la colazione a che ora è?
M: Dalle sette alle nove, nel salone ristorante all’ultimo piano
dell’albergo. Dal terrazzo si vede un bellissimo panorama.
【訳】（男）キーをどうぞ。お部屋は 2 階［日本では 3 階］の､216 号室です。
（女）あの、バスタブはありますか？（男）残念ながら、バスタブ付きの部屋は
ありません。シャワー・ボックスがあります。（女）分かりました。朝食は､何時
ですか？（男）7 時から 9 時までで、場所は当ホテルの最上階にあるレスト
ラン・ホールです。テラスから最高に美しいパノラマが見られます。
a)レストランは 1 階［日本では 2 階］にある
b)朝食は 7 時から 9 時までだ c)シャワー付きの部屋はない

PARTE VI (N 19 – N 20)
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M1: Liliana, lui è Giacomo, un mio amico. Ora vive in Olanda, ad
Amsterdam.
F: Ciao.
M2: Piacere.
F: E così abiti ad Amsterdam... Per lavoro?
M2: No, sono ancora studente.
F: Ah! E che studi?
M2: Storia dell’arte. Mi interessano i pittori fiamminghi.
F: Oh, interessante... E da quanto tempo abiti lì?
M2: Da quasi sei mesi. Ho una camera nel dormitorio dell’università.
F: E dimmi, com’ è Amsterdam? Ti ci trovi bene?
M2: Beh, abbastanza. È piena di vita, ci sono tanti locali,
ristoranti… Io però, sai, esco poco la sera...
F: Ah sì? E perché, non ti piace?
M2: No, no, mi piace. Ma sai, è tutto così caro lì, non posso mangiare
fuori spesso. E poi devo studiare.
【訳】（男 1）リリアーナ、彼は僕の友人のジャーコモ。今はオランダのアムス
テルダムで生活してる。（女）こんにちは。（男 2）よろしく。（女）それで、アム
ステルダムに住んでるのは… …。仕事で？（男 2）いや、まだ学生。（女）あ
ら！ それで何を勉強してるの？（男 2）美術史。僕はフランドル派の画家た
ちに興味がある。（女）へえ､興味深いわ… …。それで、どれくらい前からあ
ちらに住んでるの？（男 2）6 か月近く前から。部屋は大学の寮なんだ。（女）
ねえ教えて、アムステルダムはどう？ 居心地は良い？（男 2）まあ、そこそこ。
活気に満ちていて、店やレストランがたくさんあって……。僕は、でもね､ほ
とんど夜に外出しない……。（女）あら、そう？ でもどうして、好きじゃない
の？（男 2）いやいや、好きだよ。でも､ほら、あちらでは全てがとても高くて、
頻繁に外食できない。それに勉強しないといけないし。
N 19 a
【正答率】72.8%
【訳】ジャーコモは約 6 か月前からオランダで生活している
N 20 b
【訳】ジャーコモは夜に外出するのが好きではない
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【正答率】63.7%

筆記
PARTE I (N 21 – N 40)
N 30/31
【訳】「君はいつ出かけるの？」「20分後」
N 30 a
【正答率】74.9%
【解説】uscire「出かける、出る」は瞬間的な行為ですから、どの時点かを尋
ねる a)の疑問詞 Quando「いつ」が適切です。継続的な事柄についてなら
ば、b)の疑問詞 Quanto を用いて「どれだけの時間」と尋ねることもできます
が、ここでは適切ではありません。
N 31 b
【正答率】70.0%
【解説】b)の前置詞 fra は時間の表現をともなって「（今から）～後」を意味す
るので、適切です。a)の fa は時間の語句の後に付けて〈～＋fa〉という語順
にすれば「～前」を意味しますが、いずれにせよ文脈に合いません。また c)
の前置詞 per を用いて行為の続く期間「〜の間」を表すことができますが、
文脈からしてやはり不適切です。
N32/33
【訳】私の姉［妹］の恋人は、アルフォンソという名前です。
N 32 a
【正答率】68.4%
【解説】男性名詞の単数形 ragazzo につく定冠詞は il ですから、a)が正解
です。母音で始まる男性名詞の単数形につく定冠詞は l’、s＋子音で始ま
る男性名詞の単数形につく定冠詞は lo という形になるため、b)と c)は誤り
です。
N 33 b
【正答率】80.2%
【解説】主語が 3 人称単数のとき、再帰動詞 chiamarsi「〜という名前だ」の
直説法現在は si chiama です。したがって、b)が正解となります。
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N 34/35
【訳】「君は､マッシモ、何を注文する？ ニョッキ、それともラザニア？」「ニョ
ッキを。そしてセコンドには、ステーキのフライド・ポテト添えを」
N 34 b
【正答率】81.5%
【解説】選択肢のうち、文脈に合うのは「A か B か」という選択の接続詞 o で
す。b が正解です。
N 35 c
【正答率】74.9%
【解説】fritto「フライにした」は、動詞 friggere の過去分詞に由来する形容
詞です。したがって、修飾する名詞 patate に合わせて女性複数になって
いる c)fritte が正解です。
N 36/37
【訳】カラカッラ浴場はここから遠い。バスに乗る方が良い。
N 36 a
【正答率】47.3%
【解説】形容詞 lontano「遠い」の女性複数形 lontane は、主語を修飾する
叙述補語です。動詞 essere は、主語と叙述補語をつなぐことができますの
で、a) sono が正解です。動詞 stare も形容詞を叙述補語とすることがあり
ますが、基本的に、体の姿勢、体調、精神状態、気分などを表すものに限
られます。「～がある」という存在を表す esserci は､〈主語＋esserci＋叙述
補語〉という文型では用いません。
N 37 a
【正答率】52.5%
【解説】prendere は交通手段を直接補語として「（交通手段）を使う、に乗
る」という意味を表すことのできる他動詞で、前置詞は不要ですから、a)が
正解です。なお、動詞が andare であれば、b)や c)で andare in autobus、
andare con l’autobus といずれも「バスで行く」という意味になります。
N 38/39/40
【訳】毎週水曜日、ロザンナは映画館に映画を見に行きます。なぜならチケ
ットがより安いからです。
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N 38 c
【正答率】65.5%
【解説】a)の不定形容詞 ogni を用いて「毎週〜曜日」を表現する場合は
〈ogni＋曜日の単数形〉となるので、ここでは不適切です。後に定冠詞と名
詞を伴って「毎～､全ての～」を意味する不定形容詞は tutto であり、修飾
する名詞の性・数に一致するので、c) Tutti が正解です。
N 39 b
【正答率】62.7%
【解説】「～しに行く」は〈andare a＋動詞の不定詞〉と表現するので、b)が
適切です。
N 40 c
【正答率】53.0%
【解説】接続詞 perché によって導かれる節には、直説法または条件法の動
詞を伴って「〜だから」という原因・理由を表すものと､接続法の動詞を伴い
「〜するために、するように」という目的を表すものがありますが、文脈に合う
のは前者です。主語の il biglietto に合わせて動詞 costare「費用がかか
る」を直説法現在の 3 人称単数に活用させた､c) costa が正解です。

PARTE II (N41 – N49)
N 44/45
【訳】すみませんが、今は時間がありません。私は急いでいて、すぐに出か
けなければなりません。
N 44 b
【正答率】83.3%
【解説】〈avere sete〉は「喉が渇いている」、〈avere tempo〉は「時間があ
る」、〈avere sonno〉は「眠い」という意味の成句です。前後の文脈から、
non ho tempo「時間がない」となる b)が適切です。
N 45 a
【正答率】67.9%
【解説】名詞 fretta を用いた成句〈avere fretta〉で「急いでいる」という意味
になるので、a)が正解です。
N 46/47
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【訳】お見事、ジョヴァンニ！ 君は本当に上手に料理をするね！ このオー
ブン焼きパスタは最高においしい！」
N 46 a
【正答率】49.6%
【解説】Cucini は主語に合わせて動詞 cucinare「料理をする」が 2 人称単
数に活用した形であり、選択肢のうち動詞を修飾するものとして適している
のは副詞の bene「上手に」なので、正解は a)です。
N 47 c
【正答率】77.3%
【解説】選択肢はいずれも副詞や形容詞の絶対最上級となっていますが、
主語の pasta の性質を､動詞 essere とともに表現する形容詞として適して
いるのは buonissima「最高においしい」です。c)が正解です。
N48/49
【訳】「どうしよう、歩いて行こうか、それともタクシーを呼ぼうか？」「タクシー
を呼ぼうよ。君のことは分からないけど、僕は本当に疲れてる！」
N 48 a
【正答率】65.3%
【解説】「歩いて、徒歩で」は〈a piedi〉と表現するので、a)が正解です。b)の
〈in piedi〉は「立って、起きて」という意味になります。また c)の〈con i piedi〉
という言い回しで、手と対比して「足で」､つまり「下手に､雑に」という意味を
表すことができます。
N 49 b
【正答率】80.2%
【解説】選択肢のうち「疲れている」という意味になる形容詞 stanco ならば、
徒歩ではなくタクシーにしようとしている文脈に合うので、b)が正解です。

PARTE III (N 50 – N 56)
【訳】私の名前はサンドラ・ヴィヴィアーニです。私は医師で、マルケ州の田
舎にある小さな村で生活しています。村は本当に小さいです。住民は 300
人足らずで、ほぼ全員が高齢者です。私と、私の夫のエルネストも、実を言
うと､もうそれほど若くはありません。私は 55 歳で、彼は 60 歳に近いです。
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私たちの息子は、村の他の若者たちと同じように、アスコリ・ピチェーノに住
んでいます。なぜなら彼にとってはその方が便利ですし、仕事のチャンスが
より多いからです。一方､私と夫はここで生活するのが好きです。私はこの
地域の唯一の医師で、とても忙しいです。エルネストは､現在､働いておらず、
しばしば私を手伝ってくれます。私を患者の家まで送ってくれたり、家から
出られない人たちに薬を届けたり……。彼は人とお喋りするのが大好きで、
村を回っているときは誰とでも話をします。
私の仕事は確かに楽ではありませんが、私はそれが好きです。なぜなら
人の役に立ち、援助が必要な人を助けることができるからです。余暇には､
私は菜園や庭の手入れをします。私が育てているのは、野菜､香りの良い
ハーブ、お花……。一方、夫のお気に入りの趣味は、クラリネットを演奏す
ることです。月に 1 回、彼は他の 3 人の友人と一緒に、村の唯一のバール
に出演しています。
N50 a
【正答率】95.0%
【訳】サンドラは住民が 300 人足らずの小さな村に住んでいる
N51 b
【訳】サンドラの夫は村の医師だ

【正答率】83.8%

N52 a
【訳】村には少ししか若者がいない

【正答率】57.2%

N53 b
【正答率】83.8%
【訳】エルネストとサンドラの息子は､まだ両親と一緒に住んでいる
N54 a
【訳】エルネストは人と喜んで話をする

【正答率】79.9%

N55 a
【訳】余暇には､サンドラは菜園や庭の世話をする

【正答率】86.9%

N56 b
【訳】土曜日､エルネストはいつもバールで演奏する

【正答率】88.0%
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