
【5級・解説】 
 

リスニング 

 

PARTE I (N 1 – N 4) 

 

N 1  c    【正答率】92.2% 

M1: Tu cosa fai domani, Martina? 

F1: Vado a trovare mia zia, in ospedale. Sai, si deve operare. 

【訳】（男 1）君は明日何をするの、マルティーナ？（女 1）私はおばに会い
に、病院に行くわ。あのね、彼女は手術を受けなければならないの。 

 

N 2  a    【正答率】93.5% 

M1: E tu, Francesco? 

M2: Domani arrivano dei miei amici dalla Svizzera. Li vado a 

prendere alla stazione. Restano qualche giorno a casa mia. 

【訳】（男 1）では君は、フランチェスコ？（男 2）明日は僕の友人たちがスイス
から着くんだ。僕は彼らを出迎えに駅に行くよ。彼らは僕の家に何日か滞
在するんだ。 

 

N 3  d    【正答率】94.9% 

M1: Tu, Sandra? 

F2: Ho appuntamento con mia madre. Andiamo in centro, a fare 

spese. Poi pranziamo insieme al ristorante. 

M1: Ah, con tua madre, ho capito. 

【訳】（男 1）サンドラ、君は？（女 2）私は私の母と待ち合わせがあるの。私
たちはショッピングをしに中心街に行くの。その後はレストランで一緒にラン
チするわ。（男 1）ああ、君のお母さんとね、分かったよ。 

 

N 4  b    【正答率】96.6% 

M1: E tu, Paolo? Anche tu sei occupato? 

M3: Io vado al mare, con degli amici. Perché non vieni anche tu, 

Marco? Siamo in quattro. In macchina c’è posto anche per te. 

M1: Al mare? Sì, perché no? Volentieri! 

【訳】（男 1）ではパオロ、君は？ 君も空いてないの？（男 3）僕は海に行く
よ、何人かの友人と。マルコ、君も来ない？ 僕たちは 4 人なんだ。車には
君の分の席もあるよ。（男 1）海に？ うん、いいじゃないか？ 喜んで！ 

 



PARTE III (N 9 – N 12)  

 

N 9  b    【正答率】77.2% 

F1: Buongiorno, signora Fermi. Prego, si accomodi. Scusi il 

disordine, ma sa, adesso abita con me mia figlia, con i suoi due 

bambini… 

F2: Non si preoccupi, signora, i bambini sono bambini. Ma adesso 

quanti anni hanno i suoi nipoti? Sono due maschi, vero? 

F1: Sì. Il grande, Giulio, quasi sei. Invece Mauro, il più piccolo, ha 

solo tre anni. 

DOMANDA: Quali sono i suoi nipoti? 

【訳】（女 1）こんにちは、フェルミさん。どうぞ、お入りください。散らかしてい
てすみません、でもほら、今私の娘が、彼女の 2 人の子供連れで私と同居
していて……。（女 2）お構いなく、子供は子供ですよ。それで今、あなたの
お孫さんはおいくつ？ 男の子 2 人なんでしょう？（女 1）ええ、上のジュー
リオは、もうすぐ 6つです。一方で、下のマウロは、まだ 3つです。 

（問）どれが彼女の孫ですか？ 

 

N 10  a    【正答率】81.0% 

M1: Buongiorno. Cosa prendete? 

F: Io un cappuccino e un cornetto. Un cornetto con la crema. 

M1: E per Lei? 

M2: Anche per me un cappuccino. 

M1: Vuole anche Lei un cornetto? 

M2: No, no, da mangiare niente. 

M1: Va bene. 

F: Ah, guardi, ci porti anche due bicchieri di acqua gassata, per 

favore. 

M1: Benissimo. 

DOMANDA: Che cosa prendono? 

【訳】（男 1）いらっしゃい。何を召し上がりますか？（女）私はカップッチーノ
とクロワッサン 1 つ。クリーム入りのクロワッサンを。（男 1）そちら様は？     

（男 2）僕にもカップッチーノを。（男 1）そちら様もクロワッサンはよろしいでし
ょうか？（男 2）いやいや、食べるものはなしで。（男 1）承知しました。（女）あ
あ、それから、炭酸入りミネラルウォーターもグラスに 2杯ください。（男 1）か
しこまりました。 

（問）彼らは何を取りますか？ 

 



PARTE IV (N 13 – N 15)  

 

N 13  a    【正答率】43.9% 

F: Dai Alberto, fai presto! Se non usciamo, arriviamo in ritardo!  

M: Ma Michela, il concerto comincia alle sette e mezzo. Ora sono le 

sei, c’è ancora tempo, no? 

F: Sì, ma oggi è sabato e, lo sai, in centro c’è sempre traffico. 

Dobbiamo trovare un posto per la macchina. 

M: Va bene, va bene... Fra 10 minuti sono pronto. 

【訳】（女）ほらアルベルト、早くして！ 私たち、出かけないと、遅刻するわ！
（男）でもミケーラ、コンサートは 7時半に始まるんだよ。今は 6時、まだ時間
はあるだろう？（女 1）ええ、でも今日は土曜日だし、ほら、中心街ではいつ
も渋滞があるの。車用の場所を見つける必要があるわ。（男）分かった、分
かったよ……。10分後には僕は仕度できているからね。 

（問）今は何時ですか？ 

a) 18時 

b) 18時 10分 

c) 19時 30分 

 

N 14  a    【正答率】66.0% 

M: Olga è a Milano per lavoro. Oggi ha il giorno libero e ne vuole 

approfittare per fare un giro in città. Ecco il suo programma: dopo 

colazione andare a vedere il Duomo, pranzare in un ristorante del 

centro e nel pomeriggio visitare la Pinacoteca di Brera e poi fare 

spese in via Montenapoleone. 

【訳】（男）オルガは仕事でミラーノにいます。今日彼女は休日で、それを利
用して町を一巡りしたいと思っています。これが彼女の予定です。朝食の後
でドゥオーモを見に行き、中心街のレストランで昼食を取り、午後はブレラ美
術館を訪れ、その後モンテナポレオーネ通りでショッピングをします。 

（問）今朝オルガは何をしますか？ 

a) ドゥオーモを見に行く 

b) ブレラ美術館を訪れる 

c) モンテナポレオーネ通りでショッピングをする 

  



PARTE VI (N 19 – N 20)  

 

F: Filippo ha 13 anni. Abita con i suoi genitori in un piccolo paese in 

Piemonte. Come tutti i ragazzi della sua età va a scuola, ma 

quando ha un po’ di tempo libero... disegna vestiti! Sì, quella è la 

sua passione e il suo sogno. Da grande vuole fare lo stilista. 

Secondo i suoi amici è davvero molto bravo e certo un giorno 

diventerà famoso. 

【訳】フィリッポは 13 歳です。彼は彼の両親と一緒に、ピエモンテ州の小さ
な村に住んでいます。彼の年の子供たち皆と同じように学校に通っていま
すが、少し自由な時間がある時には……服をデザインします！ そう、それ
が彼を夢中にさせていること、彼の夢なのです。彼は大人になったらファッ
ションデザイナーになりたいと思っています。彼の友人たちに言わせれば、
彼は本当にとても上手だし、きっといつか有名になるだろうということです。 

 

N 19  a    【正答率】64.6% 

【訳】フィリッポはまだとても若い 

 

N 20  b    【正答率】49.7% 

【訳】彼はイタリアではすでにかなり有名だ  



筆記 

 

PARTE I (N 21 – N 40)  

 

N 27  c    【正答率】46.9% 

【訳】「お座りになりたいですか？」「いえ、結構です。立っているほうがよい
です」【解説】「立って、起きて」は〈in piedi〉と表現するので、c)が正解で
す。〈a piedi〉は「歩いて、徒歩で」という意味です。 

 

N 28  a    【正答率】59.5% 

【訳】「君は外国語は何語を話しますか？」「英語とスペイン語です」 
【解説】疑問形容詞 che は名詞の前に置いて「どんな、何の」という意味を
表します。lingue straniere の前に置くと「どんな外国語、何語」という意味
になり、文脈に合うので、a)が正解です。「どのように」という意味の疑問副
詞 come や「どんな事［物］」を表す〈che cosa〉を省略した形の cosa「何」
は、この設問では不適切です。 

 

N 29  c    【正答率】64.3% 

【訳】「ジョルジョ、いま何時？」「11時の 15分前［10時 45分］だよ」 
【解説】「～時の～分前」は〈le + 数 + meno + ～〉という形で表します。15

分は un quarto d’ora「1時間の 4分の 1」と表現することが可能で、d’ora

を省略した un quartoでも 15分を意味します。よって、c)が適切です。 

 

N 34/35 

【訳】マルチェッロは郊外で暮らしていて、大きな建物の 4 階（日本では 5

階）に住んでいます。 

N 34  c    【正答率】49.0% 

【解説】「郊外、周辺部に」は〈in periferia〉と表現するので、c)が正解で
す。 

N 35  b    【正答率】64.6% 

【解説】「～階に」は〈al + 序数詞 + piano〉と表現するので、b)が正解で
す。なお、序数詞はふつう名詞の前に置かれ、定冠詞を伴って用いられま
す。 

 

N 36/37 

【訳】私はパスタは全ての種類が好きですが、どちらかといえばスパゲッティ
が好みです。 

N 36  b    【正答率】50.7% 



【解説】接続詞 ma を入れると、前述の内容との対立を示す「だが、けれど
も」の意味になり、この設問での文脈に合います。よって、b)が正解です。 

N 37  c    【正答率】86.7% 

【解説】選択肢は全てパスタの種類です。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、c) spaghettiが正解です。 

 

N 38/39/40 

【訳】「すみません、オペラ座がどこか知っていますか？」「ここからは少し遠
いですね、そこへはバスか地下鉄で行かれるべきです」 
N 38  c    【正答率】52.4% 

【解説】Leiに対する命令法 scusi「すみません」が使われていることから、敬
称のLeiで話していることが分かります。主語が Leiのとき、動詞 sapereの
活用形は saですので、c)が正解です。 

N 39  a    【正答率】72.8% 

【解説】dovere などの補助動詞に動詞の不定詞を付けて使うとき、補語人
称代名詞や小詞は、補助動詞の前に置くか､不定詞の末尾の eを取って直
接付けます。したがって、a)が正解です。 

 

N 40  b    【正答率】72.4% 

【解説】metro [metropolitana]「地下鉄」に定冠詞 la が付いているので、
〈andare con + 交通手段〉の形で「（交通手段）で行く」という意味を表すb)

が正解です。前置詞 in を用いる場合は〈andare in metro〉と無冠詞にな
ります。前置詞 in や su の後に定冠詞がくると､必ず nella、sulla のように
結合形になる点にも注意してください。 

 

PARTE II (N 41 – N 49)  

 

N 41  c    【正答率】41.5% 

【訳】親愛なるフェデリーコ、君にまた会えるとはなんと喜ばしいことか！ 

【解説】「親愛なる」という表現があるので、再び会えて嬉しいという文になる
と自然です。したがって、paura「恐れ、恐怖」や peccato「残念なこと」では
なく、「喜び」を意味する c) piacereが適切です。 

 

N 42  c    【正答率】40.8% 

【訳】お見事ですね、ルチーア！ このローストは本当に美味しいです！ 

【解説】「ロースト」の性質を説明する叙述補語として適切なのは、「美味し
い」を意味する形容詞 buonoの c)が正解です。bravoは「有能な」という意
味の形容詞、bene は「上手に」という意味の副詞、または「良いこと」という



意味の名詞で、いずれも「ロースト」の叙述補語として不自然です。 

 

N 43  b    【正答率】55.8% 

【訳】今日私たちはゆっくりと昼食をとることができます。私は急いでないの
です。午後は仕事がありません。【解説】〈avere fame〉は「空腹である」、
〈avere fretta〉は「急いでいる」、〈avere tempo〉は「時間がある」という意
味の成句です。文脈から non ho fretta「急いでいない」の b)が正解です。 

 

PARTE III (N 50 – 56)  

 

【訳】マルティーナとイヴァーノは結婚していませんが、30年近く前から一緒
にいます。彼らはプーリア州に、バーリから遠くない町モノーポリの、海に面
した家に住んでいます。彼らの 2 人の子供たちはもう大きくて、もう彼らと暮
らしてはいません。年上の方のサーラは現在フランスに住んでおり、ジャー
ナリストで、独身生活を謳歌しています。もう 1 人の子供のロベルトは、姉よ
り 4 歳年下で、まだ大学に通っています。彼はナーポリで外国語を学んで
います。もうすぐ修了しますが、スペイン語にみがきをかけるため、卒業後
すぐスペインに行って何年か暮らしたいと思っています。 

マルティーナとイヴァーノは 2 人ともバーリの中心街で働いています。彼女
は獣医師で、小さな診療所を持っており、彼は運送会社の社員です。彼ら
は仕事に行くため毎朝早く家を出ます。彼らは仕事には一緒に車で行き、
約 1時間かけます。しばしば、仕事の後で、家に帰る途中、買い物をしに立
ち寄ります。家に着くとすぐ、何か料理して、それから夕食を取ります。食べ
ながらテレビを見てくつろぎます。 

2 人ともスポーツをするのが好きです。毎日曜日には彼は朝とても早く起き
てサイクリングをしに行きます。それに対して彼女の方はもう少し寝て、その
後プールに泳ぎに行きます。彼らは毎週土曜日の晩に映画館に行きます。
マルティーナが大好きだからです。イヴァーノにはそれほど好きではないの
ですが、彼女につきあうためにそこに行きます。とはいえ、彼はたまに映画
の最中に眠ってしまうのですが。 

 

N 50  b    【正答率】88.4% 

【訳】イヴァーノはマルティーナの新しい夫だ 

 

N 51  a    【正答率】89.1% 

【訳】彼らの家からは海が見られる 

 

N 52  b    【正答率】78.6% 



【訳】彼らの 2人の子供たちはもう働いている 

 

N 53  a    【正答率】83.0% 

【訳】サーラは結婚していない 


