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単語は課 (unità)、セクション（教科書 (Libro dello studente)、練習問題集 (Quaderno degli esercizi)
、課末テスト (Test finale)、文法 (Grammatica) 毎に分けられ、登場順に並んでいます。 

アクセントが最後から２番目の音節にないとき、あるいは、間違えやすい位置にある場合、アク

セントのある母音に下線が引かれています（例：dialogo, farmacia）。 

 
 Abbreviazioni  短縮形 
avv. avverbio      副詞 
f. femminile            女性 
m. maschile    男性 
sg. singolare              単数 
pl. plurale                   複数 
inf. infinito    不定詞 
p.p. participio passato  過去分詞 

 
 
Unità 1 – Primi incontri 
LIBRO DELLO STUDENTE 
primi (sg. primo): 最初の 
incontri, gli (sg. l’incontro): 出会い 
salutare: 挨拶する 
presentare: 紹介する 
se stessi (sg. se stesso): 自分自身 
gli altri: 他人 
dare del tu: tuを用いて話す 
dare del Lei: Leiを用いて話す 
chiedere: 尋ねる 
dire: 言う 
dove (avv.): どこに 
abita (inf. abitare): 住んでいる 
verbo, il: 動詞 
essere: ～です *英語のbe動詞に当たる 
pronomi personali, i (sg. il pronome personale) : 
人称代名詞 
soggetto, il: 主語 
regolari (sg. regolare): 規則的な 
frase, la: フレーズ、文 
negativa (m. negativo): 否定の 
non (avv.): non（否） 
interrogativa (m. interrogativo): 疑問の 
ciao: やあ、こんにちは、じゃあね *親しい人と

の挨拶の言葉、別れる時にも使う 
buonasera: こんにちは、こんばんは、さような

ら 
*日暮れ時以降、別れる時にも使う 
arrivederci: さようなら 
buongiorno: おはよう、こんにちは *日暮れ頃ま

で、別れる時にも使う 
salve: やあ、こんにちは、また *ciaoよりは堅く

、buongiorno/buonaseraよりは打ち解けた言葉 
guardate (inf. guardare): 見なさい  

foto, le (sg. la foto): 写真 
secondo voi: あなたたちによれば 
cosa …?: 何を…？ 
significano (inf. significare): 意味する 
questi (sg. questo): これらの 
saluti, i (sg. il saluto): 挨拶 
salutate (inf. salutare): 挨拶しなさい 
vostro: あなた方の 
compagno, il: 仲間 
sapete (inf. sapere): 知っている 
chi: 誰 
noti (sg. noto): よく知られた 
personaggi, i (sg. il personaggio): 人物 
italiani (sg. italiano): イタリアの 
conoscete (inf. conoscere): 知っている 
altri (sg. altro): 他の 
famosi (sg. famoso): 有名な 
piacere!: はじめまして、よろしく 
Italia, l’: イタリア 
presentazioni, le (sg. la presentazione) : 紹介 
formali (sg. formale): フォーマルな 
diamo la mano : 握手する 
mano, la (pl. le mani): 手 
quando: ～の時 
qualcuno: 誰か 
diciamo (inf. dire): 言う 
molto (avv.): とても 
lieto: 嬉しい 
uomini, gli (sg. l’uomo): 男性 
o: あるいは 
donne, le (sg. la donna): 女性 
possiamo (inf. potere): ～できる 
semplicemente (avv.): 単に 
oppure: あるいは 
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signore, il: （単数の男性、距離のある相手に対

して敬称、呼びかけで使う） 
signora, la: （単数の既婚女性、距離のある相手

に対して敬称、呼びかけで使う） 
ascoltiamo (inf. ascoltare): 聴きましょう 
dialogo, il (pl. i dialoghi): ダイアローグ 
parliamo (inf. parlare): 話しましょう 
che cosa …?: 何を…？ 
usiamo (inf. usare): 使う 
signorina, la: （単数女性、距離のある相手に対

して敬称、呼びかけで使う） 
riascoltate (inf. riascoltare): 再び聴きなさい 
e: そして 
poi (avv.): それから 
leggete (inf. leggere): 読みなさい 
piccoli (sg. piccolo): 小さい 
gruppi, i (sg. il gruppo): グループ 
no: いいえ 
mi chiamo (inf. chiamarsi): 私の名前は～ 
sì: はい 
giochiamo (inf. giocare): 遊びましょう 
gioco, il (pl. i giochi): ゲーム 
a turno: 順番に 
nome, il : 名 
cognome, il: 姓 
salutano (inf. salutare): 挨拶する 
un po’ di più: もう少し 
collegate (inf. collegare): 結びつけなさい 
domande, le (sg. la domanda): 質問 
risposte, le (sg. la risposta): 答え 
dottor(e), il: （文系大学卒業者や医者に対して敬

称、呼びかけとして使う） 
scrivete (inf. scrivere): 書きなさい 
ripetete (inf. ripetere): 繰り返しなさい 
ma: しかし 
arrivederLa: （敬称を用いる単数の相手に対し）

さようなら 
buona serata: こんばんは 
buona (m. buono): 良い 
serata, la: 夕べ 
io: 私は 
tu: 君は、あなたは 
lui: 彼は 
lei: 彼女は 
Lei: （敬称を使うべき距離のある相手に対して）

あなたは 
noi: 私たちは 
voi: 君たちは、あなたたちは 
loro: 彼らは、彼女らは 
italiano, l’: イタリア語 
soprattutto (avv.): 特に 
dare: 与える 
enfasi, l’ (f.): 強調、誇張 

incontriamo (inf. incontrare): 会う 
andiamo via : 立ち去る 
spesso (avv.): しばしば、よく 
anche: ～もまた 
buona giornata: 良い日を 
solo (avv.): ～だけ 
persona, la: 人 
buona notte: おやすみなさい 
notte, la: 夜 
soltanto (avv.): ～だけ 
prima di: ~の前に 
andare a letto: ベッドに入る、床に就く、寝る 
letto, il: ベッド 
di solito: ふつう 
bene (avv.): よく 
meglio (avv.): ~の方がよい 
più (avv.): より多くの 
in coppia: 2人組で 
…, vero?: …でしょ 
scoperta, la: 発見 
rileggete (inf. rileggere): 再び読みなさい 
esercizi, gli (sg. l’esercizio): 練習問題 
unità, l’ (pl. le unità): ユニット、課 
presentatevi (inf. presentarsi): 自己紹介しなさ

い 
suo: 彼の 
di dov’è …?: どこの出身？ 
Bologna: ボローニャ 
Bolzano: ボルツァーノ 
Milano: ミラノ 
indicate (inf. indicare): 示しなさい 
corrette (sg. corretta; m. corretto): 正しい 
formiamo (inf. formare): 作る 
mettiamo (inf. mettere): 置く 
dopo (avv.): 後で 
immaginate (inf. immaginare): 想像しなさい 
osservate (inf. osservare): 観察しなさい 
cartina, la: 地図 
copertina, la: 表紙 
fate (inf. fare): ～しなさい 
attività, l’ (pl. le attività): 活動、行動 
tutti : 全員、みんな 
insieme (avv.): 一緒に 
pronuncia, la: 発音 
parole, le (sg. la parola): 言葉、単語 
suono, il: 音 
Genova: ジェノヴァ 
Cinzano: チンツァーノ 
Chianti: キァンティ 
Perugia: ペルージャ 
come (avv.): ～のような 
caffè, il (pl. i caffè): コーヒー 
gatto, il : 猫 
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giorno, il: 日 
qualche: いくつかの、いくらかの 
consiglio, il (pl. i consigli): 助言、アドヴァイス 
il più possibile: できるだけ 
CD audio, il (pl. i CD): 音声CD 
importante: 重要な 
capire: 理解する 
tutto: 全部 
ascolto, l’: リスニング 
cercate di (inf. cercare): ～しようと努力しなさ

い 
contenuto, il: 内容 
in generale: だいたいの 
città, la (pl. le città): 町 
da vicino: 近くから（見る） 
da gustare: 味わうべき 
significato, il : 意味 
associate (inf. associare): 結び付けなさい 
nuova (m. nuovo): 新しい 
straniere (sg. straniera; m. straniero): 外国の 
molte (sg. molta; m. molto): 多くの 
simili (sg. simile): 似ている 
diverse (sg. diversa; m. diverso): 様々な 
lingue, le (sg. la lingua): 言語 
museo, il: 博物館 
inglese, l’: 英語 
francese, il: フランス語 
spagnolo, lo: スペイン語 
abbinate (inf. abbinare): 結び付けなさい 
mini dialoghi, i (sg. il mini dialogo): ミニ会話 
seguenti (sg. seguente): 次の 
sole, il : 太陽 
musica, la (pl. le musiche): 音楽 
bar, il (pl. i bar): バール 
città d’arte, la: 芸術都市 
arte, l’ (f.): 芸術 
mare, il: 海 
sport, lo (pl. gli sport): スポーツ 
macchina, la: 車 
arena, l’: 野外劇場 
opera (lirica), l’: オペラ 
cos’è …?: 何…？ 
per voi: 君たちにとって、あなたたちにとって 
ripassiamo (inf. ripassare): 復習しましょう 
comunicazione, la: コミュニケーション 
lasciamo (inf. lasciare): （人と）別れる 
grammatica, la (pl. le grammatiche): 文法 
affermativa (m. affermativo): 肯定の 
cosa so fare?: 私は何ができるのか？ 
so (inf. sapere): できる 
fare: する 
scheda, la: 整理カード 
autovalutazione, l’ (f.): 自己評価 

completate (inf. completare): 埋めなさい 
spazi, gli (sg. lo spazio): 空欄 
negare: 否定する 
Parigi: パリ 
coniugare: （動詞を）活用する、変化させる 
verificate (inf. verificare): 確認しなさい、～と

照合しなさい 
a pagina…: …ページで 
pagina, la: ページ 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
adatti (sg. adatto): ふさわしい 
mamma, la: ママ 
forme, le (sg. la forma): 形 
espressioni, le (sg. l’espressione): 表現 
mattina, la: 朝 
amico, l’ (pl. gli amici): 男友達 
professore, il: 先生 
sera, la: 夕方 
lezione, la: 授業 
andate (inf. andare): 行く 
dormire: 寝る、眠る 
estranea (m. estraneo): 関係のない 
due: 二人の 
volete (inf. volere): ～したい 
se: もし～なら 
affermazione, l’ (f.): 平叙文 
punto interrogativo, il: 疑問符 
punto, il: 点 
tutti e due: 両方とも 
colonna, la: （表の）列 
giusta (m. giusto): 正しい 
ad alta voce: 大きな声で 
alta (m. alto): 大きな 
voce, la: 声 
Roma: ローマ 
Torino: トリノ 
qui (avv.): ここ 
cruciverba, il : クロスワードパズル 
ricostruite (inf. ricostruire): 組み立て直しなさい 
costruite (inf. costruire): 組み立てなさい 
attenzione, l’ (f.): 注意 
ci sono (inf. esserci): （複数のもの）がある 
tre: ３ 
in più: 余計に 
Firenze: フィレンツェ 
Siena: シエナ 
lettere, le (sg. la lettera): 文字 
mancanti (sg. mancante): 欠けている 
cartolina, la: 絵葉書 
via, la: 通り 
a presto: またね、近いうちにね 
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Unità 2 – Al bar 
LIBRO DELLO STUDENTE 
al bar: バールで 
come sta: 元気ですか 
ringraziare: お礼を言う 
esprimere : 表現する 
desideri, i (sg. il desiderio): 要望 
vorrei (inf. volere): ～したいのですが 
telefono, il: 電話 
ordinare: 注文する 
stare : （健康状態が）～である 
numeri, i (sg. il numero): 数字 
sostantivi, i (sg. il sostantivo): 名詞 
articolo indeterminativo, l’: 不定冠詞 
come va?: 調子はどう？ 
come stai?: 元気？ 
benissimo (avv.): とても 
grazie: ありがとう 
non c’è male: 悪くはない 
abbastanza (avv.): かなり 
così così (avv.): まあまあ 
male (avv.): 悪い 
conoscente, il/la: 知り合い 
chattano (inf. chattare): チャットする 
sottolineate (inf. sottolineare): 下線を引きなさ

い 
formule, le (sg. la formula): 定型表現 
disturbo (inf. distrubare): 迷惑をかける 
carissimo : 親愛なる 
senti, … (inf. sentire): 聞いて、ねえ 
bella (m. bello): （単数の女性に対して親しみを

こめて）ねえ君 
per ora : 今のところは 
a più tardi: あとでね 
tardi (avv.): 遅く 
lavoro (inf. lavorare): 私は仕事する 
a domani: 明日ね 
domani (avv.): 明日 
chattata, la: チャット 
va bene: OK 
alla prossima: 次の機会に 
altrettanto (avv.): （挨拶を返す際に使う）同じ

く 
quaderno, il: ノート 
precedente: 前例 
rispondere: 返事する 
cancellate (inf. cancellare): 消しなさい 
sbagliata (m. sbagliato): 間違った 
telefonata, la: 通話 
pronto: もしもし 
proprio : 自分の 
trovate (inf. trovare): 見つけなさい 
corrispondono (inf. corrispondere): 対応する 

come, scusa?: すみません、何と言いましたかか

？ 
ditta, la: 会社 
non c’è: おりません 
scusi?: すみません 
cellulare, il: 携帯電話 
un momento: 少々（お待ちください） 
per favore: どうぞ 
ecco: はい、これです 
numero, il: 番号 
tre: ３ 
nove: ９ 
otto : ８ 
cinque: ５ 
due: ２ 
uno: １ 
sette : ７ 
sei: ６ 
quattro: ４ 
conversazione, la : 会話 
telefonica (m. telefonico): 電話での 
in tre: 3人で 
secondo: ～にならって 
modello, il: 例 
riceve (inf. ricevere): 受取る 
desidera (inf. desiderare): ～を望む 
dà (inf. dare): 与える 
chiama (inf. chiamare): ～に電話をかける 
ufficio, l’ (pl. gli uffici): オフィス 
azienda, l’: 企業 
dice (inf. dire): 言う 
senza: ～なしで 
telefonare a: ～に電話する 
dobbiamo (inf. dovere): ～しなければならない 
prefisso, il : 市外局番 
zero: ０ 
ad esempio: 例えば 
iniziano (inf. iniziare): 始まる 
internazionale: 国際の 
indica (inf. indicare): 示す 
locale notturno, il: ナイトスポット 
come (avv.): ～のように 
paesi, i (sg. il paese): 国 
dizionario, il (pl. i dizionari): 辞書 
vocaboli, i (sg. il vocabolo): 語彙 
cartoncini, i (sg. il cartoncino): 小さいカード 
segnate (inf. segnare): 書きなさい 
caratteristiche, le (sg. la caratteristica): 特徴 
grammaticali (sg. grammaticale): 文法の 
informazioni, le (sg. l’informazione): 情報 
facilitano (inf. facilitare): 容易にする、助ける 
apprendimento, l’ : 習得 
accanto a: ～のそばに 
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ogni: 各 
terminano (inf. terminare): 終わる 
consonante, la : 子音 
in genere: 一般的に 
computer, il (pl. i computer): コンピューター 
immagine, l’ (f.): 画像 
ordinazioni, le (sg. l’ordinazione): 順序 
in basso: 下にある 
a destra: 右にある 
cameriere, il: ウェイター 
prendete (inf. prendere): 注文します 
cappuccino, il: カプチーノ 
cornetto, il: コルネット（クロワッサンに似たパ

ン） 
invece (avv.): それに反して 
acqua minerale, l’: ミネラル・ウォーター 
gelato, il: アイスクリーム 
spremuta, la: 生搾りジュース 
arancia, l’ (pl. le arance): オレンジ 
vediamo (inf. vedere): 見ましょう 
colori, i (sg. il colore): 色 
cliente, il/la: 客 
spumante, lo: スプマンテ（発泡性ワイン） 
tè, il (pl. i tè): 紅茶 
tovagliolino, il: ナプキン 
birra, la : ビール 
amaro, l’: ビターズ 
latte macchiato, il: 牛乳に少量のコーヒーをたら

した飲み物 
latte, il: 牛乳 
aranciata, l’: オレンジジュース 
whisky, il: ウィスキー 
bustina, la: 袋 
zucchero, lo : 砂糖 
aperitivo, l’: 食前酒 
cucchiaino, il: 小さじ 
tramezzino, il: サンドイッチ 
cognac, il: コニャック 
pizzetta, la: 小さいピザ 
grappa, la: グラッパ 
regola, la: 規則 
riguardate (inf. riguardare): 再び見なさい 
iniziale: 始まりの 
listino prezzi, il: 料金表 
ordinate (inf. ordinare): 注文しなさい 
bevande, le (sg. la bevanda): 飲み物 
alcoliche (sg. alcolica; m. alcolico): アルコール

のある 
analcoliche (sg. analcolica; m. analicolico): アル

コールのない 
calde (sg. calda; m caldo): 温かい 
decaffeinato : カフェイン抜きの 
snack, lo: スナック 

leggere : 読む 
giornale, il: 新聞 
lettera, la: 手紙 
bottiglia, la: ボトル 
vino, il: ワイン 
inserite (inf. inserire): 入れなさい 
conto, il: 勘定 
bicchiere, il: グラス、コップ 
prego: どうぞ、どういたしまして 
situazioni, le (sg. la situazione): 状況 
scegliete (inf. scegliere): 選ぶ 
preparate (inf. preparare): つくりなさい 
classe, la: クラス 
per strada: 路上で 
paghiamo (inf. pagare): 支払う 
tavolo, il: テーブル 
a causa di…: …のために 
servizio, il: サービス 
banco, il: カウンター 
secondo: 後者の 
caso, il: 場合 
passare: 寄る 
cassa, la: レジ 
scontrino, lo: レシート 
cultura, la: 文化 
rappresenta (inf. rappresentare): 表す、象徴す

る 
vera e propria (m. vero e proprio): 正真正銘の 
intendono (inf. intendere): 意味する 
sempre (avv.): 常に 
espresso, l’: エスプレッソ・コーヒー 
caffè corretto, il: リキュール入りコーヒー 
caffè macchiato, il : 少量のミルクをたらしたコ

ーヒー 
freddo : 冷たい 
caffè lungo, il: 薄めのコーヒー 
caffè ristretto, il: 濃いコーヒー 
poco: 少しの 
forte: 強い 
schiuma, la: 泡 
differenza, la: 違い 
tipi, i (sg. il tipo): タイプ 
consumazione, la: 飲むこと 
offerta, l’: 提供 
più care che: ～より値段が高い 
meno care che: ～より値段が高くない 
pagamento, il: 支払い 
prima (avv.): まず 
dopo (avv.): 後で 
fumare: タバコを吸う 
è vietato: 禁止されている 
è permesso: 許されている 
a qualsiasi ora: どんな時間でも 
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qualsiasi: どんな～でも 
ora, l’: 時間 
bere : 飲む 
mangiare: 食べる 
momento, il: 機会 
irregolari (sg. irregolare): 不規則な 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
avete (inf. avere): 持っている 
mettete in ordine (inf. mettere in ordine): 順番

に並べなさい 
messaggi, i (sg. il messaggio): メッセージ 
cibi, i (sg. il cibo): 食べ物 
tabella, la: 表 
disegni, i (sg. il disegno): 絵 
protagonisti, i (sg. il protagonista): 主人公、登場

人物 
colazione, la: 朝食 
pranzo, il: 昼食 
casa, la: 家 
vaso, il: 花瓶 
sedia, la: 椅子 
penna, la: ペン 
museo, il : 博物館 
elementi, gli (sg. l’elemento): 要素 
il maggior numero possibile: できるだけ多い数 
Verona: ヴェローナ 
ogni volta: 毎回 
modo, il: 方法 
 
 
Unità 3 – Che lavoro fa? 
LIBRO DELLO STUDENTE 
che lavoro fa (Lei)?: どんなお仕事をされていま

すか？ 
lavoro, il: 仕事 
professioni, le (sg. la professione): 職業 
nazionalità, la (sg. le nazionalità): 国籍 
articolo determinativo, l’: 定冠詞 
aggettivi, gli (sg. l’aggettivo): 形容詞 
preposizioni semplici, le (sg. la preposizione 
semplice): 単純前置詞 
insegnante, l’ (m./f.; pl. gli/le insegnanti): 教師 
attore, l’ (m.): 俳優 
medico, il (pl. i medici): 医者 
commessa, la: （女性の）店員 
impiegato, l’ : （男性の）給与所得者、会社員 
operaio, l’ (pl. gli operai): （男性の）工員 
luoghi di lavoro, i (sg. il luogo di lavoro): 仕事場

所 
fabbrica, la (pl. le fabbriche): 工場 
ospedale, l’ (m.): 病院 
negozio, il (pl. i negozi): 店 

teatro, il: 劇場 
scuola, la: 学校 
come si dice …?: …は何と言う？ 
banca, la (pl. le banche): 銀行 
agenzia, l’: 事務所 
indicare: 表す 
settori lavorativi, i (sg. il settore lavorativo): 仕
事の分野 
termini, i (sg. il termine): 用語 
scienziato, lo : 科学者 
agenzia pubblicitaria, l’: 広告会社 
giornalista, il/la (pl. i giornalisti / le 
giornaliste): 新聞記者 
grafico, il (pl. i grafici): グラフィック・デザイナ

ー 
cantante, il/la (pl. i/le cantanti): 歌手 
segretaria, la: 秘書 
avvocato, l’: 弁護士 
cuoco, il (pl. i cuochi): 料理人 
art director, l’ (pl. gli art director): アート・デ

ィレクター 
psicologo, lo (pl. gli psicologi): 心理学者、心理

カウンセラー 
infermiera, l’: （女性の）看護師 
organigramma, l’ (pl. gli organigrammi): 組織図 
direttore, il: 社長 
reparto creativo, il: 企画部 
reparto marketing, il: マーケティング部 
reparto amministrativo, il: 管理部 
copywriter, il/la (pl. i/le copywriter): コピーラ

イター 
responsabile marketing, il/la: マーケティング部

長 
contabile, il/la: 会計 
assistente, l’ (m./f.; pl. gli/le assistenti): アシ

スタント 
stagista, lo/la (pl. gli stagisti / le stagiste): イン

ターン、研修生 
casalinga, la (pl. le casalinghe): 主婦 
pensionato, il: （男性の）年金生活者 
la maggior parte di: 大半の 
uguali (sg. uguale): 同じ 
regione, la: 州 
Francia, la: フランス 
quali (sg. quale): どの 
ognuno: それぞれ 
interpreta (inf. interpretare): 演じる 
ruolo, il: 役 
tedesca (m. tedesco): ドイツ人の 
Monaco: ミュンヘン 
Marsiglia: マルセイユ 
Zurigo: チューリッヒ 



Arrivederci! 1 
単語帳 

 

 
Edizioni Edilingua 

7 

dentista, il/la (pl. i dentisti / le dentiste): 歯医

者 
adesso (avv.): 今 
ingegnere, l’ (m./f.): （男性の）エンジニア 
di dove sei?: どこの出身？ 
francese (m./f.) : フランス人の 
austriaca (m. austriaco): オーストリア人の 
Vienna: ウィーン 
americano: アメリカ人の 
architetto, l’: 建築家 
inglese (m./f.): イギリス人の 
spagnolo: スペイン人の 
svizzero: スイス人の 
abbinamento, l’: 組合せ 
vivete (inf. vivere): 住んでいる 
città di origine, la: 出身地 
Inghilterra, l’: イギリス 
ci troviamo (inf. trovarsi): いる 
almeno (avv.): 少なくとも 
rimane (inf. rimanere): 留まる 
identità, l’ (pl. le identità): アイデンティティー

、特徴 
osservate (inf. osservare): 観察しなさい 
corrispondente: 対応する 
sciopero, lo: ストライキ 
pescheria, la: 魚屋 
pescatore, il: 釣り人 
scultore, lo: 彫刻家 
pizza, la: ピザ 
pasta, la: パスタ 
mozzarella, la: モッツァレッラ・チーズ 
olio extravergine d’oliva, l’: エキストラ・ヴァ

ージン・オリーヴ油 
olio, l’: 油 
oliva, l’: オリーヴ 
aceto, l’: 酢 
aceto balsamico, l’: バルサミコ酢 
prosciutto, il: プロシュット、ハム 
Parma: パルマ 
moda, la: ファッション 
breve: 短い 
testo, il: 文章 
categoria, la: カテゴリー 
marchi, i (sg. il marchio): ブランド 
alimenti, gli (sg. l’alimento): 食物 
design, il: デザイン 
prodotti, i (sg. il prodotto) : 製品 
un paio (pl. le paia) di : 一組の 
jeans, i: ジーンズ 
accordo, l’: 一致 
traduzione, la: 翻訳 
stesse (sg. stessa; m. stesso): 同じ 
 

QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
studio legale, lo: 法律事務所 
hotel, l’ (pl. gli hotel): ホテル 
crucipuzzle, il (pl. i crucipuzzle): シークワーズ 
desinenze, le (sg. la desinenza): 語尾変化 
Cefalù: チェファルー 
Londra: ロンドン 
Europa, l’: ヨーロッパ 
turco: トルコ人の 
portoghese (m./f.): ポルトガル人の 
russo: ロシア人の 
polacco: ポーランド人の 
svedese (m./f.): スウェーデン人の 
Spagna, la: スペイン 
Austria, l’: オーストリア 
Turchia, la: トルコ 
Germania, la: ドイツ 
Portogallo, il: ポルトガル 
Russia, la: ロシア 
Polonia, la: ポーランド 
Svezia, la: スウェーデン 
Gran Bretagna, la: イギリス 
torre, la: 塔 
castello, il: 城 
Porta di Brandeburgo, la: ブランデンブルグ門 
Colosseo, il: コロッセオ 
Napoli: ナポリ 
Padova: パドヴァ 
Brindisi: ブリンディジ 
Lione: リヨン 
Taormina: タオルミナ 
Barcellona: バルセロナ 
meccanico, il (pl. i meccanici): 機械工 
quale: どの 
vieni (inf. venire): 来る 
Argentina, l’: アルゼンチン 
dati, i (sg. il dato): データ、情報 
annunci, gli (sg. l’annuncio): 広告、記事、知ら

せ 
cerca (inf. cercare): 探している 
ottima (m. ottimo): 大変優れた、良い 
conoscenza, la: 知識 
candidata, la: （女性の）応募者、候補者 
ideale: 理想的な 
meno di : ～未満 
diplomata, la: （女性の）高校卒業者、専門学校

修了者 
gestire: 管理する 
rapporti, i: 関係、つながり 
seguire: フォローする、管理する 
agenda, l’: 予定表 
tre stelle: 三ツ星 
Lucca: ルッカ 
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ricerca (inf. ricercare): 探す 
è richiesta: 要求される 
esperienza, l’: 経験 
gestione, la: 運営、管理 
sala da pranzo, la: 食堂、レストランホール 
accoglienza, l’: もてなし、接待 
necessaria (m. necessario) : 必要 
Lecco: レッコ 
orario di lavoro, l’ : 労働時間 
durata, la: 期間 
contratto, il: 契約 
anno, l’: 年 
centro, il: 中心 
segreteria, la: 事務局 
requisiti, i (sg. il requisito): 必要条件 
minimi (sg. minimo): 最低限の 
età, l’ (pl. le età): 年齢 
diploma, il (pl. i diplomi): 卒業資格、修了資格 
scuola superiore, la: 高校 
 
 
Unità 4 – Tempo libero 
LIBRO DELLO STUDENTE 
tempo libero, il: 余暇 
tempo, il: 時間 
libero : 暇な 
preferenze, le (sg. la preferenza): 好み 
proposta, la: 提案 
prezzo, il: 価格、値段 
piace (inf. piacere): （単数のものが）好きであ

る 
piacciono (inf. piacere): （複数のものが）好き

である 
giocare a calcio: サッカーをする 
calcio, il: サッカー 
navigare in Internet: ネットサーフィンをする 
nuotare: 泳ぐ 
guardare la televisione: テレビを見る 
suonare uno strumento: 楽器を演奏する 
strumento, lo: 楽器 
leggere: 読書 
viaggiare: 旅行 
fare jogging: ジョギング 
mimate (inf. mimare): 身ぶり手ぶりで表現しな

さい 
hobby, l’ (pl. gli hobby): 趣味 
che cosa ti piace di più?: 君は、あなたは何がよ

り好き？ 
chiave, la : 鍵 
c’è (inf. esserci): （単数のもの）がある 
ristorantino, il: 小さなレストラン、かわいいレ

ストラン 
fuori città: 町の外れ 

discoteca, la: ディスコ、クラブ 
sabato sera: 土曜の夜 
che noia: なんて退屈、うんざり 
mangiare fuori: 外食する 
fuori (avv.): 外で 
ristoranti, i (sg. il ristorante): レストラン 
campagna, la: 田舎 
cosa, la: 物事 
per niente: まったく～ない 
scusate (inf. scusare): すみません 
beh: そうだなあ、そうねえ 
tante (sg. tanta; m. tanto): たくさんの、多くの 
cene, le: 夕食 
pizzerie, le: ピザ屋 
benissimo (avv.): とてもよい 
allora (avv.): それでは 
ballare: 踊る 
preferire: より好む 
affatto (avv.): まったく 
passare: 過ごす 
quindici: １５ 
scambiatevi (inf. scambiarsi): お互いに交換しな

さい 
foglietti, i (sg. il foglietto): 小さな紙 
faccine, le (sg. la faccina): 小さな顔 
quasi (avv.): ほぼ 
eccellente: とびきり上等な 
moltissimo (avv.): とても 
poco (avv.): あまり～でない 
tanto (avv.): とても 
lista, la: リスト 
cinema, il (pl. i cinema): 映画館 
calcio, il: サッカー 
cantare: 歌う 
sciare: スキーをする 
carte, le (sg. la carta): トランプ 
spaghetti, gli (sg. lo spaghetto): スパゲッティ 
studiare: 勉強する 
girate per la classe: クラスの中をまわりなさい 
pianoforte, il: ピアノ 
volentieri (avv.): 喜んで 
lato, il: 片側 
descrive (inf. descrivere): 描写する 
pronunciare: 発音する 
inchiesta, l’: アンケート 
tema, il (pl. i temi): テーマ 
giovani, i (sg. il giovane): 若者 
meno giovani, i: 若くない人 
intervistati, gli (sg. l’intervistato): インタビュー

される人 
ho 12 anni: 私は12歳です 
bicicletta, la: 自転車 
videogame, il (pl. i videogame): ビデオゲーム 
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videogiochi, i (sg. il videogioco): ビデオゲーム 
boh: （わからないときに）さあ 
in pensione: 年金生活をしている 
libri, i (sg. il libro): 本 
biblioteca, la: 図書館 
piena di (m. pieno): ～でいっぱいの 
occhiali, gli : （複数形で）眼鏡 
a 60 anni: 60歳で 
è dura: 厳しい 
l’anno prossimo: 来年 
prossimo: 次の 
università, l’ (pl. le università): 大学 
terza età, la: 老年期 
imparare: 学ぶ 
quanti anni hai?: あなたは何歳？ 
a sinistra: 左にある 
gioco a catena, il: チェーンゲーム 
possedete (inf. possedere): 所有する 
in comune: 共通に 
corsisti, i (sg. il corsista): 講座の受講生 
attenzione a: ～に注意 
accento, l’: アクセント記号 
tipo, il: タイプ 
documenti, i (sg. il documento): 書類 
quanto costa …?: （単数のものが）いくらですか

？ 
quanto (avv.): いくら 
ecco: これです 
biglietto, il: チケット 
giglio, il (pl. i gigli): ユリ 
figlio, il (pl. i figli): 息子 
aglio, l’: にんにく 
moglie, la: 妻 
gnocchi, gli : ニョッキ 
montagna, la: 山 
lasagne, le: ラザーニャ 
confrontate (inf. confrontare): 比較しなさい 
statistica, la: 統計表 
chiaro: 明らかな 
durante: ～の間 
domenica, la: 日曜 
dedicano (inf. dedicare): 充てる、割く 
circa (avv.): 約、およそ 
attività, l’ (pl. le attività): 活動 
amano (inf. amare): 愛する 
più di …: ～以上の 
al giorno: 一日につき 
metà, la: 半分 
settimana, la: 一週間 
inoltre (avv.): その上 
comunicare: コミュニケーションを取る 
inviare: 送る 
alcuni: 何人か 

in media: 平均して 
mentre: 一方 
lettura, la: 講読 
quotidiani, i (sg. il quotidiano): 日刊紙 
diffusa (m. diffuso): 普及している 
un italiano su quattro: 4人に1人のイタリア人 
compra (inf. comprare): 買う 
seguire: 続けて見る 
eventi, gli (sg. l’evento): イベント 
sportivi (sg. sportivo): スポーツの 
stadio, lo (pl. gli stadi): スタジアム 
regolarmente (avv.): 定期的に、規則的に 
radio, la (pl. le radio): ラジオ 
concerti, i (sg. il concerto): コンサート 
musica leggera, la: 軽音楽 
classica (m. classico): クラシックの 
lirica (m. lirico): オペラの 
visitano (inf. visitare): 訪れる 
mostre, le (sg. la mostra): 展覧会 
20 per cento: 20% 
frequenza, la: 頻度 
sondaggio, il: 調査 
mai (avv.): 決して～ない 
a volte: 時々 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
trasformate (inf. trasformare): 形を変えなさい 
spettacoli, gli (sg. lo spettacolo): 出し物、ショ

ー 
relative a: ～に関連した 
fare shopping: ショッピングする 
che bello!: なんて素敵！ 
perché: なぜ 
veloce: 速い 
utile: 役に立つ 
leggero: 軽い 
pratico: 実用的な 
elegante: エレガントな 
complimenti!: 素晴らしい！ 
fresco: 新鮮である、新しい 
cane, il: 犬 
cifre, le (sg. la cifra): 数字 
manca (inf. mancare): 欠けている 
sotto: ～の下に 
contengono (inf. contenere): 含む 
 
 
Facciamo il punto? 1 
facciamo il punto: 要点を見極める 
ripassiamo giocando: 遊びながら復習しましょう 
filastrocca, la: 童謡 
forse (avv.): おそらく 
personali (sg. personale): 個人的な 
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leggetene uno alla volta: 一度に一枚読みなさい 
di chi è?: （単数のものが）誰の？ 
per me: 私が思うに 
brava (sg. bravo): そのとおり 
dado, il: サイコロ 
ogni: 各 
giocatore, il: ゲーム参加者 
tira il dado: さいころを投げる 
muove (inf. muovere): 動かす 
pedina, la: こま 
caselle, le (sg. la casella): 枠 
partenza, la: スタート 
arrivo, l’: ゴール 
scala, la: 梯子 
andate avanti: 前へ進みなさい 
scivolo, lo: 滑り台 
tornate (inf. tornare): 戻りなさい 
indietro (avv.): 後ろに 
compagno di gioco, il: ゲームの仲間 
oggetti, gli (sg. l’oggetto): もの 
chitarra, la: ギター 
contrario, il (pl. i contrari): 反対語 
infine (avv.): 最後に 
in basso: 下にある 
lettera, la: 文字 
alfabeto, l’: アルファベート 
contate (inf. contare): 計算しなさい 
punti, i: 点数 
punteggio, il (pl. i punteggi): 得点 
errato : 誤った 
sbagliata (m. sbagliato): 間違った 
nessuna (m. nessuno): 何も～ない 
 
 
Unità 5 – L’albergo ideale!  
LIBRO DELLO STUDENTE 
albergo, l’ (pl. gli alberghi): ホテル 
prenotare: 予約する 
camera d’albergo, la: ホテルの部屋 
fare lo spelling: スペリングする 
reclamo, il: クレーム 
spiegare: 説明する 
motivo, il: 動機 
mesi, i (sg. il mese): 月 
piscina, la: プール 
non fumatori (sg. non fumatore): 非喫煙者用の 
accesso a Internet, l’: インターネッ接続 
giardino, il: 庭 
minibar, il (pl. i minibar): ミニバー 
aria condizionata, l’: エアコン 
parcheggio, il (pl. i parcheggi): 駐車場 
aperto 24 ore su 24: 24時間オープン 
offrono (inf. offire): 提供する 

discutete (inf. discutere): 議論しなさい 
comodo: 快適な 
ascensore, l’ (m.): エレベーター 
presente, il: 現在時制 
coniugazioni, le (sg. la coniugazione): 動詞の活

用、変化 
differenze, le (sg. la differenza): 違い 
punti in comune, i (sg. il punto in comune): 共通

点 
prenotazione, la: 予約 
camera doppia, la: ツインルーム 
camere singole, le (sg. la camera singola): シン

グルルーム 
rimangono (inf. rimanere): とどまる、滞在する 
fumatori, i (sg. il fumatore): 喫煙者の 
quarto piano, il: 4階（日本では5階） 
piano, il: フロア、階 
ultimo: 最上の 
parte, la: 部分 
reception, la (pl. le reception): レセプション、

受付 
controllo (inf. controllare): チェックします、調

べます 
non c’è problema: 問題ありません 
problema, il (pl. i problemi): 問題 
ecco le chiavi: はい、鍵です 
là (avv.): あちら 
in fondo: 奥に 
carrelli portavaligie, i (sg. il carrello 
portavaligie): 荷物運搬用台車 
domani mattina: 明朝 
partire: 出発する 
presto (avv.): 早く 
troppo (avv.): ～すぎる 
però: でも 
guido (inf. guidare): 運転する 
così (avv.): そのようで 
conferma, la: コンファーム 
gentili signori, …: （フォーマルな手紙の書き出

しに使います。「拝啓」「前略」に当たります。

） 
matrimoniale: ダブルの 
al prezzo di …: …の値段で 
euro, l’ (pl. gli euro): ユーロ 
cordiali saluti: （フォーマルな手紙の結びとして

使います。「敬具」「草々」に当たります。） 
servizi, i: サービス 
davanti a: …の前で 
a che nome?: どのお名前で？ 
da/dal/dall’ … a/al/all’ …: …から…まで 
nomi propri, i (sg. il nome proprio): 固有名詞 
cominciano (inf. cominciare): 始まる 
vocale, la: 母音 
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gennaio, il: 1月 
febbraio, il: 2月 
marzo, il: 3月 
aprile, l’: 4月 
maggio, il: 5月 
giugno, il: 6月 
luglio, il: 7月 
agosto, l’: 8月 
settembre, il: 9月 
ottobre, l’: 10月 
novembre, il: 11月 
dicembre, il: 12月 
lunedì, il: 月曜 
martedì, il: 火曜 
mercoledì, il: 水曜 
giovedì, il: 木曜 
venerdì, il: 金曜 
sabato, il: 土曜 
domenica, la: 日曜 
si accordano (inf. accordarsi): 一致する 
genere, il: 性 
tipico: 典型的な 
doccia, la: シャワー 
locale: 地域の 
grande: 大きい 
metodo, il: 方法 
memorizzare: 記憶する 
meglio (avv.): より良く 
lungo: 長い 
corto: 短い 
invariabile: 変化しない 
variabile: 変化する 
cambia (inf. cambiare): 変化する 
confortevoli (sg. confortevole): 快適な 
disponibilità, la: 使用可能 
vista sul mare, la: オーシャンビュー 
privato: プライベートの 
menù, il (pl. i menù): メニュー 
regionale: 地域の 
aperto: 開業、オープンしている 
campeggio, il (pl. i campeggi): キャンプ場 
tranquillo: 静かな 
Toscana, la: トスカーナ州 
spiaggia, la (pl. le spiagge): 砂浜、浜辺 
servizio, il: サービス 
supermercato, il: スーパーマーケット 
pizzeria, la: ピザ屋 
animazione, l’ (f.): アクティビティ 
possibilità, la (pl. le possibilità): 可能性 
a pagamento: 別料金で 
piazzole, le (sg. la piazzola): 小広場 
agriturismo, l’: アグリトゥリズム 
borgo, il: 小さな居住地、大きな村 

posto, il: 場所 
fantastico: 素晴らしい 
vicino a: ～の近くにある 
vacanza, la: ヴァカンス 
originale: オリジナルの 
cucina, la: 料理 
vegetariana (m. vegetariano): ベジタリアンの 
degustazione, la: 試飲 
facilmente (avv.): 容易に 
raggiungibili (sg. reggiungibile): アクセス可能な

、到着可能な 
contento: 満足している 
rispettivi (sg. rispettivo): ぞれぞれの 
clienti, i/le (sg. il/la cliente): お客 
insoddisfatti (sg. insoddisfatto): 不満足な 
rotta (m. rotto): 壊れている、故障している 
rumorosa (m. rumoroso): 騒々しい 
lampadina, la: 電球 
vuoto: 空っぽの 
asciugamani, gli (sg. l’asciugamano): タオル 
funziona (inf. funzionare): 機能する 
niente: 何も 
rumori, i (sg. il rumore): 騒音 
sconto, lo: ディスカウント 
sia .. che …: …も…も 
battute, le (sg. la battuta): セリフ 
soggiorno, il: 滞在、宿泊 
telefonate, le (sg. la telefonata): 通話 
carta di credito, la: クレジットカード 
ricevuta, la: 領収書 
da noi: 私たちの処で 
buon rientro!: ご無事でお帰りください 
in contanti: 現金で 
accettate (inf. accettare): 受け入れる 
pensione, la: ペンション 
appartamento, l’: アパート 
albergo diffuso, l’: アルベルゴ・ディッフーゾ 
quest’ultimo: この最後 
alternativa, l’: 代わるもの 
stanco: 飽きた 
soliti (sg. solito): いつもの 
vantaggio, il (pl. i vantaggi): 利点 
ancora (avv.): いまだに 
abitato: 住まわれている 
vecchio (pl. vecchi): 古い 
edifici, gli (sg. l’edificio): 建物 
abitazioni, le (sg. l’abitazione): 住居 
ristrutturate (sg. ristrutturata; m. ristrutturato): 
修復されている 
salvare: 保護する 
abbandono, l’: 放棄 
giovane: まだ日が浅い 
perfetta, (m. perfetto): 完璧な、申し分のない 
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ricca di (m. ricco): ～で豊かな、～がたくさんあ

る 
negli ultimi anni: 近年 
è nato (inf. nascere): 生まれた 
genere, il: 種類 
rispetto a: ～に比べて 
tradizionali (sg. tradizionale): 伝統的な 
come si scrive?: （単数のものが）どのように書

かれますか？ 
atmosfera, l’: 雰囲気 
colleghi, i (sg. il collega): 同僚 
piacevole: 好ましい 
interessante: 興味深い、面白い 
periodo, il: 期間 
scusi, … (inf. scusare): （単数の敬称を使う相手

に対して）すみません… 
turisti, i (sg. il turista): 観光客 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
simboli, i (sg. il simbolo): シンボル 
note, le (sg. la nota): メモ 
ditta, la: 会社 
tuta, la: （上下のつながった）作業着 
papà, il (pl. i papà): パパ 
papa, il (pl. i papi): 法王 
messe, le (sg. la messa): （穀物の）収穫 
riempite (inf. riempire): 埋めなさい 
modulo, il: 用紙 
data, la: 日付 
firma, la: 署名 
nascita, la: 誕生、出生 
residente: 住んでいる 
indirizzo, l’: 住所 
CAP, il: 郵便番号 
confermare: コンファームする、確定する 
dovete (inf. dovere): ～しなければならない 
subito (avv.): すぐに 
ragazzo, il : 男の子 
gentile: 親切な、優しい、思いやりのある 
ricordate (inf. ricordare): 思い出しなさい 
brochure, la (pl. le brochure): パンフレット 
roccia, la (pl. le rocce): 岩 
lido, il: 砂州、島 
Km (chilometri), i (sg. il chilometro): km（キロ

メートル） 
 
 
Unità 6 – Finalmente a Genova! 
LIBRO DELLO STUDENTE 
finalmente (avv.): とうとう、やっと 
indicazioni stradali, le (sg. l’indicazione 
stradale): 道路標識 
scusarsi: 謝る 

richiamare l’attenzione: 注意を引く 
preposizioni di luogo, le (sg. la preposizione di 
luogo): 場所を表す前置詞 
bellissima (m. bellissimo): とても美しい 
porto, il: 港 
antico: 古い 
acquario, l’ (pl. gli acquari): 水族館 
assolutamente (avv.): 絶対に 
lungomare, il : 海岸通り 
porta (inf. portare): ～に通じている 
stupendo: 素晴らしい、うっとりするほど美しい 
centro storico, il: 歴史的旧市街 
storico: 歴史的な 
cattedrale, il: 大聖堂 
palazzo, il: 宮殿 
ducale: 侯爵の 
piazza, la: 広場 
fontana, la: 噴水 
centrale: 中央の 
moderno: モダンな、近代的な 
lanterna, la: 灯台 
peccato, il: 残念 
magari : そうできればいいのだが 
ritorniamo (inf. ritornare): 戻る 
bacio, il (pl. i baci): キス 
fotografia, la: 写真 
raccontate (inf. raccontare): 語りなさい 
chiesa, la: 教会 
parco, il (pl. i parchi): 公園 
ponte, il: 橋 
vigile, il: （自治体警察の）警官 
percorso, il: 行程 
strada, la: 道、道路 
dritto (avv.): まっすぐ 
superare: 越える 
semaforo, il: 信号 
continuare: 続ける 
fino a: ～まで 
girare: 曲がる 
grazie mille!: どうもありがとうございます! 
ci possiamo rivolgere a: ～に尋ねることができ

る 
passanti, i/le (sg. il/la passante): 通行人 
scusa (inf. scusare): （単数の親称を使う相手に

対して）すみません 
scusi (inf. scusare): （単数の敬称を使う相手に対

して）すみません 
per cortesia: （頼みごとをするときに）どうぞ 
tante grazie!: どうもありがとうございます! 
fermate (inf. fermare): 止めなさい 
qualcuno: 誰かを 
per strada: 路上で 
nessuna (m. nessuno): 何の 
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non siete del posto: あなた方は地元の人間では

ない 
mille grazie: どうもありがとうございます 
non lo so: 私は知らない 
non sono di qui: 私はここのものではない 
incrocio, l’ (pl. gli incroci): 交差点、十字路 
chiedete la strada: 道を尋ねる 
punto di partenza, il: 出発点 
a vostra scelta: あなたたちが選択した 
municipio, il (pl. i municipi): 市役所、村役場 
guida turistica, la: 観光ガイド 
turistica (m. turistico): 観光の 
di fronte a: ～の前に 
Museo archeologico, il: 考古学博物館 
tra il … e il …: …と…の間に 
dietro (a): ～の後ろに 
giardini pubblici, i: 公園 
bambini, i (sg. il bambino): こども 
marito, il: 夫 
si uniscono a (inf. unirsi): ～に結合する 
lontano da : ～から遠い 
portone, il: 表玄関、正面玄関 
farmacia, la: 薬局 
stazione, la: 駅 
schizzi, gli (sg. lo schizzo): スケッチ 
capitale, la: 中心地 
europea (m. europeo): ヨーロッパの 
opere d’arte, le (sg. l’opera d’arte): 芸術作品 
sede, la: 拠点 
festival, il (pl. i festival): フェスティバル 
fiera, la: 見本市 
nautica (m. nautico): 航海に関する 
riassume (inf. riassumere): 再び引き受ける 
moli, i (sg. il molo): 堤防、防波堤 
da sempre: 常に 
emblema, l’ (pl. gli emblemi): 象徴、エンブレム 
faro, il: 灯台 
funzionante : 機能している 
mondo, il: 世界 
struttura, la: 建築物 
acciaio, l’ : 鋼鉄 
vetro, il: ガラス 
a forma di : ～の形の 
sfera, la: 球 
ricrea (inf. ricreare): 再生する 
all’interno: 内部に 
ambiente, l’ (m.): 環境 
tropicale: トロピカルの、亜熱帯の 
città natale, la: 出身都市 
navigatore, il: 航海士 
violinista, il/la (pl. i violinisti / le violiniste): ヴ
ァイオリン奏者 
poeta, il (pl. i poeti): 詩人 

cantautore, il: シンガーソングライター 
pesto, il: ペースト、ジェノヴェーゼソース 
monumenti, i (sg. il monumento): 名所旧跡 
impressioni, le (sg. l’impressione): 印象 
si estende (inf. estendersi): 広がる 
colline, le (sg. la collina): 丘 
numerosi (sg. numeroso): 数多くの 
pubblici (sg. pubblico): 公共の 
permettono (inf. permettere): 可能にする 
raggiungere: たどりつく 
zone, le (sg. la zona): 地域、区域 
alte (sg. alta; m. alto): 高い 
zaino, lo: リュック 
formule di cortesia, le (sg. la formula di 
cortesia): 丁寧な表現方法 
mi dispiace (inf. dispiacere): 私は残念に思う 
verbo modale, il: 様態動詞、従属動詞 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
aeroporto, l’: 空港 
viene a trovarvi: あなたたちに会いに来る 
piantina, la: 小さな地図 
festa, la: パーティー 
quelli (sg. quello): （直前の名詞dialoghiの代用）

それら 
schema, lo (pl. gli schemi): 定型、規則 
elencate (inf. elencare): 一覧をつくりなさい 
topolini, i (sg. il topolino): 小さなねずみ 
Maldive, le: モルジブ 
allenamenti, gli (sg. l’allenamento): 訓練、（ス

ポーツの）練習 
dividete (inf. dividere): 分けなさい 
in base a: ～をもとに 
capoluogo, il (pl. i capoluoghi/capiluoghi): 州都 
Emilia Romagna, l’: エミリア・ロマーニャ州 
industrie, le (sg. l’industria): 産業、工業 
elettroniche (sg. elettronica; m. elettronico): 電
子の 
meccaniche (sg. meccanica; m. meccanico): 機
械の 
alimentari (sg. alimentare): 食品の 
universitaria (m. universitario): 大学の 
tortellini, i (sg. il tortellino): トルテッリーニ 
portici, i (sg. il portico): アーケード 
metri, i (sg. il metro): メートル 
dodicesimo: 第12の 
secolo, il: 世紀 
Medioevo, il: 中世 
basilica, la: バジリカ風聖堂 
Nettuno, il: ネプチューン 
comunale: 市の 
podestà, il (pl. i podestà): 執政長官 
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Unità 7 – Buon viaggio! 
LIBRO DELLO STUDENTE 
buon viaggio!: 良い旅を！ 
mezzi di trasporto, i (sg. il mezzo di trasporto): 
交通手段 
treno, il: 列車 
aereo, l’: 飛行機 
orario, l’ (pl. gli orari): 時刻表 
distanze, le (sg. la distanza): 距離 
fermata dell’autobus, la: バスの停留所 
stazione della metropolitana, la: 地下鉄の駅 
metro(politana), la: 地下鉄 
a piedi: 徒歩で 
in vacanza: ヴァカンスに 
in autobus: バスで 
nave, la: 船 
moto(cicletta), la: オートバイ 
traghetto, il: フェリーボート 
minuti, i (sg. il minuto): 分 
è l’una e trenta/mezzo/mezza: 1時半です 
sono le tredici e trenta: 13時半です 
orario ufficiale, l’ : 正式な時刻 
costoso: 値段が高い 
acquistare: 購入する 
sito, il: サイト 
timbrare: 刻印する 
binario, il: ホーム 
salire: 乗る 
biglietto ferroviario, il: 鉄道切符 
coincidenze, le (sg. la coincidenza): 接続列車 
a che ora …?: 何時に…？ 
vediamo un po’ …: ちょっと、見てみましょう 
alle 9 e 45: 9時45分に 
direttamente (avv.): 直接 
obbligatoria (m. obbligatorio): 義務づけられてい

る 
comunque: いずれにせよ 
prima classe, la: 1等車 
seconda classe, la: 2等車 
solo andata: 片道だけ 
sono centoventitré euro e …: 123ユーロです 
senta, … (inf. sentire): （単数の親称を使う相手

に対して）あのう 
vagone ristorante, il: 食堂車 
certo!: もちろんです 
vero: 正 
falso: 誤 
andata e ritorno: 往復 
posto, il: 座席 
finestrino, il: 小窓 
bancomat, il: 《商標》（銀行の自動引き出しシ

ステム）ATM 
che ore sono?: 何時ですか？ 

Sono le 2 e un quarto: 2時15分です 
da che ora …?: 何時から…？ 
sono le 6 meno dieci : 6時10分前です 
è mezzogiorno: 正午です 
è mezzanotte: 真夜中です 
succede (inf. succedere): 起こる 
aspettare: 待つ 
andare a trovare: 会いに行く 
Campania, la: カンパーニア州 
Caserta: カゼルタ 
reggia, la: 王宮 
Sorrento: ソッレント 
costa, la: 海岸 
abbraccio, l’ (pl. gli abbracci): ハグ 
annunci, gli (sg. l’annuncio): お知らせ、アナウ

ンス 
Siracusa: シラクーサ 
mezzogiorno, il: 正午 
mezzanotte, la: 真夜中 
aggiungere: 付け加える 
del mattino / di mattina: 朝の／午前中の 
del pomeriggio / di pomeriggio: 午後の 
di sera: 夕方の 
fate attenzione a: ～に注意しなさい 
feriali (sg. feriale): 平日の 
lavorativi (sg. lavorativo): 就業の 
festivi (sg. festivo): 祝祭日の 
espressamente (avv.): はっきりと 
di sabato: 土曜日に 
fumetto, il: 漫画 
esatte (sg. esatta; m. esatto): 正しい 
corridoio, il (pl. i corridoi): 通路 
bagagli, i (isg. il bagaglio): 荷物 
imbarcare: 積み込む 
valigia, la: スーツケース 
nastro, il : ベルト 
vede (inf. vedere): わかる 
non è permesso: （単数のことが）許されていな

い 
portare: 持ち込む 
liquidi, i (sg. il liquido): 液体 
bagaglio a mano, il: 手荷物 
butto (inf. buttare): 捨てる 
cestino, il: かご、ゴミ箱 
profumo, il: 香水 
è tutto?: それで全部ですか？ 
Ecco a Lei: はい、どうぞ 
carta d’imbarco, la: ボーディングカード 
portafoglio, il (pl. i portafogli): 財布 
già (avv.): 既に 
correre : 走る 
uscita, l’: 出口、ゲート 
check-in, il : チェックイン 
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metal detector, il : 金属探知機 
duty-free-shop, il : デューティーフリーショップ 
collegamenti aerei, i (sg. il collegamento 
aereo): 飛行機の接続 
indovinare: 言い当てる 
dista (inf. distare): 距離が離れている 
Reggio Calabria: レッジョ・カラブリア 
Venezia: ヴェネツィア 
un attimo: ちょっと待って 
finisco di (inf. finire): ～を終える 
perché non …?: （否定形で勧誘を示して）…しな

い？ 
…, no?: …でしょ？ 
isola, l’: 島 
bello, no?: 素敵でしょ 
mah: （どう答えていいかわからないとき）さあ

、どうだろう 
spendere: 費やす 
soldi, i: お金 
veramente (avv.): 本当のことを言えば 
Cecina: チェチーナ 
come sempre: いつものように 
non litighiamo (inf. litigare): 喧嘩するのはやめ

ましょう 
prima colazione, la: 朝食 
incluso: 込みの 
trasferimento, il: 移動 
Livorno: リヴォルノ 
la vacanza dei vostri sogni: あなたたちの夢のヴ

ァカンス 
sogni, i (sg. il sogno): 夢 
convincere: 説得する 
la migliore: 最良のもの、最高のもの 
nel 1989: 1989年に 
Ferragosto, il: 聖母被昇天の祝日 
latino, il: ラテン語 
riposo, il: 休み 
popolare: 人気のある 
origine, l’ (f.): 起源 
antichissima (m. antichissimo): 大変古い 
cattolica (m. cattolico): カトリックの 
Assunzione, l’ (f.): 被昇天 
Vergine Maria, la: 聖母マリア 
preferita (m. preferito): 好まれた 
cade (inf. cadere): 当たる 
si ferma (inf. fermarsi): 止まる 
negozi, i (sg. il negozio): 店 
lavoratori, i (sg. il lavoratore): 労働者 
ferie, le: （複数形で）休暇 
di conseguenza: その結果 
affollate (sg. affollata; m. affollato): 混みあって

いる 
traffico, il: 交通 

autostrade, le (sg. l’autostrada): 高速道路 
intenso: 非常に多い 
completi (sg. completo): 満室である 
deserte (sg. deserta; m. deserto): ひと気がない 
comuni, i (il comune): 自治体 
organizzano (inf. organizzare): オーガナイズす

る 
varie (sg. varia; m. vario): 様々な 
manifestazioni, le (sg. la manifestazione): 催し

もの 
processioni, le (sg. la processione): パレード 
mercatini, i (sg. il mercatino): 小さな市 
fuochi d’artificio, i: 花火 
bagni, i (sg. il bagno): 海水浴 
caratterizzano (inf. caratterizzare): 特徴づける 
mezza estate : 夏の半ば 
chiuso per ferie: 休暇のため休業中の 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
viaggiatrice, la: （女性の）旅行者 
Sud, il: 南部 
Brescia: ブレーシャ 
volo, il : フライト 
voucher, il (pl. i voucher): クーポン券、ヴァウ

チャー 
divano, il: ソファ 
fate i conti: 勘定をする 
Michelangelo: ミケランジェロ 
parentesi, la (sg. le parentesi): 丸括弧 
giapponese, il: 日本語 
banchina, la: 波止場、埠頭 
riassunto, il: 要約 
offerte, le (sg. l’offerta): 割引 
speciali (sg. speciale): 特別な 
impegni, gli (sg. l’impegno): 用事 
priorità, la (pl. le priorità): 優先事項 
frequenti (sg. frequente): 頻繁な 
velocità, la (pl. le velocità): 速さ 
flessibilità, la (pl. le flessibilità): 柔軟さ 
giornalieri (sg. giornaliero): 毎日の 
a partire da: ～から始まって 
entro le 9,30: 9時以内に 
effettuare: 遂行する、行う 
ore di punta, le (sg. l’ora di punta): ラッシュア

ワー 
riduzione, la: 短縮 
tempi limite di accettazione, i (sg. il tempo 
limite di accettazione): チェックインのタイムリ

ミット 
affari, gli (sg. l’affare): ビジネス 
in giornata: その日のうちに 
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Unità 8 – Un’Italia da vedere 
LIBRO DELLO STUDENTE 
entusiasmo, l’: 夢中になること 
biografia, la: 伝記、バイオグラフィー 
avvenimenti, gli (sg. l’avvenimento): 出来事 
passati (sg. passato): 過去の 
passato, il: 過去時制 
passato prossimo, il: 近過去 
pronomi diretti, i (sg. il pronome diretto): 直接

目的語代名詞 
duomo, il: 大聖堂 
greco: ギリシアの 
mole, la: 大建築物 
regio: 王立の 
Reggio Emilia: レッジョ・エミーリア 
Mantova: マントヴァ 
sostituire: ～の代用となる 
intera (m. intero): 全体の 
complemento oggetto, il: 直接目的補語 
concordano (inf. concordare): 一致させる 
esso: それ 
pronta (m. pronto): 準備ができている 
formaggio, il (pl. i formaggi): チーズ 
lascio fuori: 外す、除外する 
anche perché: なぜなら、また 
aiuto (inf. aiutare): 助ける 
a tavola: 食卓に 
provo (inf. provare): 試す、トライする 
a cena: 夕食で 
vince (inf. vincere; p.p. vinto): 勝つ 
pendente: 傾いている 
anfiteatro, l’: （古代ローマの）円形劇場 
elefante, l’: 象 
lava, la: 溶岩 
Trulli, i (sg. il Trullo): トゥルッリ 
manifestano (inf. manifestare): はっきり示す、

明らかにする 
che bella sorpresa!: なんて素敵なサプライズ！ 
sorpresa, la: 驚き、サプライズ 
eh, già: ああ、そのとおり 
novità, la (pl. le novità): ニュース 
Biennale, la: ビエンナーレ、隔年の祭典 
Mestre: メストレ 
anzi: むしろ 
su Internet: インターネットで 
come mai …?: いったい、どうして…？ 
pane, il: パン 
tulipani, i (sg. il tulipano): チューリップ 
due settimane fa: 2週間前 
ragazza, la: 女の子 
buon divertimento!: 楽しんで！ 
dimenticare: 忘れる 
stazione di servizio, la: サービスエリア 

film, il (pl. i film): 映画 
tempo verbale, il: 動詞の時制 
ausiliare, l’ (m.): 助動詞 
il giorno prima: 前日 
dal 1895: 1985年から 
promuove (inf. promuovere; p.p. promosso): 促
進する、推進する 
tendenze, le (sg. la tendenza): 傾向 
artistiche (sg. artistica; m. artistico): 芸術の 
esposizione, l’ (f.): 展覧会 
danza, la: ダンス 
commedia, la: コメディ 
giallo, il: ミステリー 
film drammatico, il: ドラマ映画 
cameriera, la: ウェイトレス 
detective, il/la: 探偵 
trama, la : あらすじ 
Pescara: ペスカーラ 
dimenticata (m. dimenticato): 忘れられた、置き

去りにされた 
famiglia, la: 家族 
gita, la: ツアー 
pullman, il (pl. i pullman): 長距離バス、大型バ

ス 
autostop, l’ : ヒッチハイク 
tornare: 帰る、戻る 
amante di: ～を愛する 
poesia, la: 詩 
ha affittato (inf. affittare): 借りた 
fioraio, il (pl. i fiorai): 花売り 
vicina di casa, la: 隣人 
grandi amiche: 親友 
vita, la: 生活 
nel frattempo: しばらくして 
pseudo-detective, lo/la: 偽の探偵 
ritrovare: 見つけ出す 
riportare: 連れ戻す 
nasce l’amore: 愛情が芽生える 
amore, l’ (pl. gli amori): 会い、愛情 
intanto (avv.): そうしている間に 
rientrare: 再び入る、戻る 
quindi: したがって 
da solo: （男性が）独りで 
poco tempo dopo: 少し後で 
romantica (m. romantico): ロマンティックな 
dichiarazione d’amore, la: 愛の告白 
alla fine: 最後に 
festeggiano (inf. festeggiare): 祝う 
riprendere (p.p. ripreso): 取り戻す 
in questo modo : この方法で 
personaggi, i (sg. il personaggio): 登場人物 
notate (inf. notare): 気づく 
viceversa (avv.): 逆に 
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studi, gli : 勉学、学業 
frequentare: 通う 
in seguito: 続いて 
Brema: ブレーメン 
teatrale: 舞台の 
Berlino: ベルリン 
successo, il : 成功 
Il cielo sopra Berlino: 『ベルリン天使の詩』（

映画のタイトル） 
sopra: ～の上の 
fine, la: 終わり 
inizio, l’ (pl. gli inizi): 始まり 
ora (avv.): 今は 
tocca a (inf. toccare): ～の番である 
riferite (inf. riferire): 報告する 
ieri (avv.): 昨日 
verbi di movimento, i (sg. il verbo di 
movimento): 移動の動詞 
tempi composti, i (sg. il tempo composto): 複合

時制 
si comporta come …: …のように変わる 
soggetto, il: 主語 
comuni (sg. comune): 共通している 
nominate (sg. nominata; m. nominato): 名前を挙

げられた 
per caso: ひょっとして 
patrimonio, il: 遺産、財産 
umanità, l’ : 人類 
percentuale, la: 割合 
siti, i (sg. il sito): 場所 
protetti (sg. protetto): 保護された 
elenco, l’ (pl. gli elenchi): リスト 
Basilicata, la: バジリカータ州 
Neolitico, il: 新石器時代 
civiltà, la (pl. le civiltà): 文明 
fenicia (m. fenicio): フェニキアの 
templi, i (sg. il tempio): 神殿、寺院 
Sicilia, la: シチリア（島） 
Agrigento: アグリジェント 
etruschi, gli: エトルリア人 
hanno fondato (inf. fondare): 建設した 
Umbria, l’: ウンブリア州 
Campania, la: カンパーニア州 
Lazio, il: ラツィオ州 
Romani, i: 古代ローマ人 
Pompei: ポンペイ 
Aosta: アオスタ 
Normanni, i: ノルマン人 
Arabi, gli: アラブ人 
Longobardi, i: ロオンゴバルド族 
Monza: モンツァ 
romanica (m. romanico): ロマネスクの 
Pavia: パヴィア 

Modena: モデナ 
capolavori, i (sg. il capolavoro): 傑作 
gotici (sg. gotico): ゴシック様式の 
Nord, il: 北部 
Vicenza: ヴィチェンツァ 
Italia centrale, l’: イタリア中部 
Assisi: アッシジ 
geni, i (sg. il genio): 天才 
Rinascimento, il: ルネッサンス 
artisti, gli (sg. l’artista): 芸術家 
Cappella Sistina, la: システィーナ礼拝堂 
Ferrara: フェッラーラ 
Urbino: ウルビーノ 
architettura, l’: 建築 
Cinquecento, il: 1500年代 
Seicento, il: 1600年代 
barocco, il: バロック様式 
insomma (avv.): つまり 
c’è solo l’imbarazzo della scelta: 選ぶのに途方

に暮れるだけ 
particolarità, la (pl. le particolarità): 特殊性 
finisce per caso a …: たまたま…に行きつく 
storia d’amore, la: ラブストーリー 
storia, la: 話 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
gioco a quiz, il (pl. i giochi a quiz): クイズゲー

ム 
autogrill, l’ (pl. gli autogrill): ドライブイン 
contemporaneamente (avv.): 同時に 
Pantheon, il: パンテオン 
Cenacolo, il: 最後の晩餐 
Giulietta: ジュリエット 
un paio di giorni: 数日 
 
 
Facciamo il punto? 2  
canzone, la: 歌 
com’è bella …: 何て美しい 
Pesaro: ペーザロ 
sulla base di: ～をもとに 
ingegnere, l’ (m./f.): エンジニア 
policlinico, il: 総合病院 
cartoncino, il: 小さなカード 
non disturbare: 邪魔をしないで 
disturbare: 邪魔をする、迷惑をかける 
serviamo (inf. servire): ご提供します 
fare una nuotata: ひと泳ぎする 
verde: 緑色の 
svolge (inf. svolgere; p.p. svolto): 行う 
per primo: 最初に 
giro, il: 周遊 
Ponte dei Sospiri, il: ため息橋 
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ingresso, l’: 入場 
passeggiate (inf. passeggiare): 散歩しなさい 
urtate (inf. urtare): ぶつかりなさい 
chiedete scusa : 謝りなさい 
Messina: メッシーナ 
ufficio per il turismo, l’: 観光案内所 
turismo, il: 観光 
tavolino, il: 小テーブル 
stamattina (avv.): 今朝 
una volta arrivati: 到着した時 
ritmo, il: リズム 
parole, le (sg. la parola): 歌詞 
di nuovo: 再び 
scale mobili, le: エレベーター 
grattacieli, i (sg. il grattacielo): 高層ビル 
réclames, le (sg. la réclame): （仏）宣伝・広告

ポスター 
vie, le (sg. la via): 通り 
avete voglia di …: ～したい 
che stai a fare …?: 何をしているの？ 
viva (m. vivo): 活気がある 
allegra (m. allegro): 陽気な 
vetrine, le (sg. la vetrina): ショーウィンドー 
luce, la: 明り、ライト 
gente, la: 人々 
produce (inf. produrre; p.p. prodotto): 生産する 
sempre più grandi: ますます大きくなる 
magazzini, i (sg. il magazzino): デパート 
sempre di più: ますます増え続ける 
autore, l’ (m.): 著者、作家 
conosciuto come …: …として知られている 
ti dirò (inf. dire; p.p. detto): 君に言うだろう 
performance, la (pl. le performance): パフォー

マンス 
ha contribuito a (inf. contribuire): 貢献する 
lanciare: 世に出す、発表する 
osservatore, l’ (m.): 観察者 
critico: 批判的な 
società, la: 社会 
politica, la: 政治 
ha attaccato (inf. attaccare): 攻撃する、非難す

る 
entrambe: 両方 
satiriche (sg. satirica; m. satirico): 風刺的な 
monologhi, i (sg. il monologo): モノローグ、独白 
al resto di …: ～の残りの人に 
 
 
Unità 9 – Una giornata in famiglia 
LIBRO DELLO STUDENTE 
stato civile, lo: 戸籍上身分 
appartiene (inf. appartenere): 所属する 
abitudini, le (sg. l’abitudine): 習慣 

aggettivi possessivi, gli (sg. l’aggettivo 
possessivo): 所有形容詞 
verbi riflessivi, i (sg. il verbo riflessivo): 再帰動

詞 
separata (m. separato): 別れた、別居している 
figlia, la: 娘 
vedova, la: 未亡人 
è morto (inf. morire): 死んだ、亡くなった 
genitori, i (sg. il genitore): 両親 
single, il/la (pl. i/le single): 独身 
conviviamo (inf. convivere; p.p. convissuto): 同
棲する 
sposati (sg. sposato): 結婚している 
nome di parentela, il: 親族名詞 
rappresentano (inf. rappresentare): 表す 
coppia, la: カップル 
tema, il (pl. i temi): 作文 
ad eccezione di: ～を除いて 
nonna, la: 祖母 
nonno, il: 祖父 
sorella, la: 姉妹 
zio, lo (pl. gli zii): 伯父、叔父 
fratello, il: 兄弟 
padre, il: 父 
cugini, i (sg. il cugino): いとこ 
fa da mangiare: 食べるものを料理する 
rivedere (p.p. rivisto): 再会する 
nipoti, i/le (sg. il/la nipote): 孫 
non sente bene: あまり具合がよくない 
zia, la: 伯母、叔母 
di che cosa parlano?: 何について話しますか？ 
piatto, il : 料理 
buonissime (sg. buonissima; m. buonissimo): と
ても美味しい 
facciamo un giro: ドライブする 
quadri, i (sg. il quadro): 絵 
pranzetti, i (sg. il pranzetto): （簡単な）昼食 
si riferiscono (inf. riferirsi): 関わる 
da piccola: （単数の女性の）小さい頃の 
madre, la: 母 
mostrate (inf. mostrare): 見せなさい 
riviste, le (sg. la rivista): 雑誌 
divorziato: 離婚した 
celibe: （男性が）未婚の 
nubile: （女性が）未婚の 
figlio unico, il: （男性が）一人っ子 
Viareggio: ヴィアレッジョ 
sveglia, la : 目覚まし時計 
ha suonato (inf. suonare): 鳴る 
lavarsi: 身体を洗う 
precede (inf. precedere): 先行する 
semplici (sg. semplice): 簡単な 
pensate (inf. pensare): 考えなさい 
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contenuto, il: 内容 
errori, gli (sg. l’errore): 間違い 
naturali (sg. naturale): 自然な、当然の 
si sveglia (inf. svegliarsi): 目覚める 
si alza (inf. alzarsi): 起きる 
si veste (inf. vestirsi): 服を着る 
giorni di ferie, i (sg. il giorno di ferie): 休日 
bagno, il: 浴室、洗面所 
con calma: ゆっくりと 
prepararsi: 身支度する 
fare colazione: 朝食を取る 
abbiamo programmato (inf. programmare): 予定

を立てる 
riposarsi: 休息する 
tipicamente (avv.): 典型的に 
pausa caffè, la: コーヒーブレイク 
in fretta: 急いで 
cenano (inf. cenare): 夕食を取る 
segue (inf. seguire): ～の後にくる 
in ritardo: 遅れて 
la famiglia di oggi: 今日の家族 
rispetto a: ～に比べて 
idea, l’: 考え 
componenti, i (sg. il componente): 構成員 
famiglie unipersonali, le (sg. la famiglia 
unipersonale): 一人家族 
totale, il: 全体 
famiglie mononucleari, le (sg. la famiglia 
mononucleare): 核家族 
composte da (sg. composta; m. composto): ～に

よって構成されている 
famiglie numerose, le (sg. la famiglia 
numerosa): 大家族 
studenti, gli (sg. lo studente): 学生 
in cerca di …: …を探している 
maschi, i (sg. il maschio): 男性 
femmine, le (sg. la femmina): 女性 
mammoni, i (sg. il mammone): マザコン 
alla base di: ～のもとにある 
fenomeno, il: 現象 
per scelta: 選択で 
per obbligo: 必然的に 
adulti, gli (sg. l’adulto): 大人 
oltre: ～以上 
esiste (inf. esistere; p.p. esistito): 存在する 
ormai (avv.): いまや 
di chi è la colpa?: 誰のせい？ 
specializzazione, la: 専門課程 
tirocinio, il: 見習い、研修期間 
professionale: プロの 
difficoltà, la (pl. le difficoltà): 困難、難しさ 
stipendi, gli (sg. lo stipendio): 給与、給料 
bassi (sg. basso): 低い 

d’accordo con: ～と合意して 
speranza, la: 希望 
qualificato: 熟練を要する 
pagato meglio: 給料のよい 
pasti, i (sg. il pasto): 食事 
servizio di lavanderia, il : 洗濯のサービス 
libertà, la (pl. le libertà): 自由 
contatto, il: ふれあい関係 
resta (inf. restare): とどまる 
prendono parte a: ～に参加する 
si sentono (inf. sentirsi): 感じる 
si sposa (inf. sposarsi): 結婚する 
va via di casa: 家を出て行く 
comodità, la (pl. le comodità): 快適さ 
abituati a (sg. abituato): ～に慣れている 
far(e) parte di: ～に参加する 
presenti (sg. presente): 居合わせる 
routine, la: （仏）ルーティン、決まりきった仕

事 
partner, il/la (pl. i/le partner): パートナー 
insopportabile: 耐え難い 
testa, la: 頭 
pensionato, il: 寄宿舎 
residence, il (pl. i residence): レジデンス 
convivenza, la: 共同生活、同居 
autonoma (m. autonomo): 自立した 
tendenza, la: 傾向 
generale: 一般的な 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
albero genealogico, l’: 家系図 
scomparsa, la: 没、死 
separazione, la: 別居 
ufficialmente (avv.): 正式に 
la maggiore: 姉 
tazza, la: カップ 
biscotti, i (sg. il biscotto): ビスケット 
azioni, le (sg. l’azione): 行動 
dettagli, i (sg. il dettaglio): 詳細 
cronologico: 時系列の 
fantasia, la: 創造力 
vignetta, la: 挿絵 
consulente matrimoniale, il/la: 結婚相談、コン

サルタント 
 
 
Unità 10 – Vado a fare la spesa 
LIBRO DELLO STUDENTE 
fare la spesa: （日常の）買物をする、日用品を

買う 
quantità, la (pl. le quantità): 数量 
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orario di apertura, l’ (pl. gli orari di apertura): 
営業時間 
fissare un appuntamento: アポイントを取る 
appuntamento, l’: アポイント 
articolo partitivo, l’: 部分冠詞 
negozianti, i/le (pl. il/la negoziante): 商店主、

商人 
forma tonica, la: 強勢形 
panetteria, la: パン屋 
macelleria, la: 肉屋 
salumeria, la: ハム・ソーセージ店 
fruttivendolo, il: 果物売り 
pescheria, la: 魚屋 
carne, la: 肉 
pesce, il: 魚 
frutta, la: 果物 
verdura, la: 野菜 
dal fruttivendolo: 果物屋で 
propone (inf. proporre; p.p. proposto): 提案する 
cucina (inf. cucinare): 料理する 
programma televisivo, il (pl. i programmi 
televisivi): テレビ番組 
squadra, la: チーム 
pepe, il: 胡椒 
ingredienti, gli (sg. l’ingrediente): 材料 
basilico, il: バジリコ 
pomodori, i (sg. il pomodoro): トマト 
insalata, l’: サラダ 
zucchine, le (sg. la zucchina): ズッキーニ 
pecorino, il: （羊の乳からつくる）ペコリーノ・

チーズ 
melanzane, le (sg. la melanzana): なす 
pancetta, la: ベーコン 
uova, le (sg. l’uovo): 卵 
patate, le (sg. la patata): じゃがいも 
ricetta, la: レシピー、調理法 
chilo, il: キロ（グラム） 
etto, l’: 100g 
grammi, i (sg. il grammo): グラム 
cucchiai, i (sg. il cucchiaio): さじ 
foglia, la: 葉 
polpa di pomodoro, la: トマトの果肉 
grattugiato: 削った 
sale, il: 塩 
friggere (p.p. fritto): フライにする、揚げる 
lavare: 洗う 
tagliare a fette: スライスする 
salarle: それに塩をかける 
lasciarle riposare: それを寝かせておく寝かせて

おく 
salsa, la: ソース 
pirofila, la: 耐熱器具、グラタン皿 
strato, lo: 層 

forno, il: オーブン 
a 180° (gradi): 180° で 
alimenti, gli (sg. l’alimento): 食物 
scatola, la: 箱、缶 
mezzo chilo: 半キロ 
litro, il: リットル 
pacchetto, il: 箱、パッケージ 
pezzo, il: 一片、一切れ 
torta, la: ケーキ 
riso, il: 米 
a chi tocca?: 誰の番？ 
prosciutto cotto, il: （熱処理をした）ハム 
in offerta: 割引の 
altro?: 他には？ 
mortadella, la: モルタデッラ・ハム 
ecco qua: はい、どうぞ 
basta così: これで十分 
quant’è?: いくらですか？ 
Sono 9,30 €: 9.30ユーロです 
sacchetto, il: 袋、ポリ袋 
mele, le (sg. la mela): りんご 
banane, le (sg. la banana): バナナ 
lista della spesa, la: 買物リスト 
salumiere, il: ハム・ソーセージ売り 
macellaio, il: 肉売り 
specifichiamo (inf. specificare): 特定する 
mercato, il: マーケット 
concorrenza, la: 競争 
ipermercato, l’: 大型スーパーマーケット 
in forte crisi: 大変危機的状況にある 
crisi, la (pl. le crisi): 危機 
alimentari: （複数で）食品 
infatti (avv.): 実際 
rari (sg. raro): まれな、めったにない 
specializzati (sg. specializzato): 専門化した 
allargare: 広げる 
per esempio: 例えば 
fila, la: 列 
scambio (inf. scambiare): 交わす 
quattro chiacchiere: ちょっとしたお喋り 
farina, la: 小麦粉 
detersivi, i (sg. il detersivo): 洗剤 
è l’ideale: 理想のお店です 
tutti i giorni: 毎日 
particolari (sg. particolare): 特別な、独特な 
fortunati (sg. fortunato): ラッキーである 
riformulate (inf. riformulare): 再表現しない 
pescivendolo, il: 魚売り 
sciroppo, lo: シロップ 
pasticceria, la: 菓子店、ケーキ屋 
tabaccaio, il (pl. i tabaccai): タバコ売り 
francobolli, i (sg. il francobollo): 切手 
aprire (p.p. aperto): 開く 
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chiudere (p.p. chiuso): 閉まる 
settimanale: 毎週の 
chiusura, la: 休業 
orario continuato, l’: 休憩時間なしの営業時間 
centro commerciale, il: 商業センター 
verso l’una: 1時頃 
ci vediamo (inf. vedersi; p.p. visto): （お互いに

）会う 
che ne dici?: どう思う？ 
oltre a: ~以外に 
in ogni caso: いずれにせよ 
casa tua: あなたの家 
d’accordo: 賛成、わかったわ 
si annoia (inf. annoiarsi): うんざりする 
hai programmi …?: 予定ある？ 
ti va di …?: …はどう？ 
in periferia: 校外に 
attirano (inf. attirare): 惹きつける 
unico: 唯一の 
luogo di incontro, il: 出会いの場所 
un’altra volta: またの機会に 
sagra, la (m. sagro): =（もともと宗教的な）伝統

の祭り   
deriva da (inf. derivare): ～から派生する 
sacro: 聖なる 
è definita come: ～として定義されている 
mantengono (inf. mantenere): 維持する 
religiosi (sg. religioso): 宗教的な 
principalmente (avv.): 主に 
occasioni, le (sg. l’occcasione): 機会 
cittadini, i (sg. il cittadino) : 都市・町の住人 
a contatto con: ～と接して、～に触れて 
natura, la: 自然 
genuino: 本物の 
evitare di: ～を避ける 
rinchiudersi (p.p. rinchiuso): 閉じこもる 
interesse, l’ (m.): 興味、関心 
paesane (sg. paesana; m. paesano): 田舎の、惣

村の 
si svolgono (inf. svolgersi; p.p. svolto): 行われる 
concentrazione, la: 集中 
in tutta Italia: イタリア全土で 
legate a (sg. legata; m. legato): ～に結びついた 
promozione, la: 販売促進活動 
enogastronomici (sg. enogastronomico): エノガ

ストロノミーの（ワイン食文化の） 
arance rosse, le (sg. l’arancia rossa): ブラッド・

オレンジ 
gnocchi, gli: ニョッキ 
cioccolato, il: チョコレート 
fragole, le: いちご 
capperi, i : ケーパー 
fondamentali (sg. fondamentale): 本質的な 

mediterranea (m. meditteraneo): 地中海沿岸の 
uva, l’: ぶどう 
funghi, i (sg. il fungo): きのこ 
tartufi, i (sg. il tartufo): トリフ 
castagne, le (sg. la castagna): 栗 
cliccate su … (inf. cliccare): …をクリックしなさ

い 
scoprire (p.p. scoperto): 発見する 
meritano di … (inf. meritare): …に値する、ふさ

わしい 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
al cioccolato: チョコレート味の 
record, il (pl. i record): 記録 
a memoria: 暗記している 
motorino, il: ミニバイク 
rifiutare: 断る 
secondo spettacolo, il: 第二回上映 
a domenica: 日曜日に 
insalata songino, l’: ラムズレタス 
sedano, il: セロリ 
preparazione, la: 調理 
cottura, la: 加熱時間 
calorie, le (sg. la caloria): カロリー 
porzione, la: （食べ物の）一人分 
a cubetti: 賽の目に 
versate (inf. versare): 注ぎなさい 
condite (inf. condire): 味付けしなさい 
crostini, i (sg. il crostino): クルトン 
 
 
Unità 11 – Moda per ogni stagione 
LIBRO DELLO STUDENTE 
stagione, la: シーズン 
stati d’animo, gli (sg. lo stato d’animo): 感情 
moda, la: ファッション 
vestiti, i (sg. il vestito): 洋服 
fare spese: ショッピングする 
abbigliamento, l’: 服装 
giudizi, i (sg. il giudizio): 判断、評価 
comparativo, il: 比較級 
primavera, la: 春 
estate, l’ (f.): 夏 
autunno, l’: 秋 
inverno, l’: 冬 
felice: 幸せな、嬉しい 
triste: 悲しい 
ottimista: 楽天的な 
dinamico: 活動的な 
in forma: 体調がよい 
pessimista: 悲観的な 
depresso: 元気のない 
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che tempo fa?: どんな天気？ 
tempo, il: 天気 
uff!: （嫌悪、苛立ちを表す）まったくもう、い

やはや 
fa caldo: 暑い、温かい 
piove (inf. piovere): 雨が降る 
bagno, il: 海水浴、水浴 
il cielo è coperto: 空が曇っている 
fa freddo: 寒い 
nord, il : 北 
ovest, l’ (m.): 西 
est, l’ (m.): 東 
sud, il: 南 
energia, l’: エネルギー、元気 
giù di morale: 落ち込んでいる 
nebbia, la: 霧 
nuvole, le (sg. la nuvola): 雲 
vento, il: 風 
nevica (inf. nevicare): 雪が降る 
neve, la: 雪 
nuvoloso: 雲の多い、曇っている 
pioggia, la: 雨 
rovesci, i (sg. il rovescio): 豪雨 
temporali, i (sg. il temporale): 雷雨 
debole: 弱い 
moderato: 穏やかな 
mosso: 波のある 
agitato: 荒れた 
prendere il sole: 日光浴する 
nemmeno (avv.): ～さえもない 
all’aperto: 野外の 
vi mettete (inf. mettersi; p.p. messo): 身につけ

る 
sciarpa, la: マフラー 
occhiali da sole, gli: サングラス 
cappello, il: 帽子 
pantaloncini, i: ショートパンツ 
ombrello, l’: 傘 
sandali, i: サンダル 
impermeabile, l’ (m.): レインコート 
maglietta, la: Tシャツ 
divertirsi: 楽しむ 
rilassarsi: リラックスする 
hanno camminato (inf. camminare): 歩いた 
per ore: 何時間も 
escursione, l’ (f.): ハイキング、トレッキング 
vestiti pesanti, i (sg. il vestito pesante): 厚着 
alta montagna, l’: 高山 
guida alpina, la: 山岳ガイド 
avventura, l’: 冒険 
cos’è successo?: 何があったの？ 
Mamma mia!: なんてこと 

stanchi morti (sg. stanco morto): 死ぬほど疲れ

ている 
pensa che …: …を考えてもみて 
pigri (sg. pigro): 無精な 
il bello …: 肝心なこと、面白いこと 
maglione, il: セ－ター 
scarpe da tennis, le: テニスシューズ 
niente di pesante: 厚手のものは何も 
diario, il (pl. i diari): 日記 
viene in mente: 頭に浮かぶ 
mente, la : 頭 
siete vestiti: 洋服を着ている 
segui la moda?: 流行に敏感？ 
rosa (m./f.; sg./pl.): ピンク 
blu (m./f.; sg./pl.): 青 
viola (m./f.; sg./pl.): 紫 
marrone (m./f.): 茶色 
arancione (m./f.): オレンジ 
invariati (sg. invariato): 変化しない 
modelli, i (sg. il modello): 例 
accompagni (inf. accompagnare): つきそう 
a dopo: 後でね 
capi d’abbigliamento, i (sg. il capo 
d’abbigliamento): 洋服のアイテム 
nero: 黒 
grigio (pl. grigi): グレー 
azzurro: 明るい青 
bianco: 白 
rosso: 赤 
camicetta, la: ブラウス 
maglia, la: ニット 
a pois : 水玉の 
gialli (sg. giallo): 黄色の 
stivali, gli (sg. lo stivale): ブーツ 
in pelle: 革の 
gonna, la: スカート 
collant, il (pl. i collant): （仏）ストッキング 
ballerine, le: バレエシューズ 
camicia, la: シャツ 
giacca, la: ジャケット 
cintura, la: ベルト 
scarpe, le (sg. la scarpa): 靴 
armadio, l’ (pl. gli armadi): 箪笥 
taglia, la: サイズ 
provare: 試す 
camerino, il: 試着室 
ci siamo persi (inf. perdersi; p.p. perso): 迷う 
quest’anno: 今年 
l’anno scorso: 昨年 
sfilata, la: ファッションショー 
varietà, la (pl. le varietà): バラエティー、種類 
varia (m. vario): 多種多様な 
incontra il gusto: 好みに合う 
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(non) è di moda: 流行である（ない） 
accessori, gli (sg. l’accessorio): アクセサリー 
borse, le (sg. la borsa): バッグ 
anni Novanta, gli: 90年代 
assortimento, l’: 品揃え 
monotonia, la: 単調さ 
introduce (inf. introdurre; p.p. introdotto): 導く 
termine di paragone, il: 比較表現 
uguaglianza, l’: 同等 
colorato: カラフルである 
intervista, l’: インタビュー 
estiva (m. estivo): 夏の 
faccia a faccia, la: フェイス・トゥー・フェイス 
stilista, il/la (pl. gli stilisti / le stiliste): デザイ

ナー 
dive, le (sg. la diva): 人気女優、（女性の）スタ

ー 
icone, le (sg. l’icona): 象徴 
stile, lo: スタイル 
esposte (sg. esposta; m. esposto): あらわされた

、露出している 
media, la: メディア 
pezzi chiave, i (sg. il pezzo chiave): 鍵となるア

イテム 
guardaroba, il (pl. i guardaroba): ワードローブ 
soprabito, il: スプリングコート 
abito da sera, l’ : イブニングドレス 
sobrio: シンプルな 
tiene (inf. tenere): とっておく 
nudità, la (pl. le nudità): 肌の露出 
a vita bassa: ローウェストの 
futuro, il: 未来 
confusa (m. confuso): 混乱した 
nello stesso tempo: 同時に 
contemporanee (sg. contemporanea; m. 
contemporaneo): 現代的な 
capiente: 容量の大きい 
affascinante: 魅力的な 
contenuto, il: 中身 
farsi notare: 自分を注目させる 
estrema (m. estremo): 極限の 
semplicità, la (sg. le semplicità): シンプルさ 
gioiello, il: ジュエリー 
sicurezza, la: 確信 
piacere: 魅力がある 
mestiere, il: 職業、仕事 
atelier, l’ (pl. gli atelier): （仏）アトリエ 
ricordo, il: 思い出 
ho ritirato (inf. ritirare): 引き寄せる 
traguardi, i (sg. il traguardo): ゴール、（人生の

）節目、到達点 
Alta Moda, l’: オートクチュール 
senso, il: 意味 

ricerca scientifica, la: 学術的研究 
farmacia, la: 薬学 
medicina, la: 医学 
laboratorio, il (pl. i laboratori): アトリエ、作業

場 
(non) si evolve (inf. evolversi): 進歩する 
a vostro agio: くつろいで 
indossare: 身につける 
negozio di abbigliamento, il: 洋品店 
porto (inf. portare): 身につける 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
porta via (inf. portare via): 持ち去る 
bel tempo, il: 良い天気 
brutto tempo, il: 悪い天気 
brutto: 酷い 
previsioni, le (sg. la previsione): 天気予報 
temperature, le (sg. la temperatura): 温度 
perché no?: もちろん 
tutto il tempo: ずっと 
hanno riso (inf. ridere; p.p. riso): 笑った 
hanno invitato (inf. invitare): 招待する 
sta piovendo (inf. piovere): 雨が降っている 
tira vento: 風が吹く 
scarpe da ginnastica, le: スポーツシューズ 
foulard, il (sg. i foulard): （仏）スカーフ 
tuta, la: 作業服、上下服 
giubbotto, il: ジャンパー 
maglione a collo alto, il: ハイネックセ－ター 
maglietta a V, la: VネックTシャツ 
colori forti, i (sg. il colore forte): 鮮やかな色 
bicicletta da corsa, la: 競技用自転車 
cosa c’è?: 何がある？ 
Che bei jeans!: なんて素敵なジーンズ！ 
non va: 都合の悪い、おかしい 
combinazioni, le (sg. la combinazione): 組合せ 
paragoni, i (sg. il paragone): 比較 
calzature, le (sg. la calzatura): 靴 
pochette, la (pl. le pochette): （仏）ポシェット 
ecopelle, l’ (f.): 合成皮革 
lana, la: ウール 
scarpe con plateau, le: プラットフォームパンプ

ス 
 
 
Unità 12 – Viaggio in Sicilia 
LIBRO DELLO STUDENTE 
annunci immobiliari, gli (sg. l’annuncio 
immobiliare): 不動産広告 
noleggiare: 賃借りする 
costruzione con si, la: siを使った構文 
valle, la: 谷 
gole, le (sg. la gola): 峡谷 
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piantagioni, le (sg. la piantagione): 農園 
limoni, i (sg. il limone): レモン 
Etna, l’: エトナ 
forza della natura, la: 自然の力 
vulcani, i (sg. il vulcano): 火山 
storia, la: 歴史 
alberi da frutto, gli (sg. l’albero da frutto): 果樹 
Eolie, le: エオリア諸島 
Stromboli: ストロンボリ 
lago, il: 湖 
si affitta (inf. affittare): 賃貸される 
a settimana: 一週間につき 
monolocale, il: ワンルームマンション 
bilocale, il: 2部屋マンション 
villetta, la: 庭付き一戸建て住宅、小さな別荘 
arredato: 家具付きの 
locali, i (sg. il locale): 部屋 
soggiorno, il: 居間 
doppi servizi : 洗面所2ヵ所 
Lipari: リーパリ 
rustico, il: （農家の）納屋、離れ家 
angolo cottura, l’: キッチンコーナー 
vasca, la: 風呂桶、タブ 
terrazzo, il: テラス 
garage, il (pl. i garage): （仏）駐車場 
su due piani: 2階建ての 
commerciale: 商業的な 
camere da letto, le (sg. la camera da letto): 寝
室 
studio, lo (pl. gli studi): 書斎 
cucina abitabile, la: 広々としたキッチン、ダイ

ニングキッチン 
al mese: 一か月につき 
palazzine, le (sg. la palazzina): 小邸宅、小さな

屋敷 
posto auto, il: 駐車場 
cantina, la: ワイン貯蔵庫、貯蔵室 
riscaldamento centralizzato, il: セントラルヒー

ティング 
dare in affitto: 賃貸する 
descrizione, la: 描写 
poltrone, le (sg. la poltrona): 肘掛椅子 
angolo, l’: コーナー、隅 
scrivania, la: 書き物机、書斎机 
scaffali, gli (sg. lo scaffale): 本棚 
lavatrice, la: 洗濯機 
lavastoviglie, la (pl. le lavastoviglie): 皿洗い機 
frigorifero, il: 冷蔵庫 
padrone di casa, il: 大家、家主 
mobili, i (sg. il mobile): 家具 
vicine (sg. vicina; m. vicino): 近くの 
mosaici, i (sg. il mosaico): モザイク 
in caso di : ～の場合には 

dubbi, i (sg. il dubbio): 疑問 
a statuto speciale: 特別州法で 
godono di (inf. godere): ～を享受する 
autonomia, l’: 自治 
rifate (inf. rifare; p.p. rifatto): 再現する、作り

直す 
dépliant, il (pl. i depliant): （仏）パンフレット 
autonoleggio, l’ (gli autonoleggi): レンタカー 
restituire: 返す 
comodamente (avv.): 快適に 
tranquillamente (avv.): 安心して 
ammirare: 堪能する 
panorama, il (pl. i panorami): 景色 
presso l’autonoleggio: レンタカー屋で 
competitivi (sg. competitivo): 他よりお得な 
filiali, le (sg. la filiale): 支店 
esigenze, le (sg. l’esigenza): 要望、ニーズ 
naturalmente (avv.): もちろん 
senza limiti: 制限なく 
chilometraggio, il: キロ数、走行距離 
provare per credere: 信じるために試してみて 
catalogo, il (pl. i cataloghi): カタログ 
sicura (m. sicuro): 安全な 
quattro porte: 4ドア 
due porte: 2ドア 
tariffe, le (sg. la tariffa): 料金表 
furto, il: 盗難 
incidente, l’ (m.): 事故 
penale, la : 罰金 
fare il pieno: 満タンにする 
diesel, il: ディーゼル車 
a benzina: ガソリンで 
benzina, la: ガソリン 
dunque: （話のまとめで）それでは 
firmare: サインする 
mi fa vedere …?: 私に…を見せてくださいますか

？ 
patente, la: 運転免許証 
codice, il: 番号、コード 
antifurto, l’ (pl. gli antifurto): 盗難防止 
optional, gli (sg. l’optional): オプショナル 
seggiolino per bambini, il: チャイルドシート 
lettore CD, il: CDプレイヤー 
bagagliaio, il (pl. i bagagliai): トランク 
portabagagli, il (pl. i portabagagli): 荷物台 
catene da neve, le: タイヤチェーン 
finale: 最後の 
cade (inf. cadere): 落ちる 
chiaramente (avv.): 明らかに 
Mediterraneo, il: 地中海 
sabbia, la: 砂 
Palermo: パレルモ 
Monreale: モンレアーレ 
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bizantini (sg. bizantino): ビザンチンの 
moschee, le (sg. la moschea): モスク 
trionfa (inf. trionfare): 勝ち誇る、見事である 
liberty, il: リバティー様式 
tragedie, le (sg. la tragedia): 悲劇 
partecipare a: ～に参加する 
migliaia, le (sg. il migliaio): 数千 
fedeli, i/le (sg. il/la fedele): 信者 
curiosi (sg. curioso): 好奇心のある 
gastronomia, la: 郷土料理 
siciliana (m. siciliano): シチリアの 
tradizioni, le (sg. la tradizione): 伝統 
occidentali (sg. occidentale): 西洋の 
orientali (sg. orientale): 東洋の 
assaggiate (inf. assaggiare): 味見しなさい 
arancini, gli (sg. l’arancino): アランチーノ（チ

ーズ入りのオレンジの形にしたライス・コロッケ

） 
palle, le (sg. la palla): ボール 
zafferano, lo: サフラン 
ripiene di (sg. ripiena; m. ripieno): ～が詰まった 
ragù, il: ミートソース 
ricotta, la: リコッタ・チーズ 
mandorle, le (sg. la mandorla): アーモンド 
granite, le (sg. la granita): シャーベット 
brioche, la (pl. le brioche): （仏）ブリオッシュ

（クロワッサン型の甘いパン） 
specialità, le (sg. la specialità): 特産物、名物料

理 
pubblicizzare: 宣伝する 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
mq/m² (metri quadri/quadrati) (sg. metro 
quadro/quadrato) : 平米 
elettrodomestici, gli (sg. l’elettrodomestico): 家
庭電化製品 
potete disegnarli: それらを描いてもかまいませ

ん  
letto matrimoniale, il: ダブルベッド 
libri usati, i (sg. il libro usato): 古本 
finestra, la: 窓 
dopodomani (avv.): あさって 
Pantelleria: パンテッレリーア 
Musei Vaticani, i: ヴァチカン美術館 
intelligente: 知的な、知性のある 
normale: ふつうの 
assoluto: 絶対の 
lotto, il: 宝くじ 
dai (inf. dare): （不信を表して）えー 
in gran forma: とても元気な、とてもコンディシ

ョンがいい 
fritto: フライにした 
normalmente (avv.): ふつう 

gentilmente (avv.): 親切に 
ovviamente (avv.): 明らかに 
ovvio: 明らかな 
distratto: うかつな、ぼんやりした、不注意な 
perfettamente (avv.): 完璧に 
esattamente (avv.): そのとおり 
 
 
Facciamo il punto? 3 
lessico, il: 語彙 
arcobaleno, l’: 虹 
fare benzina: ガソリンを入れる 
peperone, il: ピーマン、パプリカ 
vergogna, la: 恥 
fidanzato, il: 付き合っている人 
all’antica: 古風な 
fattorino, il: 配達人 
lettera espresso, la: 速達郵便 
diritto (avv.): まっすぐに、寄り道せずに 
cosa c’è scritto?: 何が書いてあるの？ 
stare in pena: 心配している 
muri, i (sg. il muro): 壁、城壁 
pace, la: 平和 
mi rammento di (inf. rammentarsi): ～を思い出

す 
perciò: だから 
ti prego (inf. pregare): お願いだから 
correggere (p.p. corretto): 修正する、書きなお

す 
va’ (inf. andare): 行って 
 
 
TEST FINALE 
competenza linguistica, la: 言語能力 
a proposito: ところで 
simpatiche (sg. simpatica: m. simpatico): 感じの

良い 
lì (avv.): そこ 
comprensione orale, la: 口述されたものの理解

力 
barista, il/la (pl. i baristi / le bariste): バーテン

ダー 
comprensione scritta, la: 書かれたものの理解力 
titoli, i (sg. il titolo): タイトル 
melodie, le (sg. la melodia): メロディー 
edizione, l’ (f.): （定期的に開催される）催し 
ospiti, gli/le (sg. l’ospite): ゲスト 
polemiche, le (sg. la polemica): 論争 
intorno a: ～について 
ambiente, l’ (m.): 雰囲気、部屋 
su prenotazione: 予約で 
spesa, la: 料金 
gratis : 無料の 
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villa, la : 屋敷、別荘 
trattoria, la: トラットリア、軽食堂 
osteria, l’: オステリア、飲食店 
magica (m. magico): 魅惑的な 
alla moda: 流行の 
risotti, i (sg. il risotto): リゾット 
 
 
GRAMMATICA 
graficamente (avv.): 書法に従って 
accento tonico, l’: アクセント記号 
sillaba, la: 音節 
accento grave, l’: 開口音符号 
accento acuto, l’: 閉口音符号 
determina (inf. determinare): 定める、明らかに

する 
congiunzione, la: 接続詞 
lettera minuscola, la: 小文字 
lettera maiuscola, la: 大文字 
professoressa, la: （女性の）教授 
identiche (sg. identica; m. identico): 同じ 
direttrice, la: （女性の）指導者、管理者、校長 
di norma: 通常の 
abbreviati (sg. abbreviato): 短縮した 
terzultima (m. terzultimo): 最後から３番目の 
accentata (m. accentato): アクセントがある 
eccezione, l’ (f.): 例外 
indeterminata (m. indeterminato): 不明確の、漠

然とした 
preposizione articolata, la: 冠詞前置詞 
possesso, il: 所有 
si distingue (inf. distinguersi; p.p. distinto): 区別

される 

esclusivamente (avv.): もっぱら 
possessore, il: 所有者 
cosa posseduta, la: 所有されるもの 
fa eccezione: 例外である 
definiscono (inf. definire): 定義する、説明する 
confronto, il: 比較 
paragonare: 比較する 
qualità, la: 性質 
in riferimento a: ～に関して 
contesto, il: 文脈 
porre in evidenza (p.p. posto): 強調する 
negazione, la: 否定語 
apostrofo, l’: アポストロフィ－ 
ampliano (inf. ampliare): 増やす 
tema, il (pl. i temi): 語幹 
vale (inf. valere; p.p. valso): 有効である 
conclusa (m. concluso): 完了した 
verbi di stato, i (sg. il verbo di stato): 状態を表

す動詞 
complemento di termine, il: 間接目的語 
provenienza, la: 出身 
compagnia, la: 同伴 
obiettivo, l’: 目的 
intenzione, l’ (pl. le intenzioni): 意向 
destinazione, la: 方向 
tra due ore: ２時間後 
possibilmente (avv.): できれば 
se espresso: もし表現されるなら 
intonazione ascendente, l’ (f.): 上昇イントネー

ション 
precise (sg. precisa; m. preciso): 正確な 
decina, la: 十の位 

 
 
 


