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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 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 – Hai voglia di uscire? 
LIBRO DELLO STUDENTE 
voglia, la: …したい気持ち、意欲、欲求 
uscire: 出かける 
fissare un appuntamento: アポイントを取る 
ripasso, il: 復習、おさらい 
esprimere (p.p. espresso): 表現する 
preferenze, le (sg. la preferenza): 好み 
interessi, gli (sg. l’interesse): 興味 
opinione, l’ (f.): 意見 
accordo, l’: 賛成、同意 
disaccordo, il: 不同意、相違 
indecisione, l’ (f.): 決心がつかないこと 
avverbi di quantità, gli: 数量を表す副詞 
pronomi indiretti, i: 間接目的語代名詞 
superlativo relativo, il: 相対 上級 
espressioni di tempo, le (sg. 
l’espressione): 時間を表す表現 
spettacoli, gli (sg. lo spettacolo): 出し物、公

演 
teatro, il: 演劇、芝居 
Romeo e Giulietta: 『ロミオとジュリエット』 
balletto, il: バレエ 
Il lago dei cigni: 『白鳥の湖』 
appuntamenti, gli (sg. l’appuntamento): ア
ポイント、約束 
finali di ciclismo su pista-velodromo, le 
(sg. la finale): 競技トラックにおけるサイクリン

グレース・ファイナル 
locali, i (sg. il locale): 店、娯楽施設 
in coppia: 2 人組になって 
concerto, il: コンサート 

mostre, le (sg. la mostra): 展覧会 
hai voglia di... (inf. avere): …したい 
opera lirica, l’: オペラ 
volentieri (avv.): 喜んで 
anche a me: 私も 
neanche a me: 私も～ない 
sostituiscono (inf. sostituire): ～に代わる 
complemento indiretto, il: 間接目的補語 
affermazioni, le (sg. l’affermazione): 肯定文 
arte contemporanea, l’: 現代アート 
alla scoperta: 発見して 
tabella, la: 表 
andare in bicicletta: 自転車で行く 
pronomi, i (sg. il pronome): 代名詞 
corrispondenti (sg. corrispondente): 対応す

る 
ha portato (inf. portare): 持ってきた 
compagno di classe, il: クラスメート 
e così via: 同様に 
esempio, l’: 例 
visitare i musei: 博物館を訪ねる 
ballare: 踊る 
a coppie: ２人組で 
serata libera, la: 予定のない夕べ 
insieme (avv.): 一緒に 
impegno, l’: 用事 
stupendo: 素敵、素晴らしい 
ottima idea: 高のアイデア 
quadro, il: 絵 
ecco (avv.): ほら、これよ 
famose piazze, le (sg. la famosa piazza): 有
名な広場 
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significativi (sg. significativo): 意義のある、

有名な 
arte metafisica, l’: 形而上芸術 
senso di malinconia, il: 寂寥感 
immobile: 不動の 
il tempo si è fermato (inf. fermarsi): 時間が

停止した 
giusto: そのとおり、正しい 
in fondo: 奥にある 
si muove (inf. muoversi; p.p. mosso): 動いて

いる 
forse (avv.): おそらく 
pittore, il: 画家 
serie, la (pl. le serie): シリーズ 
torri, le (sg. la torre): 塔 
secondo termine di paragone, il: 比較する

後者の言葉 
è introdotto da (inf. introdurre): ～に導かれ

ている 
pienamente (avv.): 全く、完全に 
d’accordo: 賛成 
opinione diversa, l’: 異なる意見 
indeciso: 迷っている 
giudicano (inf. giudicare): 評価する 
alcuni: 何人かの 
visitatori, i (sg. il visitatore): 訪問者、見学者 
noioso: 退屈な 
secondo me: 私が思うに 
mi annoio sempre (inf. annoiarsi): いつも退

屈する 
esprimere accordo: 同意を表す 
esprimere disaccordo: 不同意を表す 
esprimere indecisione: ためらいを表す 
hai ragione (inf. avere): あなたの言うとおり 
è proprio così: 実にそのとおり 
per me no: 私は～ない、私にはそうではない 
assolutamente no (avv.): 絶対にだめ、決し

てそうではない 
no, scusa, ma ...: いいえ、ごめんなさい、でも

… 
dipende (inf. dipendere; p.p. dipeso): ～によ

る 
sciare: スキーをする 
correre: 走る 
nuotare: 泳ぐ 
giocare a carte: トランプをする 
giocare a scacchi: チェスをする 
fare ginnastica: 運動をする 
fare atletica: 運動競技をする 

fare aerobica: エアロビクスをする 
gerundio, il: ジェルンディオ 
verbi regolari, i: 規則動詞 
calcio, il: サッカー 
nuoto, il: 水泳 
pallavolo, la: バレーボール 
scherma, la: フェンシング 
sci, lo: スキー 
squadra delle Azzurre, la: イタリアのナショ

ナルチーム 
pratica (inf. praticare): 練習する 
palestra, la: 体育館、ジム 
rientra (inf. rientrare): 戻る 
passa (inf. passare): 立ち寄る 
dialogo, il: ダイアローグ 
sottolineate (inf. sottolineare): 下線を引きな

さい 
infinito, l’: 不定詞 
forme verbali, le (sg. la forma verbale): 動
詞の形 
pronto: もしもし 
regola, la: 規則 
è già accaduto (inf. accadere): 既に起こった 
accade di solito (inf. accadere): ふだん起こ

る 
accade adesso (inf. accadere): 今起こる 
un po’ di più: もう少し 
scegliete (inf. scegliere): 選びなさい 
tra poco: もう少ししたら 
corso di nuoto, il: 水泳教室 
squadra, la: チーム 
la partita, la: 試合 
fare un giro in bici: サイクリングする 
vincere (p.p. vinto): 勝つ 
che sport praticate (inf. praticare): どんなス

ポーツをしていますか？ 
invece (avv.): それに反して 
preferite (inf. preferire): より好む 
seguire in TV: テレビで観る 
indovina (inf. indovinare): 言い当てる 
tocca a (inf. toccare): ～の番である 
qualcuno: 誰か 
mimare un’azione: 身ぶり手ぶりで行為を表す 
foglietto, il: 小さな紙 
distribuitene uno a testa (inf. distribuire): 
一人一枚ずつ配る 
in mano: 手に 
letteratura, la: 文学 
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non mi piace per niente: まったく好きではな

い 
allora (avv.): それでは 
usiamo (inf. usare): 使う 
avviene nel futuro (inf. avvenire): 将来起こ

る 
qualche consiglio: いくつかアドヴァイス 
ripetere: 繰り返す 
strutture, le (sg. la struttura): 構造 
rappresentano (inf. rappresentare): 表す 
movimento, il: 動き、動作 
memorizzarle (inf. memorizzare): それらを

記憶する 
pallone d’oro, il: FIFA バロンドール賞 
candidati, i (sg. il candidato): 候補者 
rappresentato: 現れた 
Parigi: パリ 
pubblicata, (m. pubblicato): 公表された 
elenco, l’: リスト 
infatti: 実際 
giocatori, i (sg. il giocatore): 選手 
casa nostra, la: 私たちの国 
minuto per minuto: 分刻みで 
trasmissione radiofonica, la: ラジオ放送 
La trasmissione radiofonica più seguita: 
もよく聴かれているラジオ放送 

accompagna (inf. accompagnare): ～にお伴

する 
pomeriggi domenicali, i (sg. il pomeriggio 
domenicale): 日曜の午後 
sportivi, gli (sg. lo sportivo): スポーツマン、

運動家 
trasmissione televisiva, la: テレビ放送 
sintesi, la (pl. le sintasi): 総括 
partite di calcio, le (sg. la partita): サッカー

の試合 
La Gazzetta dello Sport: ガッゼッタ・デッ

ロ・スポルト紙 
giornale, il: 新聞 
batte (inf. battere): 打ち負かす 
maggiori (sg. maggiore): 大手の 
quotidiani, i (sg. il quotidiano):日刊紙、新聞 
tuttavia: しかしながら 
comodamente (avv.): 快適に 
seduti (sg. seduto): 座って 
divano, il: ソファ 
risparmiano (inf. risparmiare): 節約する 
un bel po’: かなりの 

non prendono freddo (inf. prendere): 寒さ

に身をさらさない 
inverno, l’: 冬 
automobilismo, l’: カーレース、モータースポ

ーツ 
prestano grande attenzione (inf. 
prestare): 大いに注目する 
eventi sportivi, gli (sg. l’evento sportivo): 
スポーツイベント 
Olimpiadi, le (sg. l’olimpiade): オリンピック 
campionati, i (sg. il campionato): 選手権 
spendono (inf. spendere; p.p. speso): お金を

費やす 
sedentari, i (sg. il sedentario): 家にこもりが

ちの人 
attività fisica, l’: 運動 
regolarmente (avv.): 定期的に、規則的に 
saltuariamente (avv.): 不規則に 
fa bene alla salute (inf. fare): 健康に良い 
dimagrire: やせる 
occasione, l’ (f.): 機会 
incontrare: 出会う、会う 
divertirsi: 楽しむ 
in alto a destra: 上の右側に 
in basso: 下にある 
personaggi, i (sg. il personaggio): 人物 
famosi (sg. famoso): 有名な 
discipline sportive, le (sg. la disciplina 
sportiva): スポーツ鍛錬 
promuove (inf. promuovere; p.p. 
promosso): 促進する 
perfettamente (avv.): 完全に、まったく 
stanco: 疲れている 
cartolina, la: 絵葉書 
scheda di Autovalutazione, la: 自己評価表 
indicate (inf. indicare): 示しなさい 
spazi, gli (sg. lo spazio): 空欄 
originale: 独創的な 
mela, la: りんご 
Natale, il: クリスマス 
montagna, la: 山 
mi sono iscritta: 私は登録した、申し込んだ 
piscina, la: プール 
completi (sg. completo): 申し分のない、完璧

な 
coniugare: 活用する、変化させる 
verificate (inf. verificare): 確認する、～と照合

する 
risposte, le (sg. la risposta): 答え 
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QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
stanchi (sg. stanco): 疲れている 
pancia, la: 腹 
grattacielo, il: 高層ビル 
dopati (sg. dopato): ドーピングをした、薬物投

与した 
bevande alcoliche, le (sg. la bevanda 
alcolica): アルコール飲料 
velodromo, il: 自転車競技用トラック 
cruciverba, il: クロスワードパズル 
vado a fare la spesa: 私は日用品の買物に行く 
contrario, il: 反対 
stasera (avv.): 今晩 
spettacolo, lo: 上映 
prendere il sole: 日焼けする 
riposarsi: 休む、休息する 
far da mangiare: 食べるものをつくる 
preparare: 調理する、準備する 
aspettare: 待つ 
raccontare: 語る 
fare la cyclette: エアロバイクをこぐ 
Azzurri, gli: イタリアのナショナルチームの選手 
arte moderna e contemporanea, l’: 近現代

アート 
fumetto, il: 漫画 
dentista, il/la: 歯医者 
ristorante di lusso, il: 高級レストラン 
colloquio, il: 面接 
per un posto di lavoro: 仕事のポストのために 
concerto rock, il: ロックコンサート 
serata romantica, la: ロマンティックな夕べ 
 
 
Unità 2 – Buone vacanze!  
LIBRO DELLO STUDENTE  
vacanza, la: ヴァカンス 
raccontare: 語る 
infanzia, l’: 幼年期 
eventi passati, gli (sg. l’evento passato): 過
去の出来事 
passato prossimo, il: 近過去 
imperfetto, l’: 半過去 
avverbi di tempo, gli: 時を表す副詞 
frasi secondarie, le (sg. la frase 
secondaria): 従属節 
mentre: ～の間 
quando (avv.): ～のとき 
cellulare, il: 携帯電話 

squilla (inf. squillare): 鳴る 
immaginate (inf. immaginare): 想像しなさい 
conversazione, la: 会話 
interpretate (inf. interpretare): 演じなさい 
scena, la: 場面 
spiaggia, la: 砂浜、浜辺 
passerella, la: 船橋、タラップ 
bagnino, il: （プール、海水浴場などの）監視員 
ombrellone, l’ (m.): パラソル 
docce, le (sg. la doccia): シャワー 
... fa (avv.): …前 
da ...: …前から 
posto unico, il: 唯一の場所 
ISTAT (Istituto nazionale di statistica): 
=Istituto Centrale di Statistica 政府中央統計局 
soprattutto (avv.): 特に 
posta elettronica, la: 電子メール 
chattare: チャットする 
utilizzare: 利用する 
servizi bancari, i (sg. il servizio bancario): 
銀行サービス 
acquisti online, gli (sg. l’acquisto online): オ
ンライン購入 
campo del turismo, il: 観光分野 
ausiliare, l’ (m.): 助動詞 
participio passato, il: 過去分詞 
concorda (inf. concordare): 一致する 
genere, il: 性 
si riferisce (inf. riferirsi): かかわる 
forum, il: フォーラム 
luoghi di vacanza, i (sg. il luogo di 
vacanza): ヴァカンス地 
viaggio organizzato, il: オーガナイズドツアー 
centro storico, il: 歴史的旧市街 
mi sono divertito un mondo: 私はとても楽

しんだ 
splendida (m. splendido): 素晴らしい、うっと

りするほど美しい 
all’interno: 内部に 
area marina protetta, l’: 保護海域 
villaggio, il: 旅行 
animatori, gli (sg. l’animatore): アニメーター 
intere famiglie, le (sg. l’intera famiglia): 家
族全体 
nonni inclusi: 祖父母を含む 
all’aperto: 戸外で 
trascorrevano (inf. trascorrere; p.p. 
trascorso): 過ごしていたものだった 
vero e proprio: 本当の意味での、正真正銘の 
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periodo di ferie, il: 休暇期間 
località balneari, le (sg. la località 
balneare): 海水浴場 
penisola, la: 半島 
durante: ～の間 
iniziavano (inf. iniziare): ～し始めていた 
scoprire: 発見する 
luoghi esotici, i (sg. il luogo esotico): 異国情

緒あふれる場所 
Maldive, le: モルジブ 
Seychelles, le: セーシェル諸島 
millennio, il: ミレニアム 
Kenya, la: ケニア 
Mar Rosso, il: 紅海 
sono diventate (inf. diventare): なった 
culturali (sg. culturale): 文化的な 
Stati Uniti, gli: 合衆国 
piccoli borghi, i (sg. il piccolo borgo): 小さな

村 
crisi economica, la: 経済危機 
però: しかしながら 
è ritornato di moda (inf. ritornare): 流行が

戻った 
week-end “pendolare” , il: 日帰り週末旅行 
infiniti, gli (sg. l’infinito): 不定詞 
trascorrere (p.p. trascorso): 過ごす 
mattina, la: 朝 
intervistate (sg. intervistata; m.sg. 
intervistato): インタビューしなさい 
di solito: ふつう 
descrive (inf. descrivere; p.p. descritto): 表
す 
situazioni, le (sg. la situazione): 状況 
azioni passate, le (sg. l’azione passata): 過
去の動作 
certa durata, la: ある一定の期間継続した 
oppure: あるいは 
si ripetono (inf. ripetersi): 繰り返される 
ti alzavi (inf. alzarsi): あなたは起きていたもの

だった 
presto (avv.): 早く 
tardi (avv.): 遅く 
colazione, la: 朝食 
pomeriggio, il: 午後 
sera, la: 夕方 
dopo le ferie: 休暇のあと 
numero cardinale, il: 基数 
mese, il: 月 
giorno iniziale del mese, il: 月の初日 

ferrovia Circumvesuviana, la: チルクムヴェ

スヴィアーナ鉄道 
tutt’intorno al Vesuvio: ヴェスーヴィオ山の

周辺をぐるりと 
prenotare: 予約する 
visite guidate, le (sg. la visita guidata): ガイ

ドつき見学 
sito, il: ウェヴサイト 
contesto, il: 全体の状況 
sfondo, lo: 背景 
azione principale, l’ (f.): 主要な動作 
comprendere (p.p. compreso): 理解する 
uso, l’: 使用 
ricordate (inf. ricordare): 思い出す 
differenza, la: 違い、相違 
regione, la: 州 
racconto, il: 話 
ordine giusto, l’: 正しい順番 
costiera amalfitana, la: アマルフィ海岸 
posti diversi, i (sg. il posto diverso): 違う場

所 
Positano: ポジターノ 
Ravello: ラヴェッロ 
pranzo, il: 昼食 
gelato, il: アイスクリーム 
sai com’è (inf. sapere) (inf. essere): どのよう

かあなたは知っている 
non avevo voglia di nient’altro: 私は他に何

もほしくなかった 
quasi sempre (avv.): ほぼいつも 
chiaramente (avv.): 明らかに 
napoletana (m. napoletano): ナポリの 
spesso (avv.): よく 
Sorrento: ソッレント 
che belle serate: なんて素敵な夕べ 
crisi di fame, la: 空腹の危機 
escursioni, le (sg. l’escursione): 小旅行、遠足、

ハイキング 
Pompei: ポンペイ 
Ercolano: エルコラノ 
guida, la: ガイド 
poi (avv.): それから 
provare: 試す 
prodotti tipici, i (sg. il prodotto tipico): 名物

料理 
come si fa: どのように作るか 
pasta, la: パスタ 
cantine, le (sg. la cantina): ワインセラー 
aziende, le (sg. l’azienda): 企業 
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agrituristiche (sg. agrituristica; m.sg. 
agrituristico): アグリトゥリズムの 
allevamenti di bufale, gli (sg. 
l’allenamento): 水牛の飼育 
ho assaggiato (inf. assaggiare): 私は試食し

た 
mozzarelle, le (sg. la mozzarella): モッツァ

レッラ・チーズ 
squisite (sg. squisita; m.sg. squisito): 美味し

い 
schema, lo: 図 
qui sotto (avv.): この下の 
a turno: 順番に 
tirate (inf. tirare): 投げなさい 
moneta, la: コイン 
se esce testa (inf. uscire): もし表が出たら 
ad una certa età: ある年齢で 
se esce croce (inf. uscire): もし裏が出たら 
indicato: 示された 
disegni, i (sg. il disegno): スケッチ 
collegate (inf. collegare): 結び付けなさい 
l’altro giorno: 一昨日 
doccia, la: シャワー 
ha acceso la luce (inf. accendere): 明りを点

けた 
occupato: 忙しい 
festa a sorpresa, la: サプライズパーティー 
si è sporcato la cravatta (inf. sporcarsi): ネ
クタイを汚した 
cantava (inf. cantare): 歌っていた 
allegramente (avv.): 陽気に 
ha bruciato (inf. bruciare): 焦がした 
forma corretta, la: 正しい形 
rumori, i (sg. il rumore): 騒音 
gioco a catena, il: チェーンゲーム 
aggiunge (inf. aggiungere; p.p. aggiunto): 
付け加える 
trasforma (inf. trasformare): 形を変える 
indicano (inf. indicare): 示す 
successione di azioni, la: 動作の連続 
ripetizione, la: 繰り返し 
momento preciso, il: 正確な瞬間 
diversa (m. diverso): 異なった 
in modo diverso: 違った方法で 
solidale: 連帯した 
vacanza-volontariato, la: ボランティア休暇 
abbandonata (m. abbandonato): 捨て去って 
tutta sole e mare: 太陽と海ばかりの 

campi estivi, i (sg. il campo estivo): サマー

キャンプ 
proteggere: 保護する 
natura, la: 自然 
stranieri (sg. straniero): 外国の 
svolgono un’attività di volontariato: ボラ

ンティア活動をする 
affiancano (inf. affiancare): 加える、添える 
attività culturali, le (sg. l’attività culturale): 
文化活動 
studio di una lingua, lo: 言語の学習 
tradizionale: 伝統的な 
esperienza, l’: 経験 
si tratta (inf. trattarsi): ～である 
straordinarie (sg. straordinaria; m.sg. 
straordinario): 特別な 
offerte, le (sg. l’offerta): 提供、オファー 
campi, i (sg. il campo): キャンプ 
pace, la: 平和 
Mani Tese, le (sg. la Mano Tesa): マーニ・テ

ーゼ（社会貢献非営利団体） 
protezione, la: 保護 
ambiente, l’ (m.): 環境 
LIPU (Lega Italiana Protezioni Uccelli): 
=Lega Italiana Protezioni Uccelli イタリア鳥

類保護連盟 
Legambiente, la: 環境連盟 
organizzazioni, le (sg. l’organizzazione): 団
体 
internazionali (sg. internazionale): 国際の 
WWF (World Wild Found): =World Wildlife 
Fund 世界自然保護基金 
disabili, i (sg. il disabile): 障害者 
a carico: ～の負担で 
volontario, il: ボランティア 
divertimento, il: 楽しみ、娯楽 
intenso: 熱心な 
momento, il: 瞬間 
crescita, la: 成長 
parco nazionale delle foreste 
casentinesi, il: カゼンティーノ森林国立公園 
collaborazione, la: 協力 
Associazione, la: 協会 
sessione, la: 会期、開催期間 
partecipanti, i/le (sg. il/la partecipante): 参
加者 
Corpo Forestale dello Stato, il: 森林警備隊 
assistenza, l’: 補助、援助 
manutenzione, la: 維持 
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sentieri, i (sg. il sentiero): 小路、細道 
strutture, le (sg. la struttura): 建築物 
territorio, il: 領域 
eventuali (sg. eventuale): 起こりうる 
gestione, la: 管理 
fauna, la: 動物相、動物群 
intento, l’: 目的 
concretamente (avv.): 具体的に 
partecipante, il: 参加者 
salvaguardare: 保護する 
prioritariamente (avv.): 優先的に 
coordinamento, il: 調整 
aderire: 加入する、所属する 
candidarsi: 立候補する、申し込む 
attraverso: ～を通して 
apposito: 専用の 
modulo, il: 用紙 
regolamento, il: 規則 
compilato: 記入して 
quanto prima: できるだけ早く 
dopo tale data: その日の後 
garantita (m. garantito): 保障されている 
neppure (avv.): ～さえもない 
negativa (m. negativo): 拒絶的な、否定的な 
attentamente (avv.): 注意して 
viaggio organizzato, il: オーガナイズドツアー 
eventi passati, gli (sg. l’evento passato): 過
去の出来事 
Eolie, le: エオリア諸島 
frasi secondarie, le (sg. la frase 
secondaria): 従属節 
hanno bussato (inf. bussare): ドアをノック

した 
pensione, la: 年金生活 
abitudini, le (sg. l’abitudine): 習慣 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
osservate (inf. osservare): 観察しなさい 
accanto (avv.): そばに 
crucipuzzle, il: シークワーズ 
confortevole: 快適な 
vista sul mare, la: オーシャンビュー、海に面

した眺め 
servizio, il: サービス 
animatori, gli (sg. l’animatore): アニメーター 
intere (sg. intera; m.sg. intero): 全部の、まる

ごとの 
campeggio, il: キャンプ場 
città d’arte, la: 芸術都市 

lago, il: 湖 
vacanza culturale, la: 文化的なヴァカンス、

教養休暇 
villaggio, il: 村、集落 
inseparabili (sg. inseparabile): 別れられない 
passeggiare: 散歩する 
soste, le (sg. la sosta): 立ち止まること 
caotica (m. caotico): 混乱した 
stupendamente (avv.): 素晴らしく 
affascinante: 魅力的な 
minigonna, la: ミニスカート 
manifestazioni politiche, le (sg. la 
manifestazione politica): 政治的デモ 
indimenticabile: 忘れ難い 
festività, la: 祝祭日 
Festa del Lavoro, la: メーデー 
Festa della Liberazione, la: イタリア解放記

念日 
Festa della Repubblica, la: 共和国記念日 
festa della donna, la: 国際女性の日 
l’ultimo dell’anno: 大晦日 
incidente, l’ (m.): 事故 
escursione, l’ (f.): 小旅行、周遊旅行 
Circumvesuviana, la: チルクムヴェスヴィアー

ナ鉄道 
giro, il: 散歩、一巡り 
mancare: 欠ける、なしで済ます 
 
 
Unità 3 – Ti sta benissimo! 
LIBRO DELLO STUDENTE 
permesso, il: 許可 
disponibilità, la: 要求に応じられるかどうかの

可能性 
abbigliamento, l’: 服装 
c’era (inf. esserci): （単数のものが）あった、

いた 
c’erano (inf. esserci): （複数のものが）あった、

いた 
superlativo assoluto, il: 絶対 上級 
dimostrativi, i (sg. il dimostrativo): 指示代名

詞、指示形容詞 
questo: これ、この 
quello: あれ、あの、それ、その 
materiali (sg. materiale): 素材、原材料 
pronomi diretti, i: 直接目的語代名詞 
aggettivo, l’: 形容詞 
bello: 美しい、素敵な 
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Borsa internazionale del turismo, la: 国際

観光商談会 
valigia, la: スーツケース 
capi d’abbigliamento, i (sg. il capo 
d’abbigliamento): 洋服 
invernali (sg. invernale): 冬の 
estivi (sg. estivo): 夏の 
inverno, l’: 冬 
estate, l’ (f.): 夏 
lana, la: ウール 
cotone, il: 綿 
pelle, la: 革 
lino, il: 麻 
seta, la: 絹 
nylon, il: ナイロン 
maglione, il: セ－ター 
pesante: 厚手の 
un paio di pantaloni: ズボン一本 
magliette, le (sg. la maglietta): T シャツ 
colorate (sg. colorata; m.sg. colorato): カラ

フルな 
servizio ristoro, il: 飲食サービス 
navetta per la stazione, la: 駅送迎バス 
accesso, l’: アクセス 
fiera, la: 見本市 
padiglione, il: パビリオン、展示会場 
espositori, gli (sg. l’espositore): 出展者 
elenco, l’: リスト 
orari, gli (sg. l’orario): 時刻表 
permesso, il: 許可 
appuntamento, l’: アポイント 
subito (avv.): すぐに、直ちに 
dritto (avv.): まっすぐ 
ultimo: 後の 
sinistra, la: 左 
corridoi, i (sg. il corridoio): 通路 
numerati (sg. numerato): 番号が付けられてい

る 
piantina, la: 小地図 
certamente (avv.): もちろん 
dare un’occhiata: ちょっと見る 
prego (inf. pregare): どうぞ 
per favore: （頼みごとをするときに）どうか、

お願いします 
eccolo: はい、どうぞ 
perfetto: すばらしい、申し分ない 
stazione ferroviaria, la: 鉄道駅 
grazie mille: どうもありがとう 

arrivederLa: （敬称 Lei を使う相手に対して）

さようなら、失礼します 
arrivederci: さようなら 
rileggete (inf. rileggere): 再び読みなさい 
riassunto, il: 要約 
hostess, la: 通訳ガイド 
scambiate (inf. scambiare): 交換する 
più volte: 何度も 
partner, il/la: パートナー 
cellulare scarico, il: 充電切れの携帯電話 
mi dispiace (inf. dispiacere): 残念です 
in fondo: 奥に、突き当りに 
invia (inf. inviare): 送る 
dottor, il: （文系大学卒業者、医者に対する敬

称） 
gente, la: 人々 
informatico, l’: 情報技術者 
organizzatore, l’ (m.): オーガナイザー 
aggettivi possessivi, gli (sg. l’aggettivo 
possessivo): 所有形容詞 
mancanti (sg. mancante): 欠けている 
via mail: メールで 
solo adesso: たった今 
troppa (m. troppo): 多すぎる 
code, le (sg. la coda): 列 
dappertutto (avv.): そこらじゅう 
confusione, la: 混乱 
stracontento: 大満足の、とても嬉しい 
conosciutissima (m. conosciutissimo): とて

も著名な 
ricercatissima (m. ricercatissimo): とても評

価の高い 
telefonate, le (sg. la telefonata): 通話 
hanno interrotto (inf. interrompere): 中断し

た 
colloquio, il: 対談 
ultragentile: 大変親切な 
nel complesso: 全体として 
mi ha dedicato (inf. dedicare): 私に時間を割

いてくれた 
ci ha fatto i complimenti: 私たちを褒めてく

れた 
bravissimi (sg. bravissimo): 大変優秀な 
ottimo lavoro, l’: 非常に良い仕事 
nei dettagli: 詳細に 
festa, la: パーティー 
traffico, il: 交通量 
conosciuta (m. conosciuto): 著名な 
ricercata (m. ricercato): 評価の高い 



Arrivederci! 2 
単語帳 

 

 
Edizioni Edilingua 

9 

signorine, le (sg. la signorina): （未婚女性に

対する敬称） 
scelto: 選択した 
pronti (sg. pronto): 準備のできた、（via とと

もに使われて）よーい 
partenza, la: 出発 
via (avv.): （pronto とともに使われて）スター

ト、ドン 
dolcevita, il: タートルネックセーター 
maglione, il: セ－ター 
a collo alto: ハイネックの 
aderente: ぴったりとした、タイトな 
La dolce vita: 『甘い生活』（映画のタイトル） 
protagonista, il/la (pl. i protagonisti / le 
protagoniste): 主人公 
sostantivo, il: 名詞 
si riferiscono (inf. riferirsi): かかる 
in vetrina: ショーウィンドーの 
si comporta (inf. comportarsi): 変化する 
precedono (inf. precedere): ～に先立つ 
obbligatorio: 義務的、強制的 
affermazioni, le (sg. l’affermazione): 定義、

肯定文 
corrette (sg. corretta; m.sg. corretto): 正し

い 
vestito, il: 洋服 
elegante: エレガントな 
desidera (inf. desiderare): ～したい、～を望む 
comprare: 買う 
gonna, la: スカート 
ha provato (inf. provare): 試した 
però: しかしながら 
larga (m. largo): 幅の広い、ゆるい 
bianca (m. bianco): 白い 
utilizzando (inf. utilizzare): 利用しながら 
in basso: 下にある 
simile: 似ている 
allora (avv.): それでは 
colore, il: 色 
non mi convince (inf. convincere; p.p. 
convinto): 私は納得いかない 
camicetta, la: ブラウス 
modello, il: モデル、形 
come ti sta (inf. stare): いかがですか 
stai benissimo: とてもお似合いです 
dici (inf. dire): そうですか 
ti sta proprio bene (inf. stare): 本当にお似合

いです 
corto: 短い 

sportivo: スポーティブな 
casual: カジュアルな 
lungo: 長い 
stretto: きつい 
vicino: 近くの 
lontano: 遠くの 
pronomi dimostrativi, i: 指示代名詞 
giacca, la: ジャケット 
scarpe, le (sg. la scarpa): 靴 
a righe: 縞模様の 
a quadretti: チェックの 
complimenti, i (sg. il complimento): ほめこ

とば、賛辞 
ricevere: 受ける 
espressioni, le (sg. l’espressione): 表現 
completo di lino, il: 麻のスーツ 
marrone: 茶色い 
chiaro: 明るい 
borsa di pelle, la: 革のバッグ 
un paio di scarpe: 靴一足 
tacco altissimo, il: とても高いヒール 
occhiali da sole, gli: サングラス 
lenti grandi, le (sg. la lente grande): 大きな

レンズ 
sorrideva (inf. sorridere): 微笑んでいた 
distinto: 洗練された 
sorriso, il: 微笑み 
la rendeva (inf. rendere): 彼女を～にしていた 
angolo, l’: 隅 
sala, la: 部屋、ホール 
sguardi, gli (sg. lo sguardo): 視線 
si sono incrociati (inf. incrociarsi): （目と目

が）合った 
stai benissimo! (inf. stare): あなたはとても元

気ですね 
come siamo eleganti stasera! (inf. 
essere): 私たち、今夜はなんてエレガントなの！ 
sei stata bravissima!: あなたはとてもよくや

りましたね！ 
sei bellissima!: あなたはとても美しい！ 
complimenti!: すばらしい！ 
hai fatto un ottimo lavoro!: あなたはとても

よい仕事をしましたね！ 
non sei in forma: あなたは身体の調子が悪いで

すね 
come mai?: どうして？ 
questo completo non ti sta bene: このスー

ツはあなたには似合いません 
che bel completo: なんて素敵なスーツ 



Arrivederci! 2 
単語帳 

 

 
Edizioni Edilingua 

10 

ti sta benissimo: あなたにとてもお似合いです 
ti trovo bene: あなたはお元気そうですね 
sei stupenda: あなたは素晴らしい、美しい 
raccogliete (inf. raccogliere; p.p. raccolto): 
集めなさい 
finale, il: 結末 
tutto colorato: 全体がカラフルな 
originale: オリジナルな、他にはない 
che bell’abito: なんて素敵なドレス 
stasera (avv.): 今晩 
consonante, la: 子音 
vocale, la: 母音 
Milano: ミラノ 
Duomo, il: ドゥオーモ、大聖堂 
Cenacolo, il: 『 後の晩餐』（絵のタイトル） 
grattacielo, il: 高層ビル 
celebre: 有名な 
Quadrilatero, il: ファッション街 
vita frenetica, la: 慌ただしい生活 
smog, lo: スモッグ 
vecchio: 古い 
centro fieristico, il: 見本市センター 
decisa (m. deciso): 決断力のある、実行力のあ

る 
conservare: 保存する 
capitale, la: 中心地 
in cantiere: 準備中である 
costruzione, la: 建設 
prevista (m. previsto): 予定された 
area, l’: 地域、エリア 
offrire: 提供する 
competenze, le (sg. la competenza): 能力 
soluzioni, le (sg. la soluzione): 解決策 
manageriali (sg. manageriale): 管理職の 
didattico: 教育の 
ricerca, la: 研究、リサーチ 
frutto, il: 成果 
collaborazione, la: 協力 
Bocconi (università privata L. Bocconi di 
Milano): ボッコーニ大学 
Cattolica (Università Cattolica del Sacro 
Cuore): カットリカ大学 
Politecnico, il: 工科大学 
in alto (avv.): 上にある 
scelto: 選ばれた 
edificio, l’: 建物 
ospita (inf. ospitare): 受け入れる 
alta formazione, l’ (f.): 高度な育成 
altezza, l’: 高さ 

piani, i (sg. il piano): フロア、階 
copre (inf. coprire): 覆う 
superficie, la: 表面積 
torri, le (sg. la torre): 塔 
opere architettoniche moderne, le (sg. 
l’opera architettonica moderna): 現代建築作品 
città moderne, le (sg. la città moderna): モ
ダン都市 
ha approfittato di (inf. approfittare): ～を利

用した 
strapieno: 超満員の 
taglia, la: サイズ 
stivali, gli (sg. lo stivale): ブーツ 
camere da letto, le (sg. la camera da letto): 
寝室 
cucina abitabile, la: 広々としたキッチン、ダ

イニングキッチン 
soggiorno, il: 居間 
bagni, i (sg. il bagno): 浴室、洗面所 
balconi, i (sg. il balcone): バルコニー 
moglie, la: 妻 
avvocato, l’: 弁護士 
coniugare: （動詞を）活用する、変化させる 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
sale, il: 塩 
occhiata, l’: ちらっと見ること、一瞥 
ingresso, l’: 入口 
orario di chiusura, l’ (m.): 閉館時間 
costo, il: コスト、費用 
visita guidata, la: ガイド案内による見学 
mostra, la: 展覧会 
fiera, la: 見本市 
dritto (avv.): まっすぐ 
corridoi, i (sg. il corridoio): 廊下、通路 
sedia, la: 椅子 
tavolino, il: 小テープル 
piantina della città, la: 町の小地図 
conoscente, il/la: 知人 
superelegante: 大変エレガントな 
ultramoderno: 超モダンな 
straorganizzata (m. straorganizzato): 大変

よく企画された 
accessori, gli (sg. l’accessorio): アクセサリー 
maglione, il: セ－ター 
là in fondo: あちらの奥に 
maglietta, la: T シャツ 
sciarpa, la: マフラー 
collant, il: ストッキング 
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estranea (m. estraneo): 関係のない 
impermeabili (sg. impermeabile): レインコー

ト 
annualmente (avv.): 毎年 
ricchezza, la: 富 
abitanti, gli (sg. l’abitante): 住人 
principale: 主要な、主な 
sede, la: 中心地 
volontariato, il: ボランティア活動 
competizione, la: 競争 
eccellenze, le (sg. l’eccellenza): 長所、美点 
aree espositive, le (sg. l’area espositiva): 解
説エリア 
crescita, la: 成長 
ambasciatrice, l’ (f.; m. l’ambasciatore): 使
者、使い 
area, l’: 地域 
metropoli-nodo, la: 世界的拠点都市 
 
 
Unità 4 – Mi sento bene 
LIBRO DELLO STUDENTE 
parti del corpo, le: 身体の部分 
consigli, i (sg. il consiglio): アドヴァイス 
salute, la: 健康 
dolori, i (sg. il dolore): 痛み 
problemi fisici, i (sg. il problema fisico): 身
体の問題 
numeri ordinali, i: 序数 
imperativo, l’: 命令法 
costruzione, la: 構文 
ripasso, il: 復習 
sostantivi, i (sg. il sostantivo): 名詞 
sapere: 知っている、～できる 
potere: ～できる、～してもよい 
una mela al giorno toglie il medico di 
torno (inf. togliere): 一日一個のりんごで医者い

らず 
mela, la: りんご 
toglie (inf. togliere): 取り除く 
medico, il: 医者 
togliere di torno: 厄介払いする 
sentirsi bene: 気分がよい 
aspirina, l’: アスピリン 
fare i massaggi: マッサージする 
fanghi, i (sg. il fango): 泥浴療法 
meditazione, la: 瞑想 
seguire: 受け入れる 

alimentazione sana, l’: 健康的な食事 
sana (m. sano): 健康的な 
essere a dieta: ダイエットしている 
vitamine, le (sg. la vitamina): ビタミン 
sciroppo, lo: シロップ 
dormire: 眠る 
mantenermi in forma (inf. mantenersi): 健
康を保つ 
volte, le (sg. la volta): 回 
corpo umano, il: 人間の身体 
esercizio, l’: エクササイズ 
gambe, le (sg. la gamba): 脚 
braccia, le (sg. il braccio): 腕 
in piedi: 立って 
piegate (inf. piegare): 曲げなさい 
tesa (m. teso): ピンと伸ばして 
alzate (inf. alzare): 上げなさい 
allungate (inf. allungare): 伸ばしなさい 
verso: ～の方へ 
ripetete (inf. ripetere): 繰り返しなさい 
dall’altra parte: もう一方で 
primo: 第 1 の 
secondo: 第 2 の 
terzo: 第 3 の 
quarto: 第 4 の 
quinto: 第 5 の 
sesto: 第 6 の 
settimo: 第 7 の 
ottavo: 第 8 の 
nono: 第 9 の 
decimo: 第 10 の 
undicesimo: 第 11 の 
dodicesimo: 第 12 の 
eccezioni, le (sg. l’eccezione): 例外 
trentatreesimo: 第 33 の 
quarantaseiesimo: 第 46 の 
forme plurali particolari, le (sg. la forma 
plurale particolare): 特殊な複数形 
dito, il: 指 
orecchio, l’ (pl. le orecchie): 耳 
ginocchio, il (pl. i ginocchi / le ginocchia): 膝 
Uomo vitruviano, l’: ウィトルウィウス的人体

図 
Leonardo: レオナルド（ダ・ヴィンチ） 
Gallerie dell’Accademia, le (sg. la 
Galleria): アカデミア美術館 
studio, lo: 研究 
proporzioni, le (sg. la proporzione): プロポー

ション、調和 
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è rappresentato (inf. rappresentare): 描かれ

ている 
monete, le (sg. la moneta): コイン 
corrispondenti (sg. corrispondente): 対応し

た 
unite (inf. unire): 合わせなさい 
alzate (inf. alzare): 上げなさい 
toccate (inf. toccare): 触れなさい 
punta dei piedi, la: つま先 
piegare: 曲げる 
petto, il: 胸 
novanta: 90 
gradi, i (sg. il grado): 角度、度 
proposti (sg. proposto): 提案した 
mancanti (sg. mancante): 欠けている 
naso, il: 鼻 
occhio, l’: 目 
piede, il: 足 
gamba, la: 脚 
braccio, il (pl. le braccia): 腕 
pancia, la: 腹 
schiena, la: 背中 
collo, il: 首 
spalla, la: 肩 
viso, il: 顔 
capelli, i (sg. il capello): 髪 
testa, la: 頭 
bocca, la: 口 
alto: 背が高い 
basso: 背が低い 
magro: 痩せている 
grasso: 太っている 
capelli corti, i (sg. il capello corto): 短髪 
capelli lunghi, i (sg. il capello lungo): 長髪 
giovane: 若い 
anziano: 年老いた 
capelli scuri, i (sg. il capello scuro): 黒髪 
capelli chiari, i (sg. il capello chiaro): 明るい

色の髪 
occhi marroni, gli (sg. l’occhio marrone): 茶
色い目 
occhi azzurri, gli (sg. l’occhio azzuro): 青い

目 
istruzioni, le (sg. l’istruzione): 指示 
in avanti (avv.): 前に 
lontano (avv.): 遠い 
ombrello, l’: 傘 
tocca a voi (inf. toccare): あなたたちの番です 
buon divertimento: 楽しんで 

costruite (inf. costruire): つくりなさい 
dizionario, il: 辞書 
atteggiamento, l’: 態度、姿勢、ポーズ 
simpatico: 感じの良い 
spiritoso: ユーモアにあふれた、面白い 
incollatela (inf. incollare): それを貼りつけなさ

い 
foglio, il: 紙 
uguali (sg. uguale): 同じ 
desinenze, le (sg. la desinenza): 語尾変化 
dove Le fa male? (inf. fare): どこが痛むので

すか？ 
qui (avv.): ここ 
febbre, la: 熱 
rilassarsi: リラックスする 
tosse, la: 咳 
raffreddore, il: 風邪 
scottatura, la: 火傷 
cittadino, il: 国民、市民 
attraverso: ～を通して 
Azienda Sanitaria Locale, l’ (f.): 地方保険事

務所 
medico di famiglia, il: ホームドクター 
giorni festivi, i (sg. il giorno festivo): 祝祭日 
Guardia Medica, la: 緊急医療サービス 
Pronto Soccorso, il: 救急病院 
reparto, il: 部署 
ospedale, l’ (m.): 病院 
casi di emergenza, i (sg. il caso di 
emergenza): 緊急事態 
visitano (inf. visitare): 診察する 
sintomi, i (sg. il sintomo): 病状 
mal di testa, il: 頭痛 
mal di pancia, il: 腹痛 
mal di gola, il: 喉の痛み 
mal di schiena, il: 背中の痛み 
mal di denti, il: 歯痛 
mal d’orecchi, il: 耳の痛み 
compresse, le (sg. la compressa): 錠剤 
granuli omeopatici, i (sg. il granulo 
omeopatico): 同毒療法の顆粒 
gocce, le (sg. la goccia): ドロップ 
dentista, il/la: 歯医者 
farmacia, la: 薬局 
doposole, il: 日焼けした肌用化粧品 
tè, il: 紅茶 
riformulate (inf. riformulare): 表現し直しなさ

い 
chirurgo estetico, il: 美容外科医 
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migliorare: 改善する、改良する 
raggruppate (inf. raggruppare): グループ分

けしなさい 
reti di parole, le (sg. la rete di parole): 言葉

のネット 
professioni, le (sg. la professione): 職業 
ormai (avv.): 今や 
realtà, la: 現実 
estetista, l’ (m./f.): 美容師 
chirurgo plastico, il: 形成外科 
frequentano (inf. frequentare): 通う 
centri estetici, i (sg. il centro estetico): 美容

センター 
trucco permanente, il: 永続的な化粧 
iniezioni, le (sg. l’iniezione): 注射 
rughe, le (sg. la ruga): 皺 
messaggi anticellulite, i (sg. il massaggio 
anticellulite): 蜂巣炎防止マッサージ 
alcuni: いくつか 
trattamenti, i (sg. il trattamento): 処置 
offerti (sg. offerto): 提供される 
si rivolgono (inf. rivolgersi; p.p. rivolto): ～
に向かう、赴く 
interventi di chirurgia plastica, gli (sg. 
l’intervento di chirurgia plastica): 形成外科手術 
seno, il: 胸 
contribuire: 貢献する、寄与する 
aumentare: 増す 
fiducia in se stessi, la: 自分に対する自信 
far accettare il proprio corpo: 自分の身体を

受け入れる 
valutare: 評価する 
aspettative, le (sg. l’aspettativa): 期待 
irreali (sg. irreale): 非現実な 
informarsi: 情報を得る 
scegliere: 選ぶ 
esperto: 熟練した 
aspetto, l’: 容姿 
pazienti, i/le (sg. il/la paziente): 患者 
circostanze, le (sg. la circostanza): 状況、事

情 
permettono (inf. permettere): 許す 
capace: ～することができる、能力がある 
conoscenze, le (sg. la conoscenza): 知識 
completamente (avv.): 完全に 
trattamenti estetici, i (sg. il trattamento 
estetico): 美容手術 
nuove professioni, le (sg. la nuova 
professione): 新しい職業 

ovvero: あるいは 
soggiorni benessere, i (sg. il soggiorno 
benessere): ウェルネス・ホリデイ 
dedicare: 割く、ささげる 
spirito, lo: 精神 
purificare: きれいにする 
pelle, la: 肌 
stressata (m. stressato): ストレスを受けた 
vento, il: 風 
liberarlo (inf. liberare): それを解放する 
chili, i (sg. il chilo): キロ 
terme, le: 温泉 
collina, la: 丘 
provare: 試す 
ringiovanire: 若返らせる 
efficaci (sg. efficace): 有効な 
maschera viso, la: フェイスマスク 
ciliegie, le (sg. la ciliegia): さくらんぼ 
contro le rughe:しわ防止の 
morbida (m. morbido): 柔らかい 
luminosa (m. luminoso): 輝く 
tonificare: 強壮にする 
muscoli, i (sg. il muscolo): 筋肉 
particolare: 特別な 
lettino, il: ベッド、デッキチェア 
vibrante: 振動する 
staccare: ～から引き離す 
ritornare: ～に再び戻る 
impegni, gli (sg. l’impegno): 用事 
vitalità, la: 活力、精気 
percorso, il: コース 
immersioni, le (sg. l’immersione): 水浴 
circolazione, la: （血液の）循環 
sostanze, le (sg. la sostanza): 栄養分 
eliminare: 取り除く 
cellule morte, le (sg. la cellula morta): 死ん

だ細胞 
liscia (m. liscio): 滑らかな 
luminosa (m. luminoso): 輝く、つやつやした 
talassoterapia, la: タラソテラピー 
elementi marini, gli (sg. l’elemento 
marino): 海洋成分 
acqua salata, l’: 海水 
alghe, le (sg. l’alga): 海藻 
acidi della frutta, gli (sg. acido della 
frutta): 果物の酸 
funzione, la: 機能 
camminare: 歩く 
ridere: 笑う 
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salire: 上る 
ascensore, l’ (m.): エレベーター 
tranquilla (m. tranquillo): 穏やかな 
personalizzata (m. personalizzato): 個人の好

みに合った、個性に合った 
giardino, il: 庭 
prenotare: 予約する 
in fatto di salute: 健康に関して 
imperativo irregolare, l’ (m.): 不規則的な命

令法 
imperativo negativo, l’: 否定の命令法 
guidare: 運転する 
patente, la: 免許証 
spazi, gli (sg. lo spazio): 空欄 
Corriere della Sera, il: （日刊紙）コッリエー

レ・デッラ・セーラ 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
turarsi: つまむ 
tapparsi: ふさぐ 
distratto: ぼんやりした、上の空の 
immobile: 不動の、動かない 
sorpresa, la: 驚き 
attento: 注意して 
Corea del Sud, la: 韓国 
Regno Unito, il: 英国 
Arabia Saudita, l’: サウジアラビア 
interventi, gli (sg. l’intervento): 手術、外的手

術 
chirurgia plastica, la: 形成外科 
suonare: 演奏する、弾く 
pianoforte, il: ピアノ 
divieti, i (sg. il divieto): 禁止 
mi fai male: あなたは私を傷つける 
raccogliere (p.p. raccolto): 摘む 
abbandonare: 捨てる 
rifiuti, i (sg. il rifiuto): ゴミ 
circolare: 運行する 
crema doposole, la: 日焼け後につけるクリー

ム 
disturbi, i (sg. il disturbo): 不調 
mal di testa, il: 頭痛 
riposo, il: 休息 
meditazione, la: 瞑想 
mal di schiena, il: 背中の痛み 
mal di denti, il: 歯痛 
granuli, i (sg. il granulo): 顆粒 
omeopatico: 同毒療法の 
stagista, il/la: インターン 

regista, il/la: 監督 
fungo, il: きのこ 
tacco, il: ヒール 
riparare: 修理する 
patatine fritte, le (sg. la patatina fritta): ポ
テトフライ 
uova sode, le (sg. l’uovo sodo): ゆで卵 
 
 
Facciamo il punto? 1  
ripassiamo (inf. ripassare): 復習しましょう 
giusto ordine, il: 正しい順番 
borsa, la: バッグ 
leggera (m. leggero): 軽い 
fortunatamente (avv.): 幸いにも 
dentro: ～の中に 
un mondo intero: 世界すべて 
portafoglio, il: 財布 
chiavi, le (sg. la chiave): 鍵 
profumo, il: 香水 
posto, il: 場所 
sicuro: 安全な 
cintura nera di karate: 空手の黒帯保持者 
mi sono girata (inf. girare): 私は振り返った 
stelle, le (sg. la stella): 星 
gustare: 楽しむ 
rumore, il: 騒音 
pace, la: 平穏 
proverbio, il: ことわざ 
pedine, le (sg. la pedina): こま 
dado, il: サイコロ 
giocatore, il: 遊ぶ人 
tira il dado (inf. tirare): さいころをふる 
caselle, le (sg. la casella): 枠 
partenza, la: スタート 
arrivo, l’: ゴール 
attività, l’ (f.): 行動 
indicata (m. indicato): 示された 
soluzione, la: 解答 
per primo: 初に 
raggiunge (inf. raggiungere): 到着する 
ha indovinato (inf. indovinare): 言い当てた 
Festa del Lavoro, la: メーデー 
simile: 似た、同じような 
fermata dell’autobus, la: バスの停留所 
comodo: 快適な 
espressione estranea, l’: 関係のない表現 
riparare: 修理する 
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Unità 5 – Auguri!  
LIBRO DELLO STUDENTE 
auguri, gli (sg. l’augurio): おめでとう 
fare gli auguri: お祝いを述べる 
congratularsi con qualcuno: ～にお祝いを述

べる 
biglietti d’auguri, i (sg. il biglietto 
d’auguri): お祝いのカード 
feste, le (sg. la festa): パーティー、祝祭典、宴

会 
eventi, gli (sg. l’evento): イベント 
invitare: 招待する 
accettare: 受け入れる 
rifiutare: 断る 
aggettivi indefiniti, gli: 不定形容詞 
pronomi indefiniti, i: 不定代名詞 
pronome relativo, il: 関係代名詞 
compleanno, il: 誕生日 
matrimonio, il: 結婚 
Capodanno, il: 元旦、正月 
Pasqua, la: 復活祭 
Natale, il: クリスマス 
sposi, gli: 新郎新婦 
bel ricordo, il: 好い思い出 
congratulazioni: おめでとう 
mica vorrai riposare (inf. volere): ひょっと

して、休みたいの 
finalmente (avv.): とうとう、ついに 
dottore, il: （文系大学卒業者、医者に対する敬

称） 
mito, il: 神話的人物 
ogni: どの～も、毎～ 
qualche: いくつかの、いくらかの 
invariabili (sg. invariabile): 不変化の 
alcuni: いくつかの 
in occasione di: ～の機会に 
nozze, le: 結婚式、婚礼 
battesimi, i (sg. il battesimo): 洗礼、命名式 
regalare: プレゼントする 
invitati, gli (sg. l’invitato): 招待客 
conoscenti, i (sg. il conoscente): 知人 
bomboniera, la: （砂糖菓子の入った）ボンボン

入れ 
oggettino, l’: 小さなもの 
artistico: 芸術的な、趣のある、美的な 
sacchettino, il: 小さな袋 
scatoletta, la: 小さな入れ物、器 

confetti, i (sg. il confetto): （アーモンドなど

を入れて糖衣をかぶせた小粒の菓子）コンフェット、

砂糖菓子 
dispari: 奇数の 
abbinate (inf. abbinare): 組合せなさい 
seguenti (sg. seguente): 次の 
ricorrenze, le (sg. la ricorrenza): 恒例の祝祭、

記念日 
nascita, la: 誕生 
laurea, la: 卒業 
anniversario di matrimonio, l’: 結婚記念日 
indimenticabili (sg. indimenticabile): 忘れら

れない 
felicitazioni vivissime, le (sg. la 
felicitazione): 心からおめでとう 
arrivo, l’: 到来 
intensamente (avv.): 真剣に、激しく 
splendida (m. splendido): 素晴らしい 
realizzare: 実現する 
desideri, i (sg. il desiderio): 望み 
buon anniversario: （結婚）記念日おめでとう 
divertente: 楽しい 
festeggiato, il: パーティーの主役 
candeline, le (sg. la candelina): 小さなろうそ

く 
tagliare: 切る 
torta di compleanno, la: バースデーケーキ 
diversa (m. diverso): 違った、異なった 
si riferiscono a (inf. riferirsi): ～に言及する、

関連する 
quando cadono le feste (inf. cadere): 祝日

がいつに当たるのか 
riquadro, il: 四角い枠 
Ferragosto, il: 聖母マリアの被昇天祭 
Festa del Lavoro, la: メーデー 
proverbio, il: ことわざ 
mostra, la: 示す 
festività religiose, le (sg. la festività 
religiosa): 宗教祭日 
voglia di: ～したい気持ち、意欲、欲求 
viaggiare: 旅行する 
infatti: 実際そのとおり、現に 
primavera, la: 春 
ricominciare: 再開する、再び着手する 
all’aria aperta: 屋外で 
Venerdì Santo, il: 聖金曜日 
Ultima Cena, l’: 後の晩餐 
morte, la: 死 
croce, la: 十字架 
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Gesù Cristo: イエス・キリスト 
digiuna (inf. digiunare): 断食する 
carne, la: 肉 
Quaresima, la: 《カトリック》四旬節（復活祭

前の 40 日間） 
precedono (inf. precedere): 先立つ 
assistiamo (inf. assistere): 参列する、居合わ

せる 
processioni, le (sg. la processione): （宗教的

な）行列、行進 
rappresentano (inf. rappresentare): 表す 
Via Crucis, la: 十字架の道行き 
Calvario, il: カルヴァリオの丘 
Sabato Santo, il: 《カトリック》聖土曜日（復

活祭前の土曜日） 
giorno di attesa, il: 待つ日 
gioia pasquale, la: 復活祭の喜び 
esplode (inf. esplodere): 爆発する 
Domenica di Pasqua, la: 復活祭の日曜日 
si celebra (inf. celebrarsi): 祝う 
Resurrezione di Cristo, la: キリストの復活 
Lunedì dell’Angelo, il: イースターマンデイ

（復活祭直後の月曜日） 
cosiddetta (m. cosiddetto): いわゆる 
Pasquetta, la: パスクェッタ 
tradizionale: 伝統的な 
gita, la: 遠足、小旅行 
campagna, la: 田舎、田園 
accanto (avv.): ～のそばに 
dolci regionali, i (sg. il dolce regionale): 地
域のお菓子 
uovo di cioccolata, l’ (m.): チョコレートでで

きた卵 
Colomba, la: コロンバ（ハトの形をした復活祭

のお菓子） 
sogno, il: 夢 
sorpresa, la: 驚き 
gusti, i (sg. il gusto): 味 
tasche, le (sg. la tasca): 懐具合、財力 
nascondono (inf. nascondere): 隠す 
regalo, il: プレゼント 
ha la forma di questo uccello (inf. avere): 
この鳥の形をしている 
simbolo di pace, il: 平和の象徴 
pasta, la: ケーキ 
Panettone, il: パネットーネ（クリスマス用ドー

ム型ケーキ） 
natalizio: クリスマスの 
è ricoperta di (inf. ricoprire): ～で覆われた 

glassa, la: 糖衣 
mandorle, le (sg. la mandorla): アーモンド 
granelli di zucchero, i (sg. il granello di 
zucchero): 砂糖粒 
Pasqua cattolica, la: カトリックの復活祭 
tradizioni, le (sg. la tradizione): 伝統 
migliorare: 改善する、向上する 
capacità, la: 能力 
comprensione, la: 理解 
lettura, la: 読むこと 
il più possibile: できるだけ 
testi autentici, i (sg. il testo autentico): 本物

の文章 
brevi (sg. breve): 短い 
articoli, gli (sg. l’articolo): 記事 
giornale, il: 新聞 
opuscoli, gli (sg. l’opuscolo): パンフレット、

小冊子 
dépliant, il: パンフレット 
principali (sg. principale): 主要な 
quasi (avv.): ほとんど、ほぼ 
esclusivamente (avv.): もっぱら 
plurale, il: 複数 
aspetto (inf. aspettare): 待っている 
conferma, la: 確認、確定の返事 
pronome relativo, il: 関係代名詞 
funzione, la: 機能 
soggetto, il: 主語 
complemento oggetto, il: 直接目的補語 
annunciate (inf. annunciare): 知らせる 
ritardo, il: 遅れ、遅延 
rifiutate (inf. rifiutare): 断る 
ringraziate (inf. ringraziare): 感謝する 
dispiacere, il: 残念な想い、遺憾 
purtroppo (avv.): あいにく 
peccato, il: 残念 
invito, l’: 招待 
collega, il/la (pl. i colleghi / le colleghe): 同
僚 
carino: かわいい 
cena, la: 夕食 
cliente, il/la: 客 
da poco: 少し前に 
romanzo, il: 小説 
cravatta, la: ネクタイ 
portafoglio, il: 財布 
pensieri, i (sg. il pensiero): 気遣い、思いやり 
veramente (avv.): 本当に 
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mamma mia: （驚きを表す）うわあ、なんとい

うこと 
brutta (m. brutto): 醜い、酷い 
giallo: 黄色 
che bello: なんて素敵 
solito: いつもの 
impersonale: 平凡な、月並みな 
uguali (sg. uguale): 同じ 
reazioni, le (sg. la reazione): リアクション、

反応 
destinatari, i (sg. il destinatario): 受取人、受

信者 
reagiscono (inf. reagire): 反応する 
religione, la: 宗教 
superstizione, la: 迷信 
santi protettori, i (sg. il santo protettore): 
守護聖人 
santo patrono, il: 守護聖人 
figura religiosa, la: 宗教的人物 
particolare: 特別な 
legame, il: 結びつき 
stessa (m. stesso): 同じ 
festeggiamenti, i (sg. il festeggiamento): お
祭り、祝いの行事 
in suo onore: ～に敬意を表して 
specialmente (avv.): 特に 
Sud, il: 南部 
hanno luogo: 開催される、行われる 
manifestazioni, le (sg. la manifestazione): 
イベント、催しもの 
fiere, le (sg. la fiera): 市、マーケット 
concerti, i (sg. il concerto): コンサート 
si assiste (inf. assistere): ～に参加する、～を

見る 
vera e propria: 正真正銘の 
popolari (sg. popolare): 人気のある 
San Gennaro: 聖ジェンナーロ 
Napoli: ナポリ 
Santa Rosalia: 聖ロザーリオ 
Palermo: パレルモ 
Sant’Agata: 聖アガタ 
Catania: カターニア 
San Nicola: 聖ニコラ 
Bari: バーリ 
Sant’Ambrogio: 聖アンブロージョ 
San Petronio: 聖ペトローニオ 
Bologna: ボローニャ 
popolo, il: 民族、国民 

superstiziosi, i (sg. il superstizioso): 迷信深

い人 
programmi televisivi, i (sg. il rpogramma 
televisivo): テレビ番組 
maghi, i (sg. il mago): 占い師 
cartomanti, i/le (sg. il/la cartomante): トラ

ンプ占い師 
chiromanti, i/le (sg. il/la chiromante): 手相

占い師 
chiaroveggenti, i/le (sg. il/la 
chiaroveggente): 千里眼 
testimonia (inf. testimoniare): 表す、示す 
stretto rapporto, lo: 親密な関係、密接な関係 
porta male (inf. portare): 不運をもたらす、災

いをもたらす 
appoggiata (m. appoggiato): 立てかけた 
muro, il: 壁 
attraversa (inf. attraversare): 通り過ぎる 
strada, la: 道 
gesti scaramantici, i (sg. il gesto 
scaramantico): 厄除けのジャスチャー 
allontanare: 遠ざける 
malocchio, il: 邪視 
minaccia, la: 脅威、恐れ 
pericolo, il: 危険 
quotidianità, la: 日常 
incrociare le dita: （魔除けやからかいの身ぶ

りとして）人差し指と中指をクロスさせる 
fare le corna: （魔除けやからかいの身ぶりとし

て）人差し指と小指を突き出して、角の格好をする 
toccare ferro: 鉄に触る 
toccarsi le parti intime: 自分の陰部に触る 
possibilmente (avv.): できるだけ 
di nascosto (avv.): 隠して 
si proteggono (inf. proteggersi; p.p. 
protetto): 身を守る 
amuleti, gli (sg. l’amuleto): お守り、護符、魔

除け 
portafortuna, il: お守り 
corni, i (sg. il corno): 角 
ferri di cavallo, i (sg. il ferro di cavallo): 蹄
鉄 
forte: 強い 
conoscere: 知る 
futuro, il: 未来 
questioni, le (sg. la questione): 問題、懸案 
riguardano (inf. riguardare): ～に関する 
campo, il: 分野 
nulla: 何も 
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oroscopo, l’: ホロスコープ、星占い 
riviste, le (sg. la rivista): 雑誌 
in comune: 共通して 
Auguri!: おめでとう 
Buon Natale!: 良いクリスマスを！ 
Tanti auguri!: 心からおめでとう！ 
Buon anno!: 良い年を！ 
Buon compleanno!: 誕生日おめでとう！ 
Buona Pasqua!: 良い復活祭を！ 
Evviva gli sposi!: 新郎新婦おめでとう！ 
Buon anniversario!:（結婚）記念日おめでとう

！ 
Felicitazioni vivissime!: 心からおめでとう！ 
Vi auguriamo di... (inf. augurarsi): あなた方

に…をお祈りします 
Congratulazioni!: おめでとう！ 
Con l’augurio di...: …を祝って 
Vi ringrazio... (inf. ringraziare): あなた方に感

謝します 
Grazie mille!: どうもありがとう！ 
Oh, che gentili...: おお、なんて親切な 
Ma non dovevate disturbarvi (inf. dovere) 
(inf. disturbarsi): わざわざお気遣いくださらなく

てよかったのに 
Ma non era necessario (inf. essere): そんな

必要はなかったのに 
partita, la: 試合 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
motivo, il: 動機、理由 
curiosa (m. curioso): 好奇心のある、興味を抱

く、関心がある 
intensa (m. intenso): 精力的な 
 
 
Unità 6 – Cambi casa?  
LIBRO DELLO STUDENTE 
abitazione, l’ (f.): 住居 
qualità della vita, la: 生活の質 
vantaggi, i (sg. il vantaggio): 利点 
svantaggi, gli (sg. lo svantaggio): 欠点 
imperativo, l’: 命令法 
appartamento moderno, l’: モダンなアパー

ト、現代的なアパート 
casa di campagna, la: 田舎の家 
villetta con giardino, la: 庭付き一戸建て 
motivate (inf. motivare): 明らかにしなさい 
cerco casa: 私は家を探しています 
agenzia immobiliare, l’ (f.): 不動産屋 

dubitare: 疑いを持つ 
imparare: 覚える、学ぶ 
strutture grammaticali, le (sg. la struttura 
grammaticale): 文法構造 
cartoncini, i (sg. il cartoncino): 小さな紙 
a memoria: 記憶して 
numero civico, il: 番地 
Codice di Avviamento Postale, il: 郵便番号 
mobili, i (sg. il mobile): 家具 
periferia, la: 郊外 
vicinanze, le (sg. la vicinanza): 近所、近辺 
decidere: 決める 
offerta, l’: 割引 
prezzi, i (sg. il prezzo): 価格、値段 
benzina, la: ガソリン 
scambiatevi (inf. scambiarsi): お互いに交替し

なさい 
ruoli, i (sg. il ruolo): 役割 
disegno, il: 絵 
meraviglia, la: 驚き 
pazienza, la: 我慢、辛抱 
penna, la: ペン 
portone principale, il: 正面玄関 
dare enfasi: 強調する 
indicazione precisa, l’: 正確な指示、情報 
cappotto, il: コート 
riunione, la: 集会、会議 
ottimi (sg. ottimo): とても美味しい 
per cultura: 文化的に 
risparmiano (inf. risparmiare): 節約する、貯

金する 
casa di proprietà, la: 持ち家 
numerose (sg.f numerosa; m.sg. 
numeroso): 数多い 
affitto, l’: 家賃 
conviene (inf. convenire): 得である、割が合う 
immigrati, gli (sg. l’immigrato): 移民 
Nord, il: 北部 
mutuo, il: ローン、貸与 
case popolari, le (sg. la casa popolare): 
（公共援助による）市民住宅 
appartamenti pubblici, gli (sg. 
l’appartamento pubblico): 公共アパート 
reddito basso, il: 低所得 
in genere: 概して 
varia (inf. variare): 様々な 
a seconda: ～に応じて 
comune, il: 地方自治体 
residenza, la: 居住、在住 
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chiedere un favore: お願いする、頼みがある 
decisione, la: 決定、決心 
davvero (avv.): 実に、本当に 
rustico, il: （農家の）納屋、離れ屋 
dubbi, i (sg. il dubbio): ためらい、躊躇 
mezzi pubblici, i (sg. il mezzo pubblico): 公
共交通機関 
negozi, i (sg. il negozio): 店 
a due passi: すぐのところに 
inquinamento, l’: 汚染 
cemento, il: セメント 
poco verde: 緑が少ない 
a contatto con la natura: 自然と接して 
comodità, la: 快適さ 
confronti, i (sg. il confronto): 比較 
clima, il: 気候 
servizi pubblici, i (sg. il servizio pubblico): 
公益事業 
infrastrutture, le (sg. l’infrastruttura): イン

フラ 
affollato: 人が多い 
deserto: ひと気のない 
provinciale: 田舎の 
anonimo: 無名の、個性のない 
noioso: 退屈な 
stressante: ストレスの多い 
caotico: 混沌とした、カオス状態の 
rumoroso: 騒音の酷い 
richiesta, la: リクエスト、要求 
certo (avv.): もちろん 
stile di vita, lo: ライフスタイル 
prendila al volo: すぐにそれを買いなさい 
sogno, il: 夢 
vivilo fino in fondo (inf. vivere): 徹底的に夢

を追求しなさい 
buona fortuna, la: 幸運を！ 
P.S. (post scriptum): =poscritto 追伸 
trasloco, il: 引越 
metropoli, la: 大都市 
giustificate (inf. giustificare): 正当であると証

明しなさい 
scelta, la: 選択 
luoghi, i (sg. il luogo): 場所 
sillaba, la: 音節 
traslochiamo (inf. traslocare): 引越しましょ

う 
metà, la: 半分 
media, la: 平均 
conserviamo (inf. conservare): 保存する 

condominio, il: マンション 
palazzo, il: （公共用、住宅用の）ビル、大きな

建物 
palazzina, la: （庭園付きの）屋敷、小邸宅 
superficie media, la: 平均面積 
metri quadrati, i (sg. il metro quadrato): 平
米 
tana, la: 隠れ家、安全な棲みか 
porte blindate, le (sg. la porta blindata): 鋼
板で補強した扉 
politico: 政治の、政策の 
geografico: 地理の、地理的な 
accoglie (inf. accogliere): 収容する 
televisore, il: テレビ 
divano, il: ソファ 
poltrone, le (sg. la poltrona): 肘掛椅子 
soprammobili, i (sg. il soprammobile): 置物 
punto di raccolta, il: 集合場所 
si discute (inf. discutere; p.p. discusso): 議
論する、話しあう 
spese, le (sg. la spesa): 支出 
mancanze, le (sg. la mancanza): 不足 
elegante: エレガントな、優雅な 
fantasioso: 空想力豊かな、風変わりな 
tedesco: ドイツの 
elementi, gli (sg. l’elemento): 構成パーツ 
lavabo, il: 洗面台 
vasca, la: バスタブ 
ovviamente (avv.): 明らかに 
raggruppate (inf. raggrupare): グループ分け

しなさい 
per motivi di lavoro: 仕事の理由で 
ammobiliato: 家具付きの 
con calma: ゆっくり、落ち着いて 
istruzioni, le (sg. l’istruzione): 説明書き、注

意書き 
doppi servizi, i (sg. il doppio servizio): 洗面

所 2 つ 
abitabile: 広々とした 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
tetto, il: 屋根 
muro, il: 壁 
camino, il: 煙突 
dubitare: 疑う 
gita, la: 小旅行 
semaforo, il: 信号 
bilocale, il: 2 部屋のアパート 
trilocale, il: 3 部屋のアパート 
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rustico, il: （農家の）納屋、離れ屋 
numero civico, il: 番地 
portone, il: 正面玄関 
CAP (Codice di Avviamento Postale): 郵便番号 
abbronzato: 日焼けした 
portale, il: ポータルサイト 
ragionevole: 理性的な 
accogliente: （家庭、宿などの）もてなしの良

い、心地よい 
rifugiarsi: 隠れる、避難所を求める、（精神的な

助け）を求める 
  
 
Unità 7 – Buon appetito! 
LIBRO DELLO STUDENTE  
ordinare: 注文する 
offrire: おごる、ご馳走する 
piatti tipici, i (sg. il piatto tipico): 名物料理 
condizionale, il: 条件法 
verbi impersonali, i: 非人称動詞 
servire: 必要である 
volerci: （時間、費用などが）がかかる、必要で

ある 
bastare: ～で十分である 
bisognare: ～が必要である 
metterci (p.p. messo): （犠牲など）を払う、

時間をかける 
ordine cronologico, l’: 時系列順 
aperitivo, l’: 食前酒 
merenda, la: おやつ 
ultimamente (avv.): 近、近頃 
orario continuato, l’: 継続した営業時間 
al di fuori: ～外に 
bar, il: バール 
servizio di tavola calda, il: 温かい食事を出す 
verbi modali, i: 様態動詞、従属動詞 
castello, il: 城 
camino, il: 暖炉 
altrettanto (avv.): 同様に、同じように 
forme di cortesia, le: 丁寧な形 
siamo al completo: 予約いっぱいです 
cameriere, il: ウェイター 
antipasto misto, l’: 前菜のミックス 
carpaccio, il: カルパッチョ（魚や牛肉などを薄

切りにしてオリーヴ油をかけて生で食べる料理） 
pesce spada, il: かじきまぐろ 
prosciutto, il: ハム、プロシュット 
melone, il: メロン 
bottiglia, la: ボトル 

penne al pomodoro, le (sg. la penna al 
pomodoro): トマトソースのペンネ 
risotto ai funghi, il: きのこのリゾット 
porzioni, le (sg. la porzione): （食べ物の）一

人前、一盛り 
gnocchi, gli (sg. lo gnocco): ニョッキ 
al pomodoro: トマトソースの、トマト味の 
grigliata di pesce misto, la: 魚のミックスグ

リル 
antipasti, gli (sg. l’antipasto): 前菜 
antipasti misti al buffet, gli (sg. l’antipasto 
misto al buffet): 前菜のバイキング 
affettati, gli (sg. l’affettato): 薄切り 
prosciutto crudo, il: 生ハム 
mortadella, la: モルタデッラ（中にダイス状の

豚脂を散らしたボローニャ産の太いソーセージ） 
salame, il: サラミ 
bresaola, la: ブレザオラ（ロンバルディア産の

塩漬けの牛肉に赤ワインと香料を加えて熟成させた

食品） 
primi piatti, i (sg. il primo piatto): 第一番目

の料理（前菜料理に続くパスタ、スープ、リゾット

など） 
gnocchi burro e salvia, gli (sg. lo gnocco): 
バターとセージのソースのニョッキ 
lasagne, le: ラザーニャ 
secondi piatti, i (sg. il secondo piatto): 第二

番目の料理（第一番目の料理に続く肉や魚のメイン

ディッシュ） 
pesce, il: 魚 
trancio di pesce spada alla griglia, il: かじ

きまぐろの薄切りグリル 
carne, la: 肉 
costata di maiale alla griglia, la: あばら骨

付き豚肉の分厚い切り身のグリル 
bistecca ai ferri, la: 網焼きステーキ 
scaloppine al vino bianco, le (sg. la 
scaloppina al vino bianco): 白ワインソースのス

カロッピーネ、エスカロップ 
dolci, i (sg. il dolce): デザート 
frutta di stagione, la: 季節の果物 
tiramisù, il: ティラミズ 
profiterol, il: 《仏》チョコレートをかけたシュ

ークリーム 
attirare l’attenzione: 注意を引く 
cenno, il: 合図 
possibilità, la: 可能性 
proposta, la: 提案 
non si fanno conti separati: 別会計はしない 
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si divide il conto tra i presenti: 居合わせた

者で会計を分ける 
si fa alla romana: 割り勘にする 
mancia, la: チップ 
obbligatoria (m. obbligatorio): 義務的な 
tenga pure il resto (inf. tenere): お釣りは取

っておいてください 
ricetta, la: レシピー、調理法 
ha cucinato (inf. cucinare): 料理した 
peperonata, la: ペペロナータ（トマト、玉ねぎ、

ニンニクなどを加えたパプリカピーマンの料理） 
peperoni ripieni, i (sg. il peperone ripieno): 
パプリカピーマンの詰め物料理 
mousse di peperoni, la: パプリカピーマンの

ムース 
peperone, il: パプリカピーマン 
olive, le (sg. l’oliva): オリーヴ 
capperi, i (sg. il cappero): ケーパー 
pomodori, i (sg. il pomodoro): トマト 
melanzane, le (sg. la melanzana): 茄子 
posso versarti: あなたに注いでもいいですか 
un lato: 一方の側 
funzione comunicativa, la: コミュニケーショ

ンの機能 
ingredienti, gli (sg. l’ingrediente): 材料 
padella, la: フライパン 
olio, l’: 油 
bastano (inf. bastare): 十分である 
facilmente (avv.): 簡単に 
spellare: 皮をむく 
friggi (inf. friggere): 炒める 
tagliate a dadini (inf. tagliare): 賽の目に切っ

た 
spicchio d’aglio, lo: ニンニク一片 
soffriggere: 軽く炒める、きつね色に炒める 
pangrattato, il: パン粉 
pomodori sbucciati, i (sg. il pomodoro 
sbucciato): 皮をむいたトマト 
origano, l’: オレガノ 
prezzemolo, il: イタリアンパセリ 
tritato: みじん切りにした 
acciughe, le (sg. l’acciuga): アンチョビ 
a pezzetti: 細かく切った、みじん切りにした 
impasto, l’: 混ぜ合わせたもの 
riscaldare: 温める 
forno, il: オーブン 
teglia, la: オーブン皿 
pirofila, la: 耐熱器具、グラタン皿 
frittura, la: 炒めること、揚げること 

ci mettono (inf. metterci; p.p. messo): （時

間を）かける 
cuocere (p.p. cotto): 焼く 
buon appetito: 美味しく召し上がれ 
sufficienti (sg. sufficiente): 十分な 
occorre (inf. occorrere): 必要である 
dieta mediterranea, la: 地中海式ダイエット 
risultato, il: 結果 
cucine regionali tipiche, le (sg. la cucina 
regionale tipica): 典型的な地方料理 
considerare: 考慮する 
aspetti, gli (sg. l’aspetto): 局面 
mare, il: 海 
monti, i (sg. il monte): 山 
tarda (m. tardo): 遅い 
unificazione, l’ (f.): 統一 
territorio, il: 領土 
identità, l’ (f.): アイデンティティー 
locale: 地方の 
dopoguerra, il: 戦後 
immaginare: 想像する 
burro, il: バター 
chiaramente (avv.): 明らかに 
dappertutto (avv.): そこらじゅう 
lontano (avv.): 遠くで 
zone costiere, le (sg. la zona costiera): 海岸

地域 
olio extravergine d’oliva, l’ (m.): エキスト

ラ・ヴァージン・オリーヴ油 
condimento, il: 調味料、ドレッシング 
Settentrione, il: 北部 
vitello tonnato, il: ツナソースをかけた子牛の

肉料理 
piemontese: ピエモンテ州の 
esiste (inf. esistere; p.p. esistito): 存在する 
pasta ai broccoli, la: ブロッコリーソースのパ

スタ 
persino (avv.): ～に至るまで 
estero, l’: 外国 
pesto, il: ペースト 
Liguria, la: リグ―リア州 
tortellini, i (sg. il tortellino): トルテッリーニ

（ひき肉、チーズ、卵を混ぜて詰めた小型パスタ） 
Emilia, l’: エミーリア州 
polenta, la: ポレンタ（トウモロコシの粉に水ま

たはスープを加えて火にかけ、練り上げた料理） 
Veneto, il: ヴェネト州 
risotto, il: リゾット 
Lombardia, la: ロンバルディア州 
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porchetta, la: ポルケッタ、子豚の丸焼き 
Lazio, il: ラツィオ州 
orecchiette, le (sg. l’orecchietta): オレッキエ

ッテ（小さな耳型のパスタ） 
Puglia, la: プーリア州 
contribuisce (inf. contribuire): 寄与する 
arricchire: 豊かにする 
apprezzate (sg. apprezzata; m.sg. 
apprezzato): 評価の高い 
ristorante indiano, il: インド料理店 
quindi: だから、したがって 
riscaldare: 温める 
sale, il: 塩 
ci metto (inf. metterci; p.p. messo):（単数の

時間を）かける 
ci mettono (inf. metterci; p.p. messo):（複

数の時間を）かける 
ci vogliono (inf. volerci):（複数の時間が）かか

る 
lista della spesa, la: 買物リスト 
insalata, l’: サラダ 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
in quanti siete?: 何名様ですか？ 
piccante: （味が）辛い 
surgelato: 冷凍食品の 
insipido: 無味の、風味のない 
carpaccio di zucchine, il: ズッキーニのカルパ

ッチョ 
vitello tonnato, il: ツナソースをかけた子牛の

肉料理 
insalata di polpo e patate, l’: タコとポテト

のサラダ 
affettati, gli (sg. l’affettato): サラミソーセー

ジ、ハムの薄切り 
spaghetti alle vongole, gli: あさりのスパゲッ

ティ 
orecchiette ai broccoli, le: ブロッコリーソー

スのニョッキ 
gnocchi di patate agli asparagi, gli: アスパ

ラソースのじゃがいもニョッキ 
saltimbocca alla romana, i: ローマ風サルテ

ィンボッカ（子牛の肉に生ハムとセージをのせて焼

いたローマ料理） 
arrosto di vitello, l’: 子牛のロースト 
pesce spada al vino bianco, il: カジキマグロ

の白ワインソース 
grigliata di pesce misto, la: 魚のミックスグ

リル 

contorni, i (sg. il contorno): つけ合わせ 
spinaci al burro, gli: ホウレンソウのバター和

え 
semifreddo al caffè, il: コーヒー味のアイスク

リーム 
torta di mele, la: りんごタルト 
diversi gusti: 様々な味 
testi registrati, i (sg. il testo registrato): 録
音された文章 
vocaboli, i (sg. il vocabolo): 語彙 
Frecciarossa, il: フレッチャロッサ（イタリア鉄

道の超特急列車） 
insalata caprese, l’: カプレーゼサラダ（トマ

トとモッツァレッラ・チーズのサラダ） 
insalata di riso, l’: ライスサラダ 
gnocchi al gorgonzola, gli: ゴルゴンゾーラ・

チーズソースのニョッキ 
tortellini in brodo, i: トルテッリーニ入りスー

プ 
frittura di pesce, la: 魚のフライ 
ciambelle, le (sg. la ciambella): ドーナツ、揚

げ菓子 
buco, il: 穴 
incerta (m. incerto): 不確かな 
apparenza, l’: 外見、見てくれ 
acqua in bocca: 口に栓をする、だまっている 
andare a tutta birra: 全速力で行く 
 
 
Unità 8 – Ultime notizie 
LIBRO DELLO STUDENTE 
mass media, i: マスメディア 
fonti d’informazione, le (sg. la fonte 
d’informazione): 情報源 
riportare: 報告する、報道する 
notizia, la: ニュース 
non confermata (m. non confermato): 裏付

けされていない 
commentare: コメントする 
fare ipotesi: 推測する、仮定する 
sostenere: 支持する 
punti di vista, i (sg. il punto di vista): 観点 
approfondimento, l’: テーマの掘り下げ 
telegiornale, il: テレビニュース 
edicola, l’: 新聞雑誌売店 
accendono (inf. accendere): 点ける 
non certe (sg. non certa; m.sg. non certo): 
確かでない、不確かな 
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automobilisti, gli (sg. l’automobilista): ドラ

イバー 
bloccati (sg. bloccato): 足止めされた、停止さ

せられた 
neve, la: 雪 
centinaia, le (sg. il centinaio): 数百 
previsioni del tempo, le (sg. la previsione 
del tempo): 天気予報 
pubblicità, la: 広告、コマーシャル 
auto, l’ (f.): 自動車 
giornale radio, il: ラジオニュース 
titolo, il: タイトル 
articolo di giornale, l’: 新聞記事 
incidente, l’ (m.): 事故 
fermi in mezzo al traffico: 渋滞にはまって動

かない 
per ore: 何時間も 
primo piano, il: クローズアップ 
spettacolo, lo: 番組、上映、上演 
cronaca, la: ニュース、報道記事 
Giro d’Italia, il: ジーロ・ディ・イタリア（イタ

リア一周自転車レース） 
Valle d’Aosta, la: ヴァッレ・ダオスタ州 
governo, il: 政府 
borsa, la: 株式市場 
destinazione, la: 行き先、到着地 
puntuali (sg. puntuale): 時間通りに 
accendere (p.p. acceso): 点ける 
uscire: 出かける 
presto (avv.): 早く 
cambiare: 替える、変える 
antenna, l’: アンテナ 
funzionava (inf. funzionare): 正常に作動して

いた 
caos, il: カオス 
ritardi, i (sg. il ritardo): 遅れ、遅延 
servizi di informazione, i (sg. il servizio di 
informazione): 情報サービス 
attuali (sg. attuale): 現在の 
mezzi tecnologici, i (sg. il mezzo 
tecnologico): 科学技術媒体 
televideo, il: テレビビデオ 
lettore, il: 読者 
numero verde, il: フリーダイヤル 
passeggeri, i (sg. il passeggero): 乗客 
minuti d’attesa, i (sg. il minuto d’attesa): 
待つ分数 
prevedere (p.p. previsto): 予期する 
pazienza, la: 我慢、辛抱 

inaccessibile: アクセス不可能な 
società, la: 会社 
gestisce (inf. gestire): 運営する 
voli in partenza, i (sg. il volo in partenza): 
出発フライト 
dato non disponibile, il: 利用不可能なデータ 
momentaneamente (avv.): ただ今のところ 
sospeso: 中断した 
code, le (sg. la coda): （並んだ）列 
cancellazione, la: キャンセル、取消し 
quotidiano, il: 日刊紙 
raramente (avv.): まれに、めったにない 
mai (avv.): 決してない 
rivista, la: 雑誌 
esercitarmi (inf. esercitarsi): ～を練習する 
diffusi (sg. diffuso): 普及している 
Corriere della Sera, il: コッリエーレ・デッ

ラ・セーラ（ミラノの日刊紙） 
La Repubblica: ラ・レプッブリカ（ローマの日

刊紙） 
La Stampa: ラ・スタンパ（トリノの日刊紙） 
nazionali (sg. nazionale): 全国の 
regionali (sg. regionale): 地域の、州の 
locali (sg. locale): 地方の 
tuttavia: しかしながら 
rilassarmi (inf. rilassarsi): リラックスする 
addormentarmi (inf. addormentarsi):  寝付

く 
navigo in Internet (inf. navigare in 
Internet): ネットサーフィンする 
tempo libero, il: 余暇 
riposo, il: 休息 
studio, lo: 勉強 
presta (inf. prestare): 貸す 
stanco: 疲れている 
eccoti (avv.): ほら～です 
guida TV, la: テレビガイド 
contrario, il: 反対、逆のこと 
ricostruite (inf. ricostruire): 再度組み立てる 
antenna parabolica, l’: パラボラアンテナ 
cavo, il: ケーブル 
per via: 手段で、～で 
satellite, il: サテライト 
TV digitale, la: デジタルテレビ 
pay-TV, la: ペイＴＶ、専門チャンネル 
incantesimo, l’: 魔法にかけること、魔法にかか

ること、魔法 
ciclone, il: 『サイクロン』（テレビドラマのタイ

トル） 
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convento, il: 修道院 
reazione a catena, la: 連鎖反応 
qualificazioni (ai) mondiali, le: ワールドカ

ップ予選 
mondiali (sg. mondiale): 世界の 
azzurri, gli (sg. l’azzurro): イタリアのナショナ

ルチーム選手 
affrontano (inf. affrontare): ～に立ち向かう 
incontro, l’: 対戦 
valevole: 有意義な 
ingresso, l’: 入口、入場 
grotte, le (sg. la grotta): 洞窟 
ansie, le (sg. l’ansia): 心配、不安 
affidamento, l’: 預けること、信頼 
vendetta, la: 復讐 
riscatto, il: 身代金 
fuori orario: 放送時間外 
magazzini, i (sg. il magazzino): 倉庫、商店 
diario, il: 日記 
cacciatori, i (sg. il cacciatore): 猟師、ハンタ

ー 
draghi, i (sg. il drago): ドラゴン 
videogiornale, il: ビデオニュース 
arrampicata, l’: ロッククライミング 
paraolimpiadi, le (sg. la paraolimpiade): パ
ラリンピック 
cerimonia di apertura, la: 開会式 
sci nautico, lo: 水上スキー 
campionato, il: 選手権 
disabili, i/le (sg. il/la disabile): 障害者 
infanzia, l’: 幼児期 
bimbo, il: こども 
problematico: 問題のある 
sullo sfondo: 背景に 
documentario, il: ドキュメンタリーの 
incinta: 妊娠している 
insopportabile: 我慢ならない 
impazzire: 理性を失う、気が狂う 
rabbia, la: 怒り 
incompreso: 『天使の詩』（映画のタイトル、

原題「理解されなくて」） 
ambiente, l’ (m.): 舞台設定 
fattoria, la: 農場、農園 
nei pressi: ～の近くの 
vini pregiati, i (sg. il vino pregiato): 高級ワ

イン 
vicenda, la: 出来事、物語 
si svolge (inf. svolgersi; p.p. svolto): 展開す

る 

in pieno boom: 好景気である 
veline, le (sg. la velina): 『ヴェリーネ』（テレ

ビ番組のタイトル） 
anello mancante, l’: ミッシングリング 
mancante: 欠けている 
in replica: 再放送の 
esilaranti (sg. esilarante): 陽気にさせる、楽し

い 
condotta (m. condotto): 司会進行された 
consolarla: 彼女をなぐさめる 
rivincita, la: 『メジャーリーグ２』（映画のタイ

トル） 
l’ha abbandonata all’altare: 彼女との婚約を

破棄した 
altare, l’ (m.): 祭壇 
ammissione, l’ (f.): 入学許可 
si reca a (inf. recarsi): ～に赴く、行く 
fonte, la: 情報源、出所 
pratico: 実用的な、実践的な 
veloce: 速い 
economico: 安い、経済的な 
comodo: 快適な 
obiettivo: 客観的な、先入観のない 
superficiale: みせかけの、うわべだけの 
chiaro: はっきりした、わかりやすい 
dettagliato: 詳細な 
moderno: 現代的な 
telegiornale, il: テレビニュース 
varietà, il: ヴァラエティー 
previsioni del tempo, le: 天気予報 
cartoni animati, i (sg. il cartone animato): 
アニメ 
notiziario sportivo, il: スポーツニュース 
rete televisiva, la: テレビ放送網 
accanto (a): ～に加えて 
informati (sg. informato): 情報に通じた 
sempre (avv.): 常に、いつも 
televisiva (m. televisivo): テレビの 
rappresenta (inf. rappresentare): 見せる、提

示する 
maggior parte, la: 大部分 
popolazione, la: 住民 
unica (m. unico): 唯一の 
fonte d’informazione, la: 情報源 
credono (inf. credere): 信じる 
ciò: そのこと 
accade (inf. accadere): 起こる 
increduli (sg. incredulo): ～に疑い深い、容易

に信じない 
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di fronte a: ～を考慮して、～に照らして 
pensiero, il: 考え 
Tg, il: =telegiornale テレビニュース 
essere utilizzati: 利用される 
manipolare: （情報などを）偽造する、コントロ

ールする 
eppure: だが、しかし、にもかかわらず 
appare (inf. apparere): 思われる、～に見える 
evidente: 明白な、明らかな 
omissione, l’ (f.): 省略、脱落、手落ち 
indispensabili (sg. indispensabile): 欠かすこ

とのできない 
capire: 理解する 
fatti, i (sg. il fatto): 事実 
alterazione, l’ (f.): 交替 
alcune: いくつかの 
notizie, le (sg. la notizia): ニュース 
assenza, l’: 欠如 
assumono (inf. assumere): （性質、様相を）

帯びる、呈する 
certo: ある 
rilievo, il: 際立つこと、重要性 
evocano (inf. evocare): 呼び起こす 
emozioni, le (sg. l’emozione): 強い感情 
si prestano (inf. prestarsi): ～に力を貸す、助

ける 
scopo, lo: 目的 
modo, il: 方法 
distrarre: ～から引き離す、そらせる 
pubblica (m. pubblico): 大衆の、万人の 
orientati a (sg. orientato): ～に方向づけられ

ている、傾向を帯びている 
appiattimento, l’: 平準化、均一化 
banalità, la: （行動や言葉の）平凡さ、凡庸、陳

腐 
adattato: 翻案した 
manipolazione, la: コントロール 
preziosi (sg. prezioso): 貴重な 
governo, il: 政府 
saltando (inf. saltare): 跳びながら 
inutile: 無駄な 
tralascia di (inf. tralasciare): ～を抜かす、省

く 
affrontare: 立ち向かう 
temi, i (sg. il tema): テーマ 
fondamentali (sg. fondamentale): 基本的な、

根本的な 
significativa (sg. significativo): 重要な、意義

深い 

commentate (inf. commentare): コメントし

なさい 
maledizione, la: 災い 
benedizione, la: 恵み 
obiettivi, gli (sg. l’obiettivo): 客観的な 
ceniamo (inf. cenare): 夕食を取る 
cellulare, il: 携帯電話 
navigo in Internet (inf. navigare in 
Internet): ネットサーフィンする 
argomento, l’: リラックスする 
riportare: 報告する、報道する 
centinaia, le (sg. il centinaio): 数百の 
esercitarmi (inf. esercitarsi): 練習する、訓練

する 
è in ritardo: 遅れている 
superficiali (sg. superficiale): 表面的な、うわ

べの 
TV digitale, la: デジタルテレビ 
sostenere: 支持する 
sezioni, le (sg. la sezione): 部分、セクション 
Premier, il: 首相 
Presidente del Consiglio, il: 内閣総理大臣 
fare supposizioni: 推測する、仮定する 
mezzi d’informazione, i (sg. il mezzo 
d’informazione): 情報媒体 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
federalismo, il: 連邦主義、連邦制度 
rapinatore, il: 強盗、誘拐者 
mutui, i (sg. il mutuo): 貸与、不動産抵当貸与、

ローン 
convoca (inf. convocare): 召喚する 
tastiera, la: キーボード 
schermo, lo: スクリーン、モニター 
cavo, il: ケーブルコード 
stampante, la: プリンター 
tappetino, il: マウスパッド 
antivirus, l’ (m.): ウィルス防止、セキュリティ

ー対策 
scaricare: ダウンロードする 
accendere (p.p. acceso): スイッチを点ける 
inoltrare: 転送する 
aggiornare: 更新する 
noleggiare una macchina: 車を借りる 
impegnativa (m. impegnativo): 仰々しい、堅

苦しい 
indagine, l’ (f.): 調査 
disinforma (inf. disinformare): 情報を提供し

ない 
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Facciamo il punto? 2  
cristiano, il: キリスト教徒、人間 
sente (inf. sentire): 感じる 
desiderio, il: 欲求 
bisogno, il: 必要 
entrare: 入る 
in contatto con: ～と接触して 
umanità, l’ (f.): 人間性 
interrompere (p.p. interrotto): 遮る、妨げる 
fare un complimento a: ～にお世辞を言う、

～ほめる 
cassiera, la: レジ係の女性 
fare due chiacchiere: おしゃべりする、雑談

する 
barista, il: バリスタ、バーテンダー 
istruzione, l’ (f.): 指示 
conoscere: 知っている 
gusto, il: 好み 
rito, il: 儀式 
religione, la: 宗教、信仰 
fulmine, il: 雷 
il mese scorso: 先月 
evviva: 万歳 
spumante, lo: 発泡性ワイン 
passi, i (sg. il passo): ステップ、歩 
indietro (avv.): 後ろへ 
avanti (avv.): 前へ 
fermate (inf. fermare): 止めなさい 
passante, il: 通行人、通り過ぎる人 
telefonata, la: 通話、電話をかけること 
estranea (m. estraneo): 関係のない 
ci vuole (inf. volerci):（単数の時間が）かかる 
comparativo, il: 比較級 
in occasione di: ～の機会に 
pizzetta, la: 小さなピザ 
pure (avv.): （命令法とともに催促して）どうか、

どうぞ 
al ragù: ミートソースの 
panetteria, la: パン屋 
ingrediente, l’ (m.): 材料 
tocca a (inf. toccare): ～の番である 
e così via: 同様に 
servire: 役に立つ、用が足りる 
uova, le (sg. l’uovo): 卵 
mascarpone, il: マスカルポーネ・チーズ 
zucchero, lo: 砂糖 
biscotti savoiardi, i (sg. il biscotto 
savoiardo): サヴォイアルディ・クッキー 
cacao in polvere, il: ココアパウダー 

Unità 9 – Cosa fai nella vita? 
LIBRO DELLO STUDENTE 
valutare: 評価する 
offerte di lavoro, le (sg. l’offerta di lavoro): 
仕事の提供 
intenzioni, le (sg. l’intenzione): 意図 
proprio: 自分の 
colloquio di lavoro, il: 仕事の面接 
fortunato: ラッキーである 
stipendio, lo: 給与、給料 
piacere: 喜び、楽しみ 
indipendente: 独立している 
cerco lavoro: 私は仕事を探す、求職する 
comune, il: 地方自治体 
centro per l’impiego, il: 雇用センター 
imprese, le (sg. l’impresa): 企業 
lavoratori, i (sg. il lavoratore): 労働者 
disoccupati, i (sg. il disoccupato): 失業者 
agenzie per il lavoro, le (sg. l’agenzia per il 
lavoro): 職業斡旋事務所 
imprese private, le: 私企業 
mettono in contatto:つなげる 
domanda, la: 要求、願い 
offerta, l’: 提供 
selezionano (inf. selezionare): 選択する、選

別する 
personale, il: 人材 
forniscono (inf. fornire): 提示する、授ける 
azienda, l’: 企業、会社 
programmatore, il: プログラマー 
laurea in informatica, la: 情報工学卒業学位 
automunito: 自動車を持っている 
requisiti, i (sg. il requisito): 必要条件 
conoscenza, la: 知識 
minimo: 低でも 
forniscono (inf. fornire): 提供する 
esperienza, l’: 経験 
disponibilità, la: 要求に応じる可能性 
inviare: 送る 
curriculum, il: 履歴書 
allestimento fiere, l’ (m.): 展示会準備 
hostess, la: 通訳ガイド 
bella presenza, la: 容姿端麗 
candidati, i (sg. il candidato): 候補者 
ambosessi: 男女両方の 
promoter, il: プロモーター 
telefonista, il/la: 電話オペレーター 
si richiede (inf. richiedere; p.p. richiesto): 要
求される 
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flessibilità, la: 柔軟性 
fisso: 固定の 
commissioni, le (sg. la commissione): コミ

ッション 
studio legale, lo: 法律事務所 
ideale: 理想的な 
autonomo: 自主的な、自発的な 
contattare: 連絡を取る 
sede, la: 本社、本部 
acquisizione, l’ (f.): 獲得 
immobili, gli (sg. l’immobile): 不動産 
rivolgersi (p.p. rivolto): ～に問い合わせる 
studi, gli (sg. lo studio): 学業 
conoscenze richieste, le: 要求される知識 
condizioni di lavoro, le: 労働条件 
tipo di stipendio, il: 給与の種類 
posto, il: ポスト、地位 
paio, il (pl. le paia): 少しの量 
rimettere (p.p. rimesso): 再掲載する 
spedire: 送る 
a breve: もう少ししたら 
stage, lo: 実習期間、研修期間 
al chiuso: 屋内で 
all’aperto: 屋外で 
a tempo pieno: フルタイムで 
libero professionista, il: 自由業者 
impiegato, l’: 被雇用者、サラリーマン 
contatti, i (sg. il contatto): 接触 
squadra, la: チーム、グループ 
duro: ハードな、つらい 
facile: 簡単な 
straordinari, gli: 時間外勤務 
fare i turni: 交替勤務する 
buono stipendio, il: 良い給料 
guadagnare: 稼ぐ 
mansioni, le (sg. la mansione): 職務、仕事 
colleghi, i (sg. il collega): 同僚 
disponibili (sg. disponibile): 協力的な 
flessibili (sg. flessibile): フレキシブルな 
capo, il: 上司 
incarichi, gli (sg. l’incarico): 任務、役目 
responsabilità, la: 責任 
immediato: すぐ目の前の 
indicazione temporale, l’ (f.): 時間の表示 
colloquio di lavoro, il: 仕事の面接 
tecnica, la: 技術、テクニック 
migliorate (inf. migliorare): 改善する、向上さ

せる 
espressione orale, l’ (f.): 口頭表現 

frase principale, la: 主節 
frase secondaria, la: 従属節 
risposta definitiva, la: 終的な返事 
faccia pure (inf. fare): どうぞ、なさってくだ

さい 
comunicare qualcosa: 何かを伝える 
in modo gentile: 丁寧な方法で 
in modo affermativo: 断定的な方法で 
chiedere conferma: 確認を求める 
assumere (p.p. assunto): 採用する、雇う 
ditta, la: 会社 
eccetera (avv.): などなど 
qualifiche, le (sg. la qualifica): 資格 
turni di notte, i (sg. il turno di notte): 夜勤 
vita scolastica, la: 学校生活 
faticoso: 困難な、消耗させる 
emergenza, l’: 緊急事態、非常事態 
dati, i (sg. il dato): データ、資料 
occupazione, l’ (f.): 就業 
occupati, gli (sg. l’occupato): 就業者 
settore, il: 分野 
servizi, i (sg. il servizio): サービス業 
industria, l’: 工業、産業 
agricoltura, l’: 農業 
tornano (inf. tornare): 戻る 
crescono (inf. crescere): 増える 
crescita, la: 成長、増加 
riguarda (inf. riguardare): ～に関わる、関連す

る 
componente, la: 構成員、構成要素 
giovanile: 若者の 
a stare peggio: さらに悪い状況にある 
tasso di disoccupazione, il: 失業率 
fascia d’età, la: 年齢層 
è tutt’altro che: 決して～ではない、～とは大

違いである 
piacere, il: 喜び 
svolgere (p.p. svolto): 果たす、行う 
orari flessibili, gli (sg. l’orario flessibile): フ
レキシブルタイム 
gentile: 親切な 
a contatto con la gente: 人と接触する 
squadra, la: チーム、グループ 
autonomo: 自立した、自主的な 
duro: ハードな 
facile: 簡単な 
esprimere intenzioni: 意図を表す 
serali (sg. serale): 夜の 
intensivi (sg. intensivo): 集中した 
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contattare: 連絡を取る 
contratto, il: 接触、コンタクト 
successione temporale, la: 次々と起こるこ

と 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
vigile, il: （自治体警察の）警官 
cuoco, il: コック、料理人 
patente, la: 運転免許証 
ambosessi: 男女両方とも、どちらでも 
fruttivendolo, il: 果物屋 
sveglia, la: 目覚まし時計 
istruzione, l’ (f.): 説明書、指示書 
formazione, la: 教育訓練、研修 
insolite (sg. insolita; m.sg. insolito): 普通で

ない、めったにない 
scaldaletto umano, lo: 人間のベッドウォーマ

ー 
pulitore di monete, il: コイン磨き 
mestieri, i (sg. il mestiere): 職業 
scacciatore di piccioni, lo: ハト払い 
affollata da (m. affollato): ～であふれかえる 
 
 
Unità 10 – L’amore è… 
LIBRO DELLO STUDENTE  
annunci, gli (sg. l’annuncio): 告知、知らせ、

報道 
sentimenti, i (sg. il sentimento): 感情 
oroscopo, l’: ホロスコープ、星占い 
segno zodiacale, il: 黄道 12 宮、12 星座 
incertezza, l’: 不確かさ 
costruzione, la: 構文 
verbi riflessivi, i: 再帰動詞 
riuscire: ～がうまくできる 
sentimento d’amore, il: 恋愛感情 
materno: 母親の 
familiari, i (sg. il familiare): 家族 
affetto, l’: 愛情 
verso Dio: 神に対する 
attrazione fisica, l’: 肉体的魅力 
passione, la: 情熱 
lettura, la: 読書 
pittura, la: 絵画 
simboli, i (sg. il simbolo): シンボル、記号 
cuore, il: ハート、心 
cena romantica a lume di candela, la: キ
ャンドルライトの下でのロマンティックなディナー 

amare qualcuno: 誰かを愛す 
volere bene a qualcuno: 誰かを愛する、好き

である 
cercasi anima gemella: 自分の分身のような

存在を探す 
evitiamo di (inf. evitare): ～を避ける 
ferite, le (sg. la ferita): 傷 
alta (m. alto): 背が高い 
bionda (m. biondo): ブロンド髪の 
carina (m. carino): かわいい 
serio: まじめな 
nel bene: 良いとき 
nel male: 悪いとき 
casella postale, la: 私書箱 
separata (m. separato): 別れた 
massimo: 高で 
diventare: ～になる 
compagno di viaggio, il: 旅行の友 
so come renderti felice: 私はあなたを幸せに

するすべを知っています 
divorziato: 離婚した 
sincero: 誠実な 
sportivo: スポーツマンの 
bell’aspetto, il: ハンサム 
redazione, la: 編集部 
divertirsi: 楽しむ 
aiutarsi: 助け合う 
sentirsi: 感じる 
accorgersi (p.p. accorto): 悟る、自覚する 
vestirsi: 服を着る 
pesante: 厚手の 
svegliarsi: 目を覚ます 
vignetta, la: 挿絵 
positivo: 好意的な 
negativo: 否定的な 
impegno, l’: 熱意、本気 
bella corsa, la: 快い走り、ジョギング 
associazione sportiva, l’: スポーツ協会 
partecipanti, i/le (sg. il/la parteciparte): 参
加者 
corsa, la: 走ること 
single: 独身の 
indossano (inf. indossare): 着る、身につける 
motto, il: モットー 
se scappi, ti sposo: あなたが逃げるなら、私は

あなたと結婚する 
ci si registra (inf. registrarsi): ～に登録する 
ha luogo una serata: 夜のパーティーを開催す

る 
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accettano (inf. accettare): 受け入れる 
prenotazioni, le (sg. la prenotazione): 予約 
non iscritti (sg. non iscritto): 登録していない 
come funziona: どのように機能するの 
siedono (inf. sedere): 座る 
uno di fronte all’altro: 一人の前にもう一人 
eventualmente (avv.): ひょっとして 
ricercatore, il: 研究者、調査員 
carta vincente, la: 切り札 
agire per primi: 初に行動する 
unica (m. unico): 唯一の 
certezza scientifica, la: 科学的に確かなこと 
argomento, l’: 主題、論題 
particolare, il: 特別な 
provare: 試す 
incontri veloci, gli (sg. l’incontro veloce): 素
早い出会い 
provateci (inf. provare): それを試してみて 
esperimento, l’: 実験 
cioccolatini, i (sg. il cioccolatino): （小粒、一

口用）チョコレート 
stelle, le (sg. la stella): （星占いの）星 
regista, il/la: 映画監督 
Ariete, l’ (m.): 牡羊座 
Toro, il: 牡牛座 
Gemelli, i: 双子座 
Cancro, il: 蟹座 
Leone, il: 獅子座 
Vergine, la: 乙女座 
Bilancia, la: 天秤座 
Scorpione, lo: 蠍座 
Sagittario, il: 射手座 
Capricorno, il: 山羊座 
Acquario, l’: 水瓶座 
Pesci, i: 魚座 
fai da te (inf. fare): 自分でしなさい = do it 
yourself 
liberamente (avv.): 自由に 
inaspettato: 予期せぬ 
Venere, la: （愛の女神）ヴィーナス 
sorriderà (inf. sorridere): 微笑むだろう 
la fortuna ti bacerà: 幸運があなたにキスをす

るだろう 
regalerà (inf. regalare): 贈り物をするだろう 
ottenere: 得る、獲得する 
aumento, l’: 増加、アップ 
hai desiderato (inf. desiderare): 望んだ 
duro lavoro, il: 辛い仕事 
speranza, la: 希望 

energia, l’: エネルギー、活力 
benessere, il: （健康、気分が良いことで）しあ

わせ、壮健 
proposta teatrale, la: 芝居の提案 
eventi culturali, gli (sg. l’evento culturale): 
文化的催し 
La locandiera: 『宿の女主』（芝居のタイト

ル） 
letteratura, la: 文学 
romanzo giallo, il: ミステリー小説 
romanzo rosa, il: 恋愛小説 
commedia, la: コメディー、喜劇 
tragedia, la: 悲劇 
scultura moderna, la: 現代彫刻 
scultura classica, la: 古典彫刻 
serata, la: 夜のパーティー 
brevemente (avv.): 短く 
terra dei latin lover, la: ラテン・ラヴァーの

地 
uomini corteggiatori, gli (sg. l’uomo 
corteggiatore): 女性を追いかけまわす男 
galanti (sg. galante): 女性に対して親切な 
rubacuori: 魅惑的な、チャーミングな 
diplomatico, il: 外交官 
agente segreto, l’: スパイ 
avventuriero, l’: 冒険家、山師 
racconta nei minimi dettagli: 詳細に語る 
incontri galanti, gli (sg. l’incontro galante): 
恋愛の出会い 
scenografia, la: 舞台装置、背景 
abbronzati (sg. abbronzato): 日に焼けた 
cantano (inf. cantare): 歌う 
serenate, le (sg. la serenata): （男が恋人を称

えて歌い、演奏する）セレナータ 
come la pensano: （イタリアのことを）どう

思う 
esperti, gli (sg. l’esperto): 専門家、エキスパー

ト 
preoccupato: 不安な 
fragile: もろい、虚弱な 
ansia, l’: 不安 
vita sessuale, la: 性生活 
poco eccitante: あまり刺激的でない 
rapporti poco frequenti, i: 稀な肉体関係 
fantasie, le (sg. la fantasia): 空想、妄想 
coesistere (p.p. coesistito): 共存する 
stereotipi, gli (sg. lo stereotipo): ステレオタ

イプ 
opposti (sg. opposto): 反対の、逆の 
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mammone, il: マザコン 
psicologicamente (avv.): 精神的に 
adulto: 大人の 
maturo: 成熟した 
di lunga durata: 長く続く 
seduzione, la: 誘惑 
conquista, la: 征服 
corteggiatore, il: 女に取り入る男、求愛者 
insomma (avv.): つまり、要するに 
riparare: 修理する 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
corteggiamento, il: 女性を口説くこと、求愛 
anima gemella, l’: 分身のような存在、無二の

親友 
 
 
Unità 11 – Vivere insieme 
LIBRO DELLO STUDENTE 
formulare: 表現する 
lamentele, le (sg. la lamentela): 苦情 
divieti, i (sg. il divieto): 禁止 
richieste, le (sg. la richiesta): 要求 
rapporti di vicinato, i (sg. il rapporto di 
vicinato): 近所づきあい 
mantenere viva una conversazione: 会話

を活気づける 
sorpresa, la: 驚き 
incredulità, l’ (f.): 不信 
sollievo, il: 安堵 
ce l’ho (inf. avere): 私は持っている 
i nostri vicini (sg. il nostro vicino): 私たちの

隣人 
condomini, i (sg. il condomine): マンションの

住人 
portone, il: 正面玄関 
avvisi, gli (sg. l’avviso): 知らせ、通知 
contengono (inf. contenere): 含む 
regolamento, il: 規制、規定 
è vietato (inf. vietare): 禁止されている 
buttare: 捨てる 
immondizia, l’: ごみ 
al di fuori: ～外に 
seguenti (sg. seguente): 次の 
comune, il: 市 
ufficio igiene, l’ (m.): 保健所 
proprietari, i (sg. il proprietario): 所有者 
segno di civiltà, il: 文明の印 

almeno (avv.): 少なくとも、せめて 
pulire: 掃除する、きれいにする 
severamente (avv.): 厳しく、厳格に 
proibito: 禁止されている 
giocare a pallone: ボール遊びをする 
cortile, il: 中庭 
quartiere, il: 地区、界隈 
inquilini, gli (sg. l’inquilino): 借家人 
piano di sopra, il: 上階 
ospedale, l’ (m.): 病院 
sirene, le (sg. la sirena): サイレン 
ambulanze, le (sg. l’ambulanza): 救急車 
manifestano (inf. manifestare): 表明する 
gioia, la: 喜び 
esagerazione, l’ (f.): 誇張 
sollievo, il: 安堵 
paura, la: 恐れ 
dispiacere, il: 遺憾 
interpretate (inf. interpretare): 演じなさい 
con enfasi: 感情を込めて 
quinto piano, il: 5 階（日本での 6 階） 
strani (sg. strano): 変な 
come fai a saperlo: どうしてそれがわかるの 
l’altro giorno: 一昨日 
enorme: 巨大な、大きな 
davvero (avv.): 本当に 
spazio, lo: 空間 
eh già: ああ、そうだね 
da non credere: 信じられないこと 
i tempi cambiano: 時代は変わる 
in peggio: 悪く 
a proposito: ところで 
violoncello, il: チェロ 
addirittura (avv.): なんと 
non ci posso credere: 私はそれを信じられな

い 
scatolone, lo: 大きな箱 
meno male: ～でよかった 
scusa se ti interrompo: あなたを遮ってごめ

んなさい 
manifestare sorpresa: 驚きを表明する 
esprimere qualcosa in modo diverso: 何か

を違った方法で表現する 
far intendere che si è capito: 理解されたこ

とをわからせる 
esprimere sollievo: 安堵を表す 
cambiare argomento: 話題を変える 
interrompere qualcuno: 誰かが話しているの

を遮る 



Arrivederci! 2 
単語帳 

 

 
Edizioni Edilingua 

31 

specchio, lo: 鏡 
concretamente (avv.): 具体的に 
come ti trovi in Italia: イタリアでの居心地は

どう 
interviste, le (sg. l’intervista): インタビュー 
rapporto, il: 関係 
giochi a calcio: 君はサッカーをする 
balli il samba: 君はサンバを踊る 
allegri (sg. allegro): 陽気な 
grossi problemi, i (sg. il grosso problema): 
大きな問題 
tedesca (m. tedesco): ドイツ人 
discutere (p.p. discusso): 議論する 
socievole: 社交的な 
tutto funziona perfettamente: 完璧に機能

する 
egiziano: エジプト人 
intanto (avv.): その間に、それに 
Egitto, l’: エジプト 
meta per le vacanze, la: ヴァカンスの行き先 
piramidi, le (sg. la piramide): ピラミッド 
Paese musulmano, il: イスラム教の国 
Messico, il: メキシコ 
Polonia, la: ポーランド 
Stati Uniti, gli: 合衆国 
si scambiano (inf. scambiarsi): 交換する 
Svizzera, la: スイス 
comune, il: 地方自治体 
fumetti, i (sg. il fumetto): 漫画 
cittadina, la (m. il cittadino): 市民 
documento valido, il: 有効な身分証明書 
carta d’identità, la: 身分証明書 
passaporto, il: パスポート 
stato di famiglia, lo: 家族身分 
traduzioni autenticate, le (sg. la 
traduzione autenticata): 公証人の認証を受けた

翻訳 
traduttore giurato, il: 宣誓翻訳家 
matita, la: 鉛筆 
permanenza, la: 滞在 
fogli bianchi, i (m. il foglio bianco): 白紙 
foto di famiglia, la: 家族写真 
penne nere, le (sg. la penna nera): 黒いペン 
macchina sportiva, la: スポーツカー 
monete da 1 euro, le (sg. la moneta da 1 
euro): 1 ユーロコイン 
immigrati, gli (sg. l’immigrato): 移民 
provare sentimenti: 感情を覚える 
comprensione, la: 理解 

disponibilità, la: （援助、協力など）役立つ気

のあること 
fiducia, la: 信頼 
nei confronti degli immigrati: 移民に対して 
disagio, il: 迷惑 
rabbia, la: 怒り 
insicurezza, l’: 不安、困惑 
dato reale, il: 実際のデータ 
integrarsi: （環境などに）溶け込む、入り込む 
razzisti (sg. razzista): 人種差別主義者の 
contratti regolari, i (sg. il contratto 
regolare): 定期的な契約 
diffusi (sg. diffuso): 普及している 
operaio, l’: 工員 
badante, la: 介護士 
colf, la: 家政婦、お手伝い 
cameriere, il: ウェイター 
in affitto: 賃貸の 
di proprietà: 所有の 
motorino, il: ミニバイク 
telefonino, il: 携帯電話 
conto in banca, il: 銀行口座 
intendono (inf. intendere; p.p. inteso): ～す

るつもりである 
circa: 約 
cittadinanza, la: 市民権、国籍 
integrazione, l’ (f.): 融合、同化 
fazzoletto, il: ハンカチ 
Sudafrica, il: 南アフリカ 
Portogallo, il: ポルトガル 
Paesi Bassi, i: オランダ 
Filippine, le: フィリピン 
Israele: イスラエル 
Cipro: キプロス 
millennio, il: 1000 年 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
avviso, l’: 知らせ、通知、警告 
sombrero, il: ソンブレロ 
nacchere, le (sg. la nacchera): （主に複数形

で）カスタネット 
risciò, il: 人力車 
struzzo, lo: ダチョウ 
 
 
Unità 12 – Godiamoci la natura! 
LIBRO DELLO STUDENTE 
paesaggio, il: 景色、風景 
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fare domande più specifiche: より具体的な

質問をする 
cartina, la: 小さな地図 
copertina, la: 表紙（の裏） 
Parco Nazionale, il: 国立公園 
area marina protetta, l’: 保護海域 
Parco del Delta del Po, il: ポー川デルタ公園 
immersioni, le (sg. l’immersione): 潜水、ス

キューバダイビング 
monti, i (sg. il monte): 山 
ghiacciaio, il: 氷河、万年雪 
bosco, il: 森 
fondale, il: （海、川などの）底 
zone umide, le (sg. la zona umida): 湿地 
gita, la: 小旅行 
dépliant, il: パンフレット 
paludi, le (sg. la palude): 沼、湿地 
sabbiose (sg. sabbiosa; m. sg. sabbioso): 砂
の多い 
pinete, le (sg. la pineta): 松林 
colline, le (sg. la pineta): 丘 
campi coltivati, i (sg. il campo coltivato): 耕
作地 
pascoli, i (sg. il pascolo): 牧草地、牧場 
aspetti, gli (sg. l’aspetto): 外観、外見 
selvaggi (sg. selvaggio): 自然のままの 
visitatore, il: 訪問者 
sentieri, i (sg. il sentiero): 小路、細道 
itinerari, gli (sg. l’itinerario): 行程 
visitabili (sg. visitabile): 訪問可能な 
escursioni, le (sg. l’escursione): ハイキング 
a piedi: 徒歩で 
in carrozza: 馬車で 
in canoa: カヌーで 
a cavallo: 馬に乗って 
trascorrere (p.p. trascorso): 過ごす 
a pieno contatto con la natura: 大自然に触

れながら 
avvicinare: 近づく 
cinghiali, i (sg. il cinghiale): イノシシ 
vacche, le (sg. la vacca): 雌牛 
cavalli maremmani, i (sg. il cavallo 
maremmano): マレンマ馬 
oasi naturalistica, l’: 自然主義のオアシス、大

自然のオアシス 
fascino, il: 魅力 
fenicotteri, i (sg. il fenicottero): フラミンゴ 
gabbiani, i (sg. il gabbiano): ユリカモメ 

angoli di grande interesse naturalistico, 
gli: 自然主義の関心を大いにそそられるアングル、

視点 
percorso circolare, il: 循環コース 
canali interni, i (sg. il canale interno): 内陸

運河 
straordinario: 並はずれた、稀有な 
sito naturalistico, il: 自然主義の場所、大自然

が残る場所 
ammirate (inf. ammirare): 称賛する、ほれぼ

れとする 
a bordo: ～に乗って 
fondo trasparente, il: 透明な海の底 
esperienza unica, l’: 稀有な経験 
cullare: 揺する 
onde, le (sg. l’onda): 波 
stupendi (sg. stupendo): 素晴らしい 
multicolori (sg. multicolore): 多色の 
sosta, la: （短期間の）滞在、立ち止まること 
uscita notturna, l’: 夜間外出 
subacqueo: 海底の、水中の 
anello, l’: 輪 
bassa profondità, la: 浅い水深 
limpidezza, la: 透明性 
a nuoto: 泳いで 
attrazioni turistiche, le (sg. l’attrazione 
turistica): 観光のアトラクション 
brochure, la: パンフレット 
rifugio, il: 山小屋 
zaino, lo: リュックサック 
pedule, le (sg. la pedula): 登山靴 
scarponi da trekking, gli (sg. lo scarpone 
da trekking): トレッキング用シューズ 
capo impermeabile, il: 防水服 
felpa in pile, la: フリース 
berretto di lana, il: （主にひさしの付いた）ウ

ールの帽子 
viveri, i: （複数で）食糧 
bevande, le (sg. la bevanda): 飲み物 
binocolo, il: 双眼鏡 
località, la: 場所 
dislivello, il: 高度 
tempo di percorrenza, il: 所要時間 
ottimi camminatori, gli (sg. l’ottimo 
camminatore): 脚の丈夫な人 
esperti, gli (sg. l’esperto): エキスパート、熟練

者 
è gestita (inf. gestire): 運営されている 
ente autonomo, l’: 独立機関 
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riciclaggio dei rifiuti, il: ゴミのリサイクル 
zoo, lo: 動物園 
prodotti biologici, i (sg. il prodotto 
biologico): 有機製品 
agriturismo, l’: アグリトゥリズム 
rinuncia, la: 車両制限 
consumi, i (sg. il consumo): 消費 
salvaguardia dell’ambiente, la: 環境保護 
impatto, l’: 影響 
raccolta differenziata, la: 分別収集 
lampadine a risparmio energetico, le: 節
電電球 
elettrodomestico, l’: 家庭用電気器具 
consumo energetico, il: エネルギー消費 
rubinetto dell’acqua, il: 水道の蛇口 
ecologista, l’ (m./f.): エコロジスト、環境保護

論者 
gesti, i (sg. il gesto): 行為 
comuni ricicloni, i (sg. il comune riciclone): 
リサイクル実施自治体 
compostaggio, il: 生ゴミの堆肥化 
bidoni, i (sg. il bidone): （ゴミを入れる）容器、

缶、ポリタンク 
cassonetti, i (sg. il cassonetto): ゴミ収集箱 
ricicla (inf. riciclare): リサイクルする 
rifiuti, i (sg. il rifiuto): 廃品、ゴミ、くず 
classifica, la: 成績、ランキング 
realizzata (m. realizzato): なされた 
aumentare: 増加する、上げる 
percentuale, la: 割合 
superare: 越える 
parametri, i (sg. il parametro): 基準 
riduzione, la: 減少、低下 
compostaggio domestico, il: 生ゴミの堆肥化 
acquisti verdi, gli (sg. l’acquisto verde): グ
リーン購入 
smaltimento, lo: ゴミ処理 
efficacia, l’: 有効性 
processo, il: プロセス、過程 
rifiuti organici, i (sg. il rifiuto organico): 有
機ゴミ 
concime, il: 肥料、堆肥、 
fertilizzante, il: 肥料 
iniziativa, l’: イニシアティヴ、率先した行動、

発意 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
curricula, i (sg. il curriculum): =curriculum 
履歴書 

Facciamo il punto? 3  
intonazione, l’ (f.): イントネーション 
risposta errata, la: 間違った答え 
lago, il: 湖 
ritmo, il: リズム 
melodia, la: メロディ 
inquietudine, l’ (f.): 不安の種、気がかり 
tormento, il: 悩みの種、気がかり 
destino, il: 運命、因果 
sogno proibito, il: 禁じられた夢 
grilli, i (sg. il grillo): 妙な考え 
 
 
Test finale 
competenza linguistica, la: 言語能力 
credibilità, la: 信頼性 
aree faunistiche, le (sg. l’area faunistica): 
動物飼育区域 
binocolo, il: 双眼鏡 
borraccia, la: 水筒 
torcia, la: 懐中電灯 
avvistare: （遠くから）身分ける、見つける 
 
 
Grammatica  
forma tonica, la: 強勢形 
frase affermativa, la: 肯定文、平叙文 
frase negativa, la: 否定文 
frase interrogativa, la: 疑問文 
frase secondaria, la: 従属節 
numeri cardinali, i: 基数 
numeri ordinali, i: 序数 
schiuma, la: 泡、あぶく 
pescheria, la: 魚屋 
aggettivi dimostrativi, gli: 指示形容詞 
aggettivi indefiniti, gli: 不定形容詞 
forma di cortesia, la: 丁寧な形 
pronomi diretti, i: 直接目的語代名詞 
pronomi indiretti, i: 間接目的語代名詞 
pronomi dimostrativi, i: 指示代名詞 
pronomi indefiniti, i: 不定代名詞 
pronomi relativi, i: 関係代名詞 
verbi irregolari, i: 不規則動詞 
verbi modali, i: 様態動詞、従属動詞 
verbi riflessivi, i: 再帰動詞 
costruzioni particolari, le: 特殊構文 
verbi impersonali, i: 非人称動詞 
particolarità, la: 特殊性 
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metterci (p.p. messo): （犠牲など）を払う、

時間をかける 
possesso, il: 所有 
luogo di origine, il: 出身 
complemento di termine, il: 間接補語 
provenienza, la: 出所、発送地、由来 
obiettivo, l’: 目的 
intenzione, l’ (f.): 意図 
destinazione, la: 目的地 
avverbio, l’: 副詞 
coniugazione, la: 活用、動詞の変化 
approfittare di: ～を利用する、活用する 
assimilarsi a: ～と同一視する、同じように扱う 
assistere a (p.p. assistito): ～に参加する、出

席する 
convenire su (p.p. convenuto): ～で折り合う、

同意する 
esagerare su: ～を強調する 
procurare di: ～を手に入れる、入手する 
 


