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お試し版の練習問題 

ATTIVITÀ 6  (Traccia 43)  Scegli l’espressione giusta tra a～d per completare le frasi. 

次の文章を完成させるために a～dの中から選択しましょう。 

1. Elena dice che ........... 
 
a) ha pochi compiti 
b) non ha compiti 
c) ha compiti su compiti 
d) ha meno compiti 
 
2. Carmen si sta preparando per l’esame di ..........  
 
a) lingue 
b) abilità linguistica 
c) cuoca 
d) abilità alla guida 
 
3. Carmen è debole .......... 
 
a) nei muscoli 
b) nel lavoro 
c) nella grammatica  
d) nell’ascolto 
 
4. I testi che Carmen scrive devono essere più .......... 
 
a) belli 
b) corti 
c) lunghi 
d) allegri 
 
5. Carmen vuole imparare la ricetta della .......... 
 
a) ribollita 
b) ricucita 
c) rifatta 
d) rivestita                                             <解答に移動>   <目次に移動> 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お試し版専用のダミーページ 

練習問題のページから解答のページに移動したり、スク

リプトのページから解答のページに移動するには、マウ

スのスクロールボタンを利用して、時間をかけて移動す

ることもできますが、お勧めは、本テキストに組み込ま

れたリンクをクリックし、瞬時にアクセスして目的のペ

ージに移動することです。 

例えば、２、３ページしかないテキストであれば、マウ

スのスクロールボタンで移動していただいてもよろしい

のですが、特にボリュームのあるテキスト内での移動は、

絶対的にリンクをクリックされての瞬時移動が便利にな

ります。 

お試しページの練習問題は、4択の他に、穴埋め、正解探し、文章を完成させる、質問に答える、質問と正

解を結ぶ等、イタリア語の検定試験にも多く使われているタイプの問題を厳選して掲載しております。 



Michele e Carmen si incontrano su Skype  

ミケーレとカルメンはスカイプで会う 

ATTIVITÀ 8  (Traccia 75)  Cerca la risposta giusta tra a～g. 

1～7 の質問に対して a～gの間から正しい答えを見つけましょう。 

 
1. A quale sito si è registrata Carmen per un mese?  a) Di soli 10 Euro. 
2. Qual era il prezzo di prova?    b) No, non vuole. 
3. Com’era il corso di inglese?    c) Era molto professionale. 
4. Anche Carmen vuole insegnare online?   d) Ad un sito di lingua inglese. 
5. Che tipo di corso vuole realizzare?   e) In privato dove e quando vogliono. 
6. In che modo studieranno i clienti di Carmen?  f) Di provare i più comuni software. 
7. Che cosa suggerisce Michele?    g) Un corso di grammatica o di ascolto. 
 

<解答に移動>   <目次に移動> 

 

  
このお試しページの練習問題の他には、4択、穴埋め、正解探し、文章を完成させる、質問に答える、質問

と正解を結ぶ等、イタリア語の検定試験にも多く使われているタイプの問題を厳選して掲載しております。 



 

 

 

  

お試し版専用のダミーページ 

練習問題のページから解答のページに移動したり、スク

リプトのページから解答のページに移動するには、マウ

スのスクロールボタンを利用して、時間をかけて移動す

ることもできますが、お勧めは、本テキストに組み込ま

れたリンクをクリックし、瞬時にアクセスして目的のペ

ージに移動することです。 

例えば、２、３ページしかないテキストであれば、マウ

スのスクロールボタンで移動していただいてもよろしい

のですが、特にボリュームのあるテキスト内での移動は、

絶対的にリンクをクリックされての瞬時移動が便利にな

ります。 



 

お試し版の解答 

 

ATTIVITÀ 6  (Traccia 43)  1c  2b  (お試し版では問題３以下の解答を省略しています) 

<練習問題に戻る>   <目次に移動> 

 

 

 

 
  



 

お試し版の解答 

 

ATTIVITÀ 8  (Traccia 75)  1d  2a  3c  (お試し版では問題 4以下の解答を省略しています) 

<練習問題に戻る>   <目次に移動> 

 

  



 

 

  お試し版専用のダミーページ 

練習問題のページから解答のページに移動したり、スク

リプトのページから解答のページに移動するには、マウ

スのスクロールボタンを利用して、時間をかけて移動す

ることもできますが、お勧めは、本テキストに組み込ま

れたリンクをクリックし、瞬時にアクセスして目的のペ

ージに移動することです。 

例えば、２、３ページしかないテキストであれば、マウ

スのスクロールボタンで移動していただいてもよろしい

のですが、特にボリュームのあるテキスト内での移動は、

絶対的にリンクをクリックされての瞬時移動が便利にな

ります。 



 

お試し版のスクリプト(会話本文) 

 
 
Carmen telefona a Elena 

カルメンはエレナに電話をする 

 
Dialogo 6  (Traccia 43) 
 
Carmen: Ciao Elena, ti disturbo? 
Elena: Ciao Carmen, no, non mi disturbi, dimmi pure. 
Carmen: Intanto, come stai e come va la scuola. 
Elena: Non me ne parlare, compiti su compiti. 
Carmen: Mamma mia, per questo non ti ho più vista in giro. 
Elena: Eh sì, purtroppo... Ma tu dimmi, come vanno la scuola e il lavoro? 
Carmen: Tutto bene, grazie. Ma anch’io sai non sono più andata nè in paninoteca nè fuori con gli amici, 
perché mi sto preparando per sostenere l’esame di abilità linguistica di italiano. 
Elena: Bene, questo è ottimo! E che livello farai? 
Carmen: Il livello B2.  
Elena: Ma non è troppo facile per te? Il tuo italiano è molto buono. 
Carmen: Non mi lamento, però sono ancora debole nello scritto e nell’ascolto. Ho appena finito di scrivere 
una composizione di prova, l’insegnante l’ha corretta, mi ha detto che va abbastanza bene, ma che devo 
cercare di fare testi più brevi... Ma non ti ho telefonato per questo... 
Elena: Dimmi tutto. 
Carmen: Visto che la cucina mi piace e m’interessa molto, vorrei imparare a cucinare la ribollita toscana. Me 
la insegni, per favore? 
Elena: Con piacere ma... devo chiedere a mia mamma, perché io non so proprio cucinare. Lo chiedo a lei, e 
te la spedisco per e-mail, d’accordo? 
Carmen: Grazie mille, sei un’amica! 
<語彙に移動>   <目次に移動> 
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ることもできますが、お勧めは、本テキストに組み込ま

れたリンクをクリックし、瞬時にアクセスして目的のペ

ージに移動することです。 

例えば、２、３ページしかないテキストであれば、マウ

スのスクロールボタンで移動していただいてもよろしい

のですが、特にボリュームのあるテキスト内での移動は、

絶対的にリンクをクリックされての瞬時移動が便利にな

ります。 



 

お試し版のスクリプト(会話本文) 

 
Dialogo 8  (Traccia 75) 
 
Michele: Hai già guardato altri siti da prendere come esempio per quello che vuoi proporre?  
Carmen: Sì, ne ho visti tanti. Alcuni li ho anche provati, per capire come sono fatti. Mi sono registrata ad un 
sito di lingua inglese per un mese ad un prezzo di prova per soli 10 Euro al mese.  
Michele: Accidenti, il prezzo è molto buono. E com’era questo corso? 
Carmen: Molto ben fatto e molto professionale. Era perfetto sia come impostazione delle lezioni, sia come 
grafica. Però io non voglio insegnare direttamente online, ma preparare un corso completo di grammatica o 
di ascolto da scaricare e basta.  
Michele: Anche secondo me questa è la cosa migliore da fare. Quando hai messo in vendita il tuo corso 
completo, le persone lo scaricano e lo studiano in privato dove e quando vogliono. 
Carmen: Esatto. Poi se i miei clienti hanno delle domande da fare, possono sempre contattarmi via e-mail.   
Michele: Giusto. Vedo che hai le idee chiare. Ora si tratta solo di trovare una piattaforma software per la 
costruzione del tuo sito web.  
Carmen: Hai qualche suggerimento? 
Michele: Certo. Io ti consiglio di provare i più comuni software che offrono diversi templates per ogni genere 
di business online. Tu scegli il template che fa per te, e poi inizi a creare il tuo sito. 
Carmen: Ho capito ma... da dove inizio? 
<語彙に移動>   <目次に移動> 
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ージに移動することです。 

例えば、２、３ページしかないテキストであれば、マウ
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お試し版の主な語彙 

 

Dialogo 6  (Traccia 43) 

<スクリプトに戻る>    <目次に移動> 

Abilità        能力 

Ascolto       リスニング 

Composizione    作文 

Corretta      「correggere動詞」訂正する 

Cucinare      料理する 

Debole       弱い 

(Ti) Disturbo    「disturbare動詞」迷惑をかける 

Insegnante     教師 

Linguistico     言語の 

Prova         テスト 

Scritto         筆記 

Sostenere      受ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dialogo 8  (Traccia 75) 

<スクリプトに戻る>   <目次に移動> 

Chiaro         はっきりした 

Completo       完全な 

(Ti) Consiglio     「consigliare動詞」助言する 

Costruzione      作成 

Esempio        例 

Genere        種類 

Grafica        グラフィック 

Grammatica      文法 

Impostazione      設定 

Mese         月 

Messo (in vendita)   「mettere動詞」販売する 

Perfetto        完全な 

Professionale       プロフェッショナルな 

Proporre         提案する 

Prova         お試しの 

Provati        「provare動詞」試す 

(Mi sono) Registrata  「registrarsi動詞」登録する 

Sia...sia...       …か又は…か 

Soli          僅か 

Suggerimento      示唆 

(Si) Tratta (di)     …が問題だ、必要である 
 
 

 

 

 


