Lezioni per principianti 12
Il più piccolo può essere il migliore.
～代名詞、所有形容詞、比較表現～
～

簡単な日常会話を通して、イタリア語理解に必要な文法を学ぶ初級者向けの教材です。
日常生活で使える便利な表現を使い、会話にも慣れていきましょう。
イタリア語特有の規則が多く難しく感じる単元かもしれませんが、ここで少し頑張りましょう。

Largo オリジナル教材

【～Il più piccolo può essere il migliore.～】
講師の指示に従い、下記会話を読んでみましょう。

★1

Commesso/a (l'insegnante)

Cliente (lo studente)

Buongiorno. Vorrei vedere quella borsa in vetrina, per favore.
すいません、ウィンドウにある鞄を見せていただけますか？

Quale? Questa qui?
どちらのものでしょう？こちらですか？

Sì, grazie. … È un po' troppo grande. Mia madre sta cercando una nuova
borsa grande come la mia. Ne ha una più piccola?
そうです。少し大きすぎるかな。母が私のものと同じくらいの大きさの鞄を探していて。もっと小さ
いものはありますか？

Sì, le porterò un'altra. ... Abbiamo questo modello in 3 misure.
ございますよ、お持ち致します。こちらのタイプは 3 つのサイズ展開でございます。

Il più piccolo può essere il migliore.
たぶん、一番小さいのがよさそうだわ。

È la misura più popolare. La prende？
一番人気のサイズですよ。こちらになさいますか？

Sì, la compro. La può impacchettare per la festa della mamma, per piacere?
はい、これを買います。母の日用にプレゼント包装していただけますか？

Sì, certo. Lo faccio subito, si accomodi e aspetti un momento.
もちろんでございます。ラッピングしてまいりますので、お掛けになっておまちください。

Grazie.
ありがとう。
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【Esercitazione pratica A】
講師が以下の絵や写真について比較対象を指示しますので、比較級や最上級を使ってそれらの関係を表現して
みましょう。
★2

★3
Famiglia Rossi

Classe

Antonio

Giorgio

Maria

Maria Giulia Chiara Sofia Emma
11 anni 10 anni 9 anni 10 anni 8 anni
Chiara

★4
Sorelle

Maria
3 sacchetti

Sofia
6 sacchetti

Emma
9 sacchetti
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【Esercitazione pratica B】
講師がショップ店員役をしますので、お客さんになり、試着・サイズ変更・希望の色など、様々な要望を伝えてみまし
ょう。
★5

l'insegnante

Posso aiutarLa?
lo studente

……….
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今回のレッスンは、学習する文法が多いですが、頑張りましょう。

Espressione del giorno（今日のキーフレーズ）

Il più piccolo può essere il migliore.
☞

Punti importanti（ポイント）

① 色々な代名詞
目的語人称代名詞については、初級 9 でまとめましたが、以下の代名詞は「もの」や
「事柄」を指します。通常、動詞の直前に置きます。
●名詞を指す
lo → それを(男性名詞)、彼を、
la → それを(女性名詞)、彼女を
li→ それらを(男性名詞)、彼らを、 le → それらを(女性名詞)、彼女らを
●不定詞や文章を指す
lo → そのことを（性を持たない：無変化）
●【a＋名詞/不定詞】を指す
ci→ それに、そのことに（性を持たない：無変化）
●【di＋名詞/代名詞】を指す
ne → それについて（性を持たない：無変化）
※ne は【di＋名詞/代名詞】を置き換えます。
lo/la/li/le/lo が「物」そのものを指す（=名詞の置き換え）のに対し、ne はそのもので
はなく、同じ種類の違うものやそのものの一部(分量・数量)を指すことになります
例：
Quanta torta compri? (どのくらい買いますか？)
→ Ne compro una fetta.= Compro una fetta di torta. (一切れ買います。)
→ La compro tutta! (全部買います。)
La prende? (それにしますか？)
→ Sì, la compro. （はい、買います。）
→ No, ne compro un’altra. （いいえ、 (同じ種類の) 違う方を買います。）
※場所を指す副詞（particella：不変化詞）
ci → 場所を示す副詞です。場所、空間の一部を指す場合に使われます。「ここ」「そ
こ」「この場所に」などの意味となります。
→ Quando vai dal dottore? – Ci vado domani. (Ci=dal dottore)
(いつ病院に行くの？-明日そこに行きます。)
→ Sei mai stato a Roma? – Sì, ci sono stato tre volte. (Ci= a Roma)
(ローマに行ったことある？-はい、そこに 3 回行ったことがあります。)
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② 直接目的語人称代名詞の強調形 （人称代名詞は初級 9 で学習します。）
mi→me, ti→te, ci→noi, vi→voi, lo･la→lui･lei, La→lei, Li・Le→Loro
初級 9 で、目的語人称代名詞を学習しましたが、以下の場合は強調形を使います。
-直接目的語人称代名詞が前置詞の後に置かれる場合
-直接目的語人称代名詞を動詞の後ろに置いて強調したい場合
Ti amo.(愛している） →Amo te.（愛しているよ、君を）

③ 間接代名詞と直接代名詞を一緒に使う場合
目的語人称代名詞と間接人称代名詞の同時に使う場合、特殊な形を取ります。
例えば
正しい形
間接代名詞
直接代名詞
～に
〇〇を
～に〇〇を
mi
lo
me lo/la/li/le/ne
la
ti
te lo/la/li/le/ne
li
gli / le /Le
glielo / gliela / glieli / gliele / gliene
le
ci
ce lo/la/li/le/ne
ne
vi
ve lo/la/li/le/ne
gli / Loro
glielo / gliela / glieli / gliele / gliene

☛

例：
Parlo a Marco del tuo problema. →Gliene parlo.（彼にそれについて話します。）
Me ne vado subito! （今出ます！）

④ 所有形容詞と所有代名詞
【所有形容詞】性・数変化は、所有者ではなく、所有されるものに一致します。
形容される単語→ 男性名詞
女性名詞
↓所有者
単数
複数
単数
複数
私の
il mio
i miei
la mia
le mie
君の
il tuo
i tuoi
la tua
le tue
彼の/彼女の
il suo
i suoi
la sua
le sue
あなたの（敬称）
il Suo
i Suoi
la Sua
le Sue
私たちの
il nostro
i nostri
la nostra
le nostre
あなたたちの
il vostro
i vostri
la vostra
le vostre
彼らの/彼女たちの il loro
i loro
la loro
le loro
Marco の
di Marco
di Marco
di Marco
di Marco
例： la mia borsa(私の鞄)、le sue scarpe（彼/彼女の靴）

※所有形容詞のあとに《親族》を示す単語（単数形）がくると、定冠詞は不要です。
また、《親族》を示す単語（複数形）の場合には、定冠詞が必要であり、
さらに loro＋《親族》を示す単語（単数形）の場合にも、定冠詞が必要です。
【所有代名詞】
「定冠詞+所有形容詞」で、「～のもの」を意味する所有形容詞になります。
例： la mia (私のもの)、le sue (彼の/彼女のもの)
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⑤ 比較表現
【同等比較】
「…と同じくらい～だ。」と表す場合、
〈(così)～come…〉 または 〈(tanto)～quanto…〉 と表します。
例： Questa borsa è (così) grande come la mia.
Questa borsa è (tanto) grande quanto la mia.
【優劣比較】
（優等比較）「…より～だ」は、〈più～di…〉 と表します。
（劣等比較）「…ほど～でない」は、〈memo～di…〉 と表します。
※ただし、di の後に前置詞・不定詞・形容詞が置かれる場合、di→che になります。
例： Questa borsa è più grande della mia.
Questa borsa è memo grande della mia.
Andare all'acquario è più interessante che allo zoo.
【最上級】
「最も～だ」は、〈定冠詞 più～〉、
「最も～な…だ」は、〈定冠詞…più～ 〉 と表します。
例： Questo video è il più interessante.
Questa è la borsa più piccola.
※より多く(英語:more)は più のみ、最も多く(英語:most)は il più のみで表します。
より良い(better)は migliore、最良(best)は il migliore 等、più を使わない例外もあります。
【非常に～だ】
比較ではなく「とても～だ」と強調したい場合は、形容詞/副詞-issimo と表します。
molt＋形容詞/副詞 の意味と近く、書き言葉では molt＋形容詞/副詞が使われます。
例： Questo film è interessantissimo.≒ Questo film è molto interessante.
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