Lezioni per principianti 9
Mi piace giocare a tennis.
～【piacere】、再帰動詞と不定詞～
～

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。
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【～Mi piace giocare a tennis.～】
講師の指示に従い、下記会話を読んでみましょう。
★1

Il tuo amico (l'insegnante)

Tu (lo studente)

Cosa fai nel week-end?
週末は何をしているの？

Mi sveglio presto e mi piace correre al parco.
Dopo la corsa, vado al bar in bicicletta per fare colazione.
朝早く起きて、ランニングしているわ。その後、朝食を食べに自転車でバーに行くの。

Bel fine settimana. Ti piace lo sport?
いい週末ね。スポーツは好き？

Sì, mi piace giocare a tennis. E tu?
ええ、テニスをするのが好き。あなたは？

Non sono bravo nello sport. Preferisco passare il mio tempo a casa.
スポーツは得意じゃないの。家で過ごす方が好きだわ。

Ti piace andare in biblioteca?
Sì, è il mio posto preferito.

図書館に行くのは好き？

ええ、私の好きな場所だわ！

Anch'io. Vado spesso in biblioteca nel pomeriggio.
私もよ。午後はよく図書館に行くの。
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【Esercitazione pratica A】
講師が下記の絵について、趣味を尋ねますので、答えてみましょう。
想像の状況を加えるもの構いません。
★2
例：
講師

「Cosa gli piace？」

あなた 「Gli piace giocare a tennis. Fa parte del tennis club della sua
università.」
★3

★4

★5

★6

★7

★8

★9

★10

★11
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★12

★13

【Esercitazione pratica B】
講師が「週末は何をしていますか？」と尋ねますので、
あなたのよく過ごす週末の一日について講師に話してみましょう。
★15
講師

「Cosa fai, di solito, nel fine settimana？」

あなた 「あなたの一日を説明してみましょう。」
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Espressione del giorno（今日のキーフレーズ）

Mi piace giocare a tennis.
☞

Punti importanti（ポイント）

① 【Piacere 】は「好き」を表す動詞です。
「私はテニスが好き」という場合は、「テニスが私の気に入る」という表現をし、テニ
スが主語、私が間接補語となります。名詞の場合は【A＋名詞】となります。
【piacere】の活用形：活用は文法上の主語(好きなもの)に準じます。

io
tu
lui/lei/Lei

piaccio
piaci
piace

noi
voi
loro

piacciamo
piacete
piacciono

「〇〇はサッカーが好き」を表す

私
君
彼
彼女

Mi piace
Ti piace
Gli piace
Le piace

il calcio.
il calcio.
il calcio.
il calcio.

私達
君たち
彼ら（彼女たち）
Marco（固有名詞）

Ci piace il calcio.
Vi piace il calcio.
Gli piace il calcio.
A Marco piace il calcio.

② 「種(しゅ)が好き」を表す場合には「定冠詞＋複数形」（可算名詞の場合）を用います。
例えば、「猫(という動物の種)が好き」「苺(という食べ物)が好き」という場合です。
Es: Ci piacciono i gatti.(私達は猫が好き) / Ci piacciono le fragole. (私は苺が好き)
③ 「〇〇することが好き」を表す場合には、「不定詞」を用います。不定詞は、主に動詞
の原形となり、単数名詞として扱います。
Es: Mi piace giocare a calcio. (私はサッカーをするのが好き。)
④ 【mi alzo】は「起きる」を意味する再帰動詞で、常に再帰代名詞【mi, ti, si, ci , vi, si】
を伴います。不定詞の語尾は【-arsi/-ersi/-irsi】を使います。

原形
io
tu
lui/lei/Lei

alzare
mi also
ti alzi
si alza

不定詞
noi
voi
loro

alzarsi
ci alziamo
vi alzate
si alzano

再帰動詞は他に、divertirsi（楽しむ）、stancarsi（疲れる）、lavarsi（～を洗う）、
chiamarsi(名を～という)、truccarsi(化粧する)、rilasssarsi（くつろぐ）、vedersi
（会う）、amarsi(愛し合う)などがあります。
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⑤ 「～に」「～へ」「～で」と場所や手段を表す場合、【a＋(冠詞)＋場所/手段】もしくは
【in＋(冠詞)＋場所/手段】で表します。定冠詞・不定冠詞・冠詞なし、に関しては、単
語や文脈により異なるため、覚える必要があります。
「歩きで」は【a piedi】、それ以外の手段は【in】を使います。
「～の家に」は【da＋人】を使います。
⑥ ここで、直接目的語代名詞、間接目的語代名詞、再帰代名詞を整理しましょう。
直接目的語代名詞は、～を。
間接目的代名詞は、～の。
再帰代名詞は、動詞と共に使われます。再帰代名詞と主語は一致するため、動詞の活用
も一致します。

私
君
彼
彼女
あなた(敬称)
私達
あなた達
彼ら
彼女ら
Marco（名詞）

直接目的語

間接目的語

mi +verbo
ti +verbo
lo +verbo
la +verbo
La +verbo
ci +verbo
vi +verbo
li +verbo
le +verbo
verbo+ Marco

mi +verbo
ti +verbo
gli +verbo
le +verbo
Le +verbo
ci +verbo
vi +verbo
gli + verbo /
verbo + (a)loro
verbo+ a Marco

再帰
(例：alzarsi)
mi alzo
ti alzi
si alza
si alza
ci alziamo
vi alzate
si alzano
si alza Marco

※間接目的語の loro は、動詞の直後に置く場合は【verbo+loro】、動詞の後に目的語な
どを挟みその後に置く場合は【verbo+〇〇+ a loro】となります。
※不定詞に直接目的語代名詞が付く場合、<-e>を取り、動詞の語尾につけます。
Es: Mi piace giocare a calcio. → Mi piace giocarlo.
Voglio vedere Marco. → Lo voglio vedere. = Voglio vederlo.
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