
イタリア語のレベル A1~B2  

(ヨーロッパ言語共通参照枠に基づいて) 

 

Nuovo Espresso Italiano 1 

コミュニケーション能力 文法・語彙 

挨拶 

名前を問う 

自己紹介 

出身を言う・問う 

別れの挨拶 

住所や電話番号を伝える・問う 

もう一度言ってほしいと伝える 

 

人称主語代名詞：io, tu, Lei 

essere, avere, chiamarsi の変化(現在形、単数) 

アルファベット 

定冠詞: il, la 

国籍形容詞(単数) 

疑問詞：come, di dove, qual 

数字：1~20 

会話を始めるための表現 

他人を紹介する 

自分の情報を言う・問う 

自分の言語能力を伝える 

相手の言語能力を問う 

遺憾の気持ちを表現する 

感謝する 

年齢を言う・問う 

-are 動詞 

essere, avere, fare, stare 動詞 

名詞(単数) 

否定文 

定冠詞(単数) 

不定冠詞 

questo, questa  

a, in 前置詞 

che, chi, dove, quanti 疑問詞 

数字：~100 
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Nuovo Espresso Italiano 1 

コミュニケーション能力 文法・語彙 

バールやレストランで注文する 

丁寧語で何かを注文する 

テーブルにないものを頼む 

お勘定を頼む 

電話で予約をする 

音節ごとに区切って読む 

-ere の規則動詞 

volere, preferire 動詞 

名詞の複数形 

定冠詞 

bene / buono 

che cosa, quali, quante 疑問詞 

 

趣味について話す 

行動の頻度の表現 

好みの表現 

賛成・賛成できないなどを表現する 

時間を言う・問う 

-ire 動詞 

andare, giocare, leggere, uscire 動詞 

di solito, sempre, spesso, qualche volta, non…mai 

副詞 

in, a, con 前置詞 

曜日 

mi piace / mi piacciono 

anche / neanche 

間接補語代名詞 

perché 疑問詞 

 

ホテルの部屋を予約する 

情報をもらう・伝える 

部屋の金額を言う・問う 

部屋の様子を説明する 

物が置いてあるかどうかを問う 

クレームを伝える 

家を説明する 

家を借りる 

なぜそう決めたかの理由を述べる 

c’è / ci sono 

potere, venire 動詞 

da…a… 時間の前置詞 

冠詞+前置詞 

月 

序数 

quanto 疑問詞 

数字：100~1.000.000 

日付 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

場所の説明 

町に関しての情報を言う・問う 

道の説明 

遺憾の気持ちを表現する（2） 

他の誰かに問うように伝える 

謝る 

開店・閉店時間について話す 

ci と andare の関係 

-co / -ca 形容詞 

部分冠詞 

molto 

場所の表現 

dovere, sapere 動詞 

c’è un…?/ dov’è il…? 

quando, quale 疑問詞 

a che ora…? 

 

過去の出来事について話す 

休みに関して話す 

過去形の言い回し 

気候について話す 

近過去 

過去分詞（規則・不規則） 

絶対最上級 

tutto il / tutti i 

二重否定 

qualche 

 
  



Nuovo Espresso Italiano 1 
 

コミュニケーション能力 文法・語彙 

買い物や自分の好みについて話す 

食品店で買い物し、欲しいものを説明する 

地元の食品について話す 

食生活の比較 

店の説明 

レシピを教えてもらう 

季節 

量 

部分冠詞（単数） 

直接補語代名詞：lo, la, li, le, ne 

非人称（si+動詞） 

 

働く時間、一日の生活、自分の習慣につい

て話す 

頻度について話す 

「おめでとう」の言い回し 

イタリアの祝日 

 

再起動し 

時間の表現 

頻度や時間の副詞 

fare 動詞の言い回し 

 

家族の話をする 

写真の説明 

所有を表現する 

結婚のプレゼントについて話す 

所有形容詞・所有形容詞と冠詞の使い方 

相対最上級 

再帰動詞の近過去 

perché, siccome 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

服の説明、購入 

サイズを言う 

疑問の表現 

交換を求める 

好みや意見を言う 

おすすめをする 

意見を問う 

比較をする 

 

色 

piacere 動詞 

間接補語代名詞 

troppo 

questo / quello 

命令法（2 人称単数） 

比較級 

自分の習慣や思い出について話す 

過去の習慣を説明する 

状況を説明する 

何かに関して賛成・反対の意見を述べる 

半過去の変化や使い方 

近過去と半過去の比較 

半過去と近過去の時間の表現 

ci 

fare 動詞 

-ino, -one の変意形容詞・名詞とその例外 

  



Nuovo Espresso Italiano 2 

コミュニケーション能力 文法・語彙 

人の外見を説明する 

人の性格を説明する 

2 人を比較する 

人の内面の説明 

丁寧に何かをお願いする 

推測をする 

提案をする 

おすすめをする 

希望の表現 

 

né…né… 

farcela, sapere, andarsene 動詞 

quanto, come 比較級 

cominciare e finire の近過去 

条件法の現在形の使い方 

qualcuno, nessuno 

 

 

提案をする 

提案を受け入れる・断る 

別の提案をする 

断る理由を説明する 

約束をとる 

電話で劇場のチケットを予約する 

stare + gerundio（進行形） 

avere 動詞＋直接補語代名詞（ce l’ho） 

過去分詞と直接補語代名詞の一致 

già, non… ancora 副詞 

動詞の原形と直接補語代名詞・間接補語代名詞の位

置 

chi, cui 関係代名詞  

tranne 

 

丁寧に何かを頼む 

相手の話に関して興味を表す表現 

提案を受け入れて喜びを表す 

感動や遺憾な気持ちを表現する 

何かに関して情報を集める 

移動の時間的な長さを訪ねる 

値段を訪ねる 

 

volere 動詞の半過去の使い方 

sapere e conoscere の半過去と近過去の使い方 

近過去と半過去の使い分け（2） 

volerci 動詞 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

おすすめをする 

ソーシャルネットワークでコミュニケーシ

ョンする 

依頼の表現 

食べ物や食生活に関して話す 

食べ物の味を説明する 

意見を述べる 

 

quello che 

命令法の不規則動詞（tu） 

命令法の否定形（tu） 

servire 動詞 

命令法と代名詞の位置（tu） 

命令法の不規則動詞のフレンドリーな表現 

 

体調の問題を説明する 

病気の症状を説明する 

可能性を確認する 

健康に関しておすすめや指示を与える 

スポーツに関しておすすめする 

運動について話す 

説得の表現 

 

命令法（Lei, voi） 

命令法の否定文（Lei, voi） 

命令法における代名詞の位置 （Lei） 

buono, bene の比較級や最上級 

-tore, -ista で終わる名詞 

不規則な複数形を持った名詞 

  



Nuovo Espresso Italiano 2 

コミュニケーション能力 文法・語彙 

未来のことを話す 

希望や計画を表現する 

採用の申請を書く 

推測をする（2） 

条件を述べる 

仕事やその状況について説明する 

 

未来系 

bisogna 

metterci の使い方 

現実に関する推測形（se＋現在形か未来形） 

la, le 代名詞 

お詫びの表現 

話の始め方 

相手が話をしてくれるようにお願いする 

ある時点に何が起こっているのかの説明 

興味を表す表現 

相槌の表現 

期待外れを伝える 

 

mentre, durante 

stare per + 原型 

potere, dovere, volere の近過去 

però, quindi, perché, mentre, quando 接続詞の使い

方 

 

家の説明 

希望や必要を表現する 

何か話題に関して反対、または賛成意見を

表す 

比較する 

bello 形容詞 

-are, -ere, -ire の接続法の現在形 

不規則動詞の接続法 

必要、希望、個人的な意見を表現する接続法 

più… di/che 比較級 

magari 副詞 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

類推する 

一緒に何かすることを提案する 

意見を問う 

驚き・安心・喜び・思いやりを表現する 

疑問を表現する 

何かを借りてもいいかを問う 

文化的や言葉上の誤解を説明する 

自分の意見を言う 

同意や反対意見を表す 

 

大過去 

prima di ＋原型 

推測を表現するための dovere 動詞 

代名詞のつなげ方 

in-で始まる否定 

助けを求める 

クレームを言う 

希望・願いを表現する 

賛成できないと表現する 

何かを禁じる 

原因を問う 

何かの理由を説明する 

主張する 

計画を立てる 

好みを表現する 

位置の説明 

 

叶えなかった過去の希望を表現するための条件法の

過去形 

ci と ne 代名詞 

代名動詞 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

商品の説明 

物の説明（素材、使い方、特徴） 

意図を問う、確認する 

原因の説明 

推測をする 

気持ちや感情を表現する 

不安を表現する 

条件を説明する 

クレームをする 

疑問を表す 

謝る・自己弁明する 

何かの過ちを誰かに負わせる 

 

接続法の過去 

接続法の復習 

各時制の一致（１） 

-accio 

a patto che, a condizione che, purché + 接続法 

-mente副詞 

 

コミュニケーションの手段に合わせてふさわし

い表現を使う 

比較する 

説明を挙げる 

電話での会話の始め方 

助け舟を出す 

誰かに関しての情報を問う 

過ちを指摘する 

第三者の言葉を伝える 

第三者の伝言を紙に残す 

 

接続法の半過去 

come se + 接続法 

間接話法 

間接話法における andare, venire 動詞 

小説のあらすじを語る 

興味、無関心、好みを表現する 

助言する 

理由を問う・説明する 

興味を表す 

意見を言う 

che io sappia の構造 

格時制の一致（２） 

essere, venireの受働刑 

遠過去 

過去形を現在形で表見する方法 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

疑問を通して、別の話題に話を変える 

議論する、確認を問う・する 

理論の基礎を説明する 

統計をコメントする 

事件の影響を言う 

理由を言う 

ある事情の利点や欠点の説明 

 

sebbene, nonostante, malgrado, benché + 接続法; 

anche se + 直接法 

特別な比較級 

fare + 原型 

再帰動詞の受動形 （ci si） 

 

何かをやる気がないと表現する 

自分の不同意を表現する 

相手が正しいと認める 

からかう 

皮肉の表現 

相手の約束を思い出させる 

好みを表す 

良くない印象を与えてしまった経験を語る 

助言する 

推測する 

様々な状況における自分の対応の仕方を説

明する 

 

mica 副詞 

過去未来としての条件法の過去 

2 つ目の仮定文（可能性） 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

歴史的な人物の生涯を語る 

旅の話をする 

信じられないという気持ちの表現 

相手の話の止め方 

時間・様態を表す gerundio 

-bile の形容詞 

三人称を非人称として 

gerundio に行う代名詞の位置 

 

間接的に質問をする 

場所の詳細について問う 

更に情報を求める 

情報を問う・提供する 

確認を求める 

他人の言葉を伝える 

不満を表す 

 

間接疑問文 

過去における間接話法 

prima che, prima di 

自分の言語上での過ちについて説明する 

相手をなだめる表現 

全く賛成できない気持ちを表す 

過去に関する推測を表現する 

言語の習得方法について考える 

andare を使った受動態 

接続法の大過去 

3 つ目の仮定文（過去における） 

副詞句 

gerundio の過去 

不定詞の過去 

dopo +不定詞の過去 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

出来事を語る 

小中高時代の習慣について話す 

教師やクラスメイト、授業や学校の様子を

説明する 

賛成・反対を表現する 

後悔を表現する 

驚きや信じられなさを表現する 

なにかを許可する 

意見や主張を批判する 

 

近過去における avere/essere の使い分け 

近過去において avere と essere を使う動詞 

代名動詞 Cavarsela と Entrarci 

直接法過去の復習：近過去、半過去、遠過去 

関係代名詞 Chi と Ciò che 

自分と食べ物の関係について述べる 

味覚について述べる 

好みを表現する 

料理を説明する 

料理の作り方をわかりやすく説明する 

不定形容詞・不定代名詞 nessuno や ogni など 

不定関係代名詞と接続法 

先立未来 

直接補語の左方移動（強調） 

受動態の復習と補足：受け身の si 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

情報を伝える 

パーセンテージや統計を表現し、それにコ

メントする 

出来事を過去の世紀に位置づける 

歴史的出来事を取り上げる 

情報文化について自身の意見を論じる 

前置詞を伴う動詞 

時を表す副詞：allora、un giorno 

間接話法：復習と補足（前置詞 diに導かれる間接話

法） 

名詞としての数詞 

不確実なことを表現する条件法の使い方 

non perché + 接続法の表現 

間接疑問文 

 

自分の仕事について話す 

改まった表現で要望する・返事する 

改まった語調で、わかりやすく丁寧に表現

する 

願望や意図を伝える 

自身の仕事について複雑な情報や助言を交

わす 

 

関係節における接続法の使い方 

相対最上級とともに使われる接続法 

finalmente と alla fine の違い 

理由や仮定を表すジェルンディオ 

時制の一致：条件法と接続法 

仕事を表す男性名詞・女性名詞 

語調に合わせて感情を表現する 

自身について話す 

人を体格や性格に関して説明する 

嘆く 

インタビューする 

名詞から派生した形容詞 

所有形容詞の後置修飾 

代名動詞 uscirsene 

所有形容詞 proprio の使い方 

名詞と形容詞の反義語の作り方 

仮定文を導くさまざまな方法 

仮定文の復習と補足（非現実） 

come se/ senza che + 接続法 の表現 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

映画のジャンルを見分ける 

自身の趣味や好みを表現する 

前に述べた主張の重要度を下げる 

皮肉をこめて表現する 

映画のあらすじを語る 

映画の口コミを書く 

人を批判する 

 

形容詞の位置 

否定文における接続法 

purché + 接続法 

fare + 不定詞の使役構文 

展覧会を始める・終える 

結論を述べる、焦点を絞って話す 

詳細をはっきりさせながら話す 

絵を説明する 

賛否を述べる 

場所を表す前置詞 in と a の復習と補足 

接続法における時制の一致：復習と発展 

名詞扱いの不定詞 

関係代名詞：復習と発展 

所有関係代名詞 il cui 

関係代名詞 il che 
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コミュニケーション能力 文法・語彙 

判断や評価を表現する 

困惑を表現する 

環境問題について話す 

提案する 

やりたいことを表現する 

ジェルンディオ、分詞、不定詞、命令法に伴う代名

詞の位置 

形容詞の位置についての復習と補足 

未来時制の様々な使い方 

副詞の位置 

疑問を表現する 

何かを説明する 

世辞を述べる 

助言を求める・与える 

文化的イベントを詳細に語る 

場所を指す名詞とともに使われる定冠詞の位置 

ジェルンディオの現在と過去：復習と発展 

譲歩を表すジェルンディオ 

代名動詞を使った表現：a dirla tutta, sbrigarsela 

da soli, arrampicarsi sugli specchi 

同音同形異義語 

複数形を 2 つ持つ名詞 

 

インタビューを行う 

世間の意見に異議を唱える 

問題点を明確にする 

議論する 

比較文とともに使われる接続法 

結果を表す表現と用いられる接続法：in modo che, 

far sì che 

合成語の複数形 

mica の使い方 

口語表現 prendersela、darci giù など 

同等比較表現 tanto…quanto… 

 
 


