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はじめに 現在形のミラクル暗記法 

 

 

暗記法 1. 動詞の活用はＬ字で覚える 

 

 動詞の活用を覚える時に、「amo, ami, ama, amiamo, amate, amano」と上から順

番に覚えていませんか？少し発想を変えて、次の様に赤のＡグループと青のＢグルー

プに分けて覚えてみてください。 

 

amare 意味：～を愛する                               Ｂグループ  

io amo noi amiamo 
tu ami voi amate 
lui ama loro amano 

                          Ａグループ 

 

 実は、loroの活用（3人称複数）というのは、単数の活用（are動詞なら luiの活用、

ere/ire動詞なら ioの活用）に「no」を足して作られているのです。 

 

amare 意味：～を愛する 

io amo noi amiamo 
tu ami voi amate 
lui ama loro amano 

                                                noを足しただけ 

 それを知ってから観察すると、amiamo、amate、amano といきなりアクセントの位置

が変わるのも納得できますね。 

 

 試しに、この知識を踏まえて補助動詞 dovereの活用を見てみましょう。 

 

 

 



 

 

 

 

dovere 意味：～しなくてはならない 

io devo noi dobbiamo 
tu devi voi dovete 
lui deve loro devono 

 

なんだかゴチャゴチャしていて分かりにくいですね。 

ところが、Aグループ／Bグループで色分けして観察すると、 Aグループは de-で

始まり、Bグループは do-で始まっています。 

                                

dovere 意味：～しなくてはならない 

io devo noi dobbiamo 

tu devi voi dovete 
（規則的な活用） 

lui deve loro devono 

                                       devo + no = devono 

 

 

（略） 

  



 

 

 

 

1日目 規則動詞① 活用 

【問題】 単語の意味を調べ、直説法現在に活用させなさい。 

abitare 意味： 

io  noi  

tu  voi  

lui  loro  

 

permettere 意味： 

io  noi  

tu  voi  

lui  loro  

 

partire 意味： 

io  noi  

tu  voi  

lui  loro  

 

preferire 意味： 

io  noi  

tu  voi  

lui  loro  

 
 

【解答】 ※詳しくは、巻末の「解説」へ。 

abitare：住む permettere：～を許可する 

abito abitiamo permetto permettiamo 

abiti abitate permetti permettete 

abita abitano permette permettono 

 

partire：出発する preferire：～を好む 

parto partiamo preferisco preferiamo 

parti partite preferisci preferite 

parte partono preferisce preferiscono 



 

 

 

 

2日目 規則動詞① 作文 

【問題】 前のページで学んだ動詞を使って作文しなさい。 

1) 私はこのすぐそばに住んでいます。 

 

 

2) 私に一つ質問させていただけませんか？ 

 

 

3) この電車は何番ホームから出発しますか？  

 

 

4) うちの両親は出かけるより家にいる方が好きです。 

 

 

 

【解説】 

1) Abito a due passi da qui.  

「このすぐそば」は様々な表現方法があります。 proprio qui vicinoなどと表現してもい

いですね。a due passiというと「すぐそば」という意味。この dueは「2」ではなくて「少し」

の意味という意味で使われています。 

 

2) Mi permette una domanda? 

日本語が丁寧な口調なので、主語をていねいな「あなた」のLeiにして文を組み立てた

ほうがよいでしょう。Leiが主語なら、目の前にいる人について話すときでも動詞の活用

は 3人称単数です。主語が tuなら Mi permetti una domanda? となります。 

 

3) Da quale binario parte questo treno? 

「～番ホーム」という表現は２通りあります。「3番線」であれば、il binario tre または il 

terzo binario といいます。数字が後ろであれば基数（uno, due, tre...）、数字が前であ

れば序数（primo, secondo, terzo...）を用います。 

 

（略） 

 



 

 

 

 

解説  

1. 規則動詞 

（略） 

 

2. ほぼ規則動詞 

（略） 

 

 

3. 不規則パターン① 不定詞が不規則 

 

昔の不定詞（古形）から活用させると規則動詞、というものもあります。 

活用語の形は昔のままで、不定詞だけが進化してしまったものです。活用の一部を現

在の不定詞から作ることもあります。 

 

 

dire 意味：言う   古形：dicere 

io dico noi diciamo 

tu dici voi dite 
（ここだけ dire から作る） 

lui dice loro dicono 
【このパターンがあてはまる動詞】 ：bere、produrreなどの-durreで終わる動詞、

avere、fare（古形 facere）や porreなど 

 

 

 

（略） 


