イタリア語 活用ドリル 直説法現在

目次 / Indice
ドリルをはじめる前に 活用を覚える秘訣 ................................................................... 3
1 日目 規則動詞（実力チェック） ............................................................................. 6
2 日目 規則動詞（are 動詞①） .............................................................................. 7
3 日目 規則動詞（are 動詞②） .............................................................................. 8
4 日目 規則動詞（are 動詞③） .............................................................................. 9
5 日目 規則動詞（ere 動詞、ire 動詞①） ............................................................... 10
6 日目 規則動詞（ere 動詞、ire 動詞②） ................................................................ 11
7 日目 規則動詞（ere 動詞、ire 動詞③） ............................................................... 12
8 日目 規則動詞（ire 動詞の isc 型①） ................................................................. 13
9 日目 規則動詞（ire 動詞の isc 型②） ................................................................. 14
10 日目 規則動詞（確認テスト①） ......................................................................... 15
11 日目 規則動詞（確認テスト②） ......................................................................... 16
12 日目 ほぼ規則動詞（are 動詞/-iare）............................................................... 17
12 日目 ほぼ規則動詞（are 動詞/-care,-gare） .................................................... 18
14 日目 ほぼ規則動詞（ere 動詞/-cere,-gere） .................................................... 19
15 日目 だいじな不規則動詞 9 つ（実力チェック①） .................................................. 20
16 日目 だいじな不規則動詞 9 つ（実力チェック②） .................................................. 21
17 日目 だいじな不規則動詞 9 つ（実力チェック③） .................................................. 22
18 日目 不規則動詞のパターン ①不定詞が不規則 ................................................... 23
19 日目 不規則動詞のパターン ②io の活用が go で終わる ....................................... 24
20 日目 不規則動詞のパターン ③アクセントで母音が変化 （よくある形） ....................... 25
21 日目 不規則動詞のパターン ③アクセントで母音が変化 （あまりない形） .................... 26
22 日目 だいじな不規則動詞① essere「～である」 ................................................. 27
23 日目 だいじな不規則動詞② avere「～を持っている」 .......................................... 28

24 日目 だいじな不規則動詞③ fare「～する」 ....................................................... 29
25 日目 だいじな不規則動詞④ volere「～したい」 ................................................. 30
26 日目 だいじな不規則動詞⑤ dovere「～すべきだ」 ............................................. 31
27 日目 だいじな不規則動詞⑥ potere「～できる（状況）」 ........................................ 32
28 日目 だいじな不規則動詞⑦ sapere「～できる（能力）」........................................ 33
29 日目 だいじな不規則動詞⑧ andare「行く」 ...................................................... 34
30 日目 だいじな不規則動詞⑨ venire「来る」 ....................................................... 35

ドリルをはじめる前に 活用を覚える秘訣
秘訣 1. 動詞の活用はＬ字で考える
みなさんは、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？このドリルを解くあいだは、少し発想を
変えて次のように赤のＡグループと青のＢグループに活用を分けて考えてください。

amare 意味：～を愛する
io
amo
tu
ami
lui
ama

Ｂグループ
noi
voi
loro

amiamo
amate
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
tu
ami
lui
ama

noi
voi
loro

amiamo
amate
amano
no を足しただけ

それを知ってから観察すると、”amiamo、amate、amano”「アミアーモ、アマー
テ、アーマノ」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。
実はこの分け方は、規則動詞だけでなく不規則動詞を覚えるときにも役立ちます。
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。

（中略）

29 日目 だいじな不規則動詞⑧ andare「行く」
andare

意味：行く

vado
vai
va

io
tu
lui

noi
voi
loro

andiamo
andate
vanno

・A グループは vadere（「行く」という意味の別のラテン語の動詞）から活用する
・voi は＜特徴母音(a)＋te＞
・不規則パターン ③アクセントで母音が変化（よくある形:tu が-ai、loro が-anno）

【問題】 活用表を埋め、その動詞を（

）に入れて活用させましょう。

andare 意味：
io

noi

tu

voi

lui

loro

1) (

) in ufficio con la macchina.

私は車で会社へ行きます。
2) Domani (

) a vedere un film.

明日私たちは映画を見に行きます。
3) I ragazzi (

) al mare.

少年たちは海へ行きます。

【解答】

andare：行く
vado

andiamo

1) Vado

vai

andate

2) andiamo

va

vanno

3) vanno

