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ｄａ
（起点、出発、距離） Vengono
〜から

da Roma. 彼らはローマから来る（来た）

Luca cade dalla bicicletta. ルカは自転車から落ちる(転ぶ）
La scuola è a poca distanza da qui.
Guardano fuori dalla finestra. 彼らは窓から外を見る
La sua casa non è lontana dal centro.貴方の家はチェントロから遠くない
Guardo bene da vicino.

〜以来

近くから良く見る （慣用句）

Abito a Tokyo dall'anno scorso.

昨年から東京に住んでいる

Da quanto tempo studi l'inglese?

英語を勉強してどれくらいになる？

Ci conosciamo da parecchi anni.

私達は大分前からの知り合いだ

（行く先）（場所）

Vieni da noi.

〜(人）のところへ

Vado dalla nonna.

私達のところへ来る

（venire/andare/stare)

祖母のところへ行く。

Franco va da Carla.フランコはカルラのところへ行く
〜で、〜のところで

Stasera mangio da mio zio.

（特質、性質）

Anna è la ragazza dai capelli lunghi.

（目的、用途）

occhiali da sole

様態

da pazzo

サングラス

馬鹿げた、

アンナは髪の長い少女です (da=che ha)

sala da pranzo食堂 tazza da tè

da stupido

Il televisore è in camera da letto.
（価格）の

Mi dà dei francobolli da 80yen?

不定詞をともない

Ho un lavoro da finire

（可能性、

È un film da vedere.

必要性、妥当性）

Prendi qualcosa da bere ?

を表す

C'è molto(tempo) da aspettare.

（受動態）〜から

Lei è amata da tutti.

ティーカップ

愚かな

テレビは寝室にある

80円の切手を下さいますか

終えねばならない仕事がある

それは見る価値がある映画だ
何か飲みますか

（da mangiare/da leggere)

彼女はみんなから愛されている

Paolo è stato investito da una macchina.

パオロは車にはねられた（轢かれた）

ｄｉ
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（限定、区分

Quella macchina è di mio fratello.

、所有、所属

Qui c'è il mercato dei fiori ogni sabato.

、性質、材料

Sono le due di notte. 今夜中の2時だ

、年齢、その他）

Ho paura di cani. 私は犬が怖い

〜の

あの車は私の兄のものだ
ここでは毎週土曜日に花の市が開かれる

Vorrei un biglietto di andata e ritorno per Roma. ローマ行きの往復切符を一枚下さい

（起源、出身）〜の Sono di Tokｙo in Giappone.
場所の移動

Escono di casa presto di mattina. 彼らは朝早く家を出る (* または、Escono dalla casa 〜.)

時間(限定）

D'estate, andiamo sempre in vacanza.

夏に (= in estate)はいつも休暇に行きます

Muoio di fame. 私は空腹で死ぬ（腹が減って死にそうである）
(目的、原因）の、
〜のための（に） Parliamo di te. 君の事を話そう

Ē una cassetta delle lettere.それは郵便ポストです
(不定詞を伴い）

〜する

(pensare di) A che ora pensi di tornare ?
(credere di) Credo di avere ragione.

何時に戻るつもり

私は正しいと信じる

(decidere di) Decidono di smettere di fumare.彼らは禁煙を決心する。
(dimenticarsi di) Maria si dimentica di dare da mangiare al coniglio.
(sperare di) Speriamo di essere d'aiuto.
(pregare di) Vi prego di aiutarmi.
その他

di corsa

走って、dire

di seguito
di solito

di Sì(No).

普段は

手助けになれば良いですが 〜を期待する

頼むから助けて欲しい

ハイ（いいえ）という

続いて、連続して、たて続けに

〜を忘れる

di nuovo

del resto やはり、要するに
もう一度、再び

Di solito pranziamo a mezzogiorno.

