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２．副詞の形と比較級・最上級
１）副詞 ： 副詞は、形容詞、動詞、副詞、文章全体を修飾します
①副詞の例）
A)時、場所などを表す副詞 ora今、adesso今、prima前に、semｐre いつも
spessoしばしば,qui,quaここに、 accanto脇に、vicino 近くに、 diritto 真っすぐ
B)量、程度、様態などを表す副詞

moltoとても, bene良く, male 悪く

quantoいくつかの, poco少し、ancora更に、troppo過度に、presto早く
C)意見、想像などを表す副詞 forse多分、purtroppo残念ながら、
②前置詞と名詞などで副詞句が作られる
in ritardo(遅れて）、a piedi(歩いて）、con calma(ゆっくりと、落ち着いて）、
Il treno è arrivato in ritardo a causa degli incidenti.

列車は事故のせいで遅れて到着した。

Siamo andati a piedi, ma siamo tornati in macchina.

行きは歩いて帰りは車で戻った。

Aspettate con calma. Pazienza !

落ち着いて待って下さい。ご辛抱を！

per scherzo(冗談で）、per fortuna（幸運に）、per tempo(早く）、per ora(今のところは）
Gliel'ho detto per scherzo, ma lui l'ha preso sul serio.
Lui ha passato gli esami per fortuna.

冗談で言ったが彼は本気でとった

彼は運良くテストをパスした。

Mi sono alzato per tempo stamattina.
Per ora va tutto bene.

今のところは全て順調

per caso（たまたま）、per sempre(永遠に）、sul momento(すぐに）、sul serio(本気で）、
in breve（簡単に言えば）、in realtà(実は）、senza dubbio（疑いなく）
③形容詞にmenteを加えて副詞とする
vero(本当の）

veramente（本当に）

lento（遅い）

lentamente（遅く、ゆっくりと）

possibile（可能な） possibilmente（出来れば、恐らくは）
naturale（当然の） naturalmente (当然）
veｌoce（速い）

velocemente（速く）

probabile（可能な） probabilmente（多分）
fortunato(運が良い） fortunatamente(運良く）
④副詞の使用例

Siamo arrivati ora(adesso, prima, poco fa, in ritardo, appena)
我々は今（今、前に、少し前に、遅れて、たった今）到着した。

Abbiamo mangiato bene.(troppo, con calma, lentamente, velocemente)
我々は良く（過度に、落ち着いて、ゆっくりと、速く）食べた。

Tutti hanno contributo più o meno. (più o meno =多かれ少なかれ、多少）
全員が多かれ少なかれ貢献した。

２）比較級と最上級
優等比較
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2人（ふたつ）の間の比較 (名詞間）

Carla corre più velocemente di Sonia.
1人（物、事）の性質など属性の比較（形容詞、副詞、動詞などの比較）

Adina parla più piano che lentamente.

アディーナはゆっくりというより静かに話す

劣等比較
Massimo gioca meno rumorosamente di te.
Devi studiare meno.

マッシモは君よりうるさくなく（静かに）遊ぶ

君は少し勉強を控えなさい。

同等比較
Anna paga l'affitto tanto quanto me.

アンナは私と同じくらいの家賃を払っている

Cristina balla tanto bene quanto Stefania.
クリスティーナはステファニアと同じ様にうまく踊る

Bruno gioca a calcio così bene come Roberto.
ブルーノはロベルトと同じくらいサッカーがうまい

相対最上級
Ti rispondo al più presto possibile.

出来るだけ早く返事するよ

Beatrice parla il più lentamente possibile.

ベアトリーチェは出来るだけゆっくり話す。

絶対最上級
Michele corre velocissimamente.

３）比較級/最上級の不規則形
副詞

molto
poco
bene
male

比較級 絶対最上級

più
meno
meglio
peggio

moltissimo
pochissimo
ottimamente(benissimo)
pessimamente(malissimo)

La mamma parla più di Pierino.
La mamma parla moltissimo.
Invece, Papà parla pochissimo.

４）その他特殊な最上級（形容詞・副詞）の言い方
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①Sono stanco morto. （＝Sono stanchissimo. ＝ Sono molto stanco.)
すごく（死ぬほど）疲れている

②Francesco era ubriaco fradicio. (=ubriachissimo, molto ubriaco )
*bagnato fradicio

泥酔している

びしょぬれの

③Luciano è innamorato cotto di lei. (= innamorato pazzo, molto innamorato)
すっかり惚れている

④Gianni è ricco sfondato. (=ricchissiomo, molto ricco)

底なしの金持ち

⑤L'autobus è sempre pieno zeppo. (=molto pieno 超満員の）
* un armadio pieno zeppo

満杯のタンス

⑥Sono arrivati appena appena. (=adesso adesso. たった今）
⑦Quel ponte che abbiamo attraversato era lungo lungo.

３．部分冠詞
部分冠詞とは、「いくつかの」「何人かの」「少しの」などの意を表し、 di+冠詞で表されます。
不定冠詞の複数形に相当します。

男性形

単数形
数えられない物

女性形

文例

del

della

Bevo del vino.

dello

dell'

Bevi della birra ?

dell'

（少し、いくらか）ワインを飲む

Beve dell'acqua.

（少し、いくらか）ビールを飲む？
（少し、いくらか）水を飲む

Hai delle novità ?

複数形
数えられる物

dei
degli

delle

Mangiamo dei pani.

何かニュースある？
パンを食べる

Mangio degli spaghetti.

スパゲッティを食べる

Ho mangiato delle arance.

ｵﾚﾝｼﾞを食べた

Hai dei soldi ? お金いくらか持ってるかい？

