Dal

Bologna

Calcio

un

coro

有名なイタリア人(12)

Vittorio Emanuele II

d`incitamento: “Forza Giappone!”
ボローニャのサッカーチームはキャ
プテンマークで日本へエール！
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Il terribile disastro del Tohoku ha scosso tutti

Anche dall`Italia un grande cordoglio per

gli Italiani e sono veramente numerose le

Figlio di Carlo Alberto di Savoia (Principe del

le vittime del gravissimo terremoto di

persone che hanno voluto trasmettere dei

Piemonte e Re di Sardegna), Vittorio

venerdi` 11 Marzo.

messaggi di solidarieta` e dei calorosi cori

Emanuele II e` nato a Torino nel 1820 ed e`

イタリア人も東北大地震の犠牲者へ

d`incitamento agli amici giapponesi.

morto a Roma nel 1878. E` stato il primo Re

哀悼の意を表します。

Anche il Bologna Calcio, la squadra del

d`Italia e, aiutato dal suo primo ministro (Il

rimasti

capoluogo dell`Emilia Romagna, ha voluto

conte Camillo Benso di Cavour) e` stato uno

profondamente colpiti dalla grave tragedia

promuovere alcuni piccoli gesti di affetto

dei principali artefici del risorgimento tanto

che hanno subito le prefetture del Nord del

verso tutte le persone che hanno subito

che ancora oggi e` considerato uno dei

Giappone. Diversi membri del Governo, oltre

danni in seguito al terremoto del Tohoku.

“Padri della Patria”.

alle autorita` ecclesiastiche e alle persone

Durante la partita del campionato di Serie A

Con la sua nomina a Re d`Italia ha

comuni, hanno voluto inviare messaggi di

del 20 Marzo 2011 contro il Genoa, allo

immediatamente

solidarieta` e lettere di condoglianze per le

stadio sono state esposti decine di striscioni

iniziative per modernizzare il paese..

molte vittime agli abitanti delle terre colpite

dedicati al Giappone e anche il capitano

----------------------------------------------------------

dal terremoto e dallo tsunami. Oltre alle

della squadra rossoblu`, Marco Di Vaio, ha

1820 年にトリノに生まれ、ビットーリオ・エ

perdite umane, i danni materiali sono stati

indossato al braccio una fascia raffigurante

マヌーエレ２世はイタリア王国の最初の王様

molto gravi e anche in Italia tutti sanno che a

una bandiera nipponica.

でした。イタリアの歴史上とても重要な王で

partire da adesso sara` necessario un

Il Bologna, e` una squadra di meta`

したし、今も建国の父と呼ばれています。

grande sforzo per ricostruire tutto. Sebbene

classifica e non e` molto conosciuta

王になると、国を近代化するために、新しい

ci tutti siano convinti che il popolo

all`estero, tuttavia ha un buon gruppo di

法律を多く公布しました。

giapponese sia perfettamente in grado di

tifosi giapponesi. Questo probabilmente

----------------------------------------------------------

risistemare tutto, sono molti gli italiani che

perche` alcuni anni fa il famoso calciatore

Vittorio Emanuele II era molto diverso da

vorrebbero collaborare insieme agli amici

Hidetoshi

suo padre e dagli altri maschi della sua

nipponici.

successo la maglia rossoblu`..

famiglia. Solitamente i membri della famiglia

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Savoia sono bassi e molto magri, mentre

“Profondamente” = 深 く / ”Rimanere

“Coro

エ ー ル

Vittorio Emanuele II era alto due metri e

colpito da... " = ～に ショックを与えられ

/ ”disastro"

”scuotere” = 動揺さ

aveva un fisico molto forte. A causa di

る/

せる/

”trasmettere” = 表する/ ”caloroso” =

questa diversita`, alcuni storici sospettano

/ ”squadra” = チ ー ム /

che non sia stato il vero figlio naturale di

Anche

gli

italiani

sono

”grave” = ひどい = 重大/ ”prefettura” =

Nakata

di

ha

indossato

incitamento”
= 災害/

=

con

promosso

numerose

県庁

/ ”membro” = メンバー/ “governo” =

心のこもった

政府/

”autorita` ecclesiastiche” = キリスト

“affetto” = 情愛/ “danno” = 損害/ ”partita”

Carlo Alberto di Savoia.

= 試合/ ”stadio” = スタジアム

----------------------------------------------------------

教の聖職者/

”Messaggio di solidarieta`” =

連帯メッセージ / ”lettera

di condoglianze”

= 哀悼の手紙/ ”vittima” = 死者

= キ ャ プ テ ン /

/ ”capitano”

”tifoso” = フ ァ ン

/ ”rossoblu`” = 赤くてブルー

父や他のサボーヤ王家の男とくらべたら、ビ
ットーリオエマヌエーレは大分異なっていま

した。一般にサボーヤ王家の男性は背が低く

例えば：

www.kudanacademy.com

やせていますが、ビットーリオエマヌエーレ

“Vado in stazione e porto dietro il

イタリア語を学習するなら：

は背が 2m で立派な体をしていました。歴史学

cellulare”

者は嫡出子であることを疑いました。

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

(駅に携帯電話を持って行きます)

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

----------------------------------------------------------

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

（２）

グループレッスン

“Primo Ministro” = 首相/ ”Risorgimento"

フレーズを少し強くしたい場合、”Portare”

（３）

インターネットによる自宅学習（双

= イタリア国家統一運動/

”Padre della

Patria” =建国の父

のかわりに”Portarsi”と言う再帰動詞も使

方向システム利用）

え、意味は全然変わりません。

（４）

E メールによる作文添削

例えば：

（５）

E メールによる文法学習

3 月 11 日に東北の日本で大地震があり、多く

“Vado in stazione e mi porto dietro il

（６）

E メールによる読解学習

の死者と行方不明者が出、悲惨な状態です。

cellulare”

（７）

E メールによるリスニング学習

季節のイタリアの言葉（２）

勿論、私たちもとても悲しいですし、再建の

面白いイタリア語の紹介（７）

為に皆と一緒に頑張りたいと思います。日本

イタリア人はペットが大好きです。動物は文

学習が可能

は全国が地震帯です。イタリアにも地震帯が

化的にも大事なことなので、動物やペットと

お問い合わせは、

ありますが、強い地震が起こる可能性は少な

関係ある諺と言い方が沢山あります。

九段アカデミー

いです。その結果、イタリアの歴史と文化に
は地震と関係ある話が良くでてきます。

犬と関係ある諺も多いです。
☆“Cane che abbaia non morde.”

生活スタイルに合わせた

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14
ジェネシス九段南ビル４F

☆“Zona sismica”

(ほえる犬は噛みつきません)

TEL：０３（３２６５）６３６８

“地震帯”はイタリア語で”zona sismica”に

意味は“うるさくて威嚇をする人、言うだけ

FAX：０３（３２６５）６３６８

なりますが大地震が起こる可能性があれ

で何もしないので全然危なくない”

ば、”zona altamente sismica”になります。

これは日本語と同じ用法ですね。

http://www.kudanacademy.com
http://federico.giri.jp

☆“Terremoto”e “Tsunami”

☆“Fare una vita da cani.”

地 震 は イ タ リ ア 語 で ”Terremoto”, 津 波

(犬のように生きている)

は”Maremoto”です。でも、イタリア語でも

イタリア人のイメージとして、犬たちの生活

“津波”は”Tsunami”と言うこともできます。

は難しくて大変です。とても生活に困ってい

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

☆“Incidente nucleare”

る人がいれば、“Lui fa una vita da cani.”と

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

言うことができます。

“Settimanale

津波のせいで、福島第一原子力発電所でも大

2010 年 10 月 1 日 編集責任者 中原

進

編集者：Federico Mosoni
発行者：九段アカデミー

出版部

KUDAN”購読希望と

変な問題があり、まだ心配が続いています。

☆“Trattare qualcuno come un cane.”

書いて、お申込下さい。支払い方法は銀行

イタリアには原子力発電所はないですが、ス

（人を横柄に扱う）

振り込みとなります。

イスとフランスそしてドイツには沢山あり、

一般に、犬の飼い主は犬にそんなに優しくな

編集後記：第 12 号です。このところテレビ

事故があった事もあります。原子力の事故は、

いです。犬は残飯だけ食べて、外で寝ますか

を見ていると、イタリアの旅行や食べ物を

イタリア語では、“Incidente

ら。それで犬のように人を扱う事は、人を侮

紹介する番組が一段と増えている気がしま

辱する、の意味になります。

す。TPO とは時間、場所、機会を縮めた言

nucleare”にな

ります。
（”nucleare”は形容詞で、意味は“原

☆“Cane non mangia cane.”

葉ですが、確かに、例えば夏の夜、ある場

☆“Vittima” e “Disperso”

（犬は他の犬を食べません）

所で、何らかの機会のときに食べた、食事

大変な災害がある時に、死者と行方不明者が

諺の意味は“強い人は（"cane”）, 他の強い

や飲んだワインが本当においしかったこと

出て、本当にひどいことになります。イタリ

人とケンカをしない”と言う意味です。

を思い出します。ワインはあまり動かさな

ア語で、
“行方不明者”は”Disperso”、
“死者”

☆“Non svegliare il cane che dorme.”

い方がおいしい、ということはその土地で

（寝ている犬を起こさないように）

飲むのがおいしいということ。パルマのハ

日本人学習者にイタリア語表現の紹介（８）

これも注意です。意味は“今静かにしてる危

ムやチーズ、収穫期の tartufo, funghi

☆“Portare dietro”

険な人を（寝ている犬）起こさない方がい

porcini など数え上げるときりがなく、食材

会話で“Portare dietro”と言う言い方を良く

い！” 日本語の「寝た子を起こすな」とは

も豊富なイタリアです。

します。“dietro”があっても、意味は“持っ

少しニュアンスが異なるようです

子力的、原子力の”です）

は“Vittima”といいます。

て行く”になり、
“後ろ”と関係がありません。

Cucina Fusion: un “ramen italiano” a

有名なイタリア人(13)

Mike Bongiorno

Ichigaya.
フーション（2 国ミックス）レストラン
市ヶ谷のイタリアンラーメン！
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La cucina italiana in Giappone e` ormai

Shizuka Arakawa ritorna a Torino!

diffusissima. Qui a Tokyo i ristoranti italiani e

荒川静香選手、トリノに戻る！

le pizzerie ormai non si contano piu` e sono
presenti anche nelle zone meno frequentate

Mike Bongiorno e` considerato il padre della

della citta`. Oltre ai ristoranti tradizionali

televisione italiana. Nato a New York nel

iniziano ad aprire anche locali che offrono

1926 da genitori italiani, da bambino si e`

piatti tradizionali giapponesi cucinati con

trasferito a Torino. Dopo la Seconda Guerra

ingredienti italiani, unendo cosi` le due

Mondiale e` ritornato negli Stati Uniti e ha

tradizioni culinarie. Un esempio e` il

fatto il giornalista per qualche anno. E`

ristorante “Due Italian” di Ichigaya, dove il

rientrato in Italia nel 1955 e nello stesso

A 5 anni dal trionfo ai Giochi Olimpici

Ramen viene cucinato e servito con

periodo ha iniziato a lavorare in televisione.

Invernali, Shizuka Arakawa e` ritornata a

ingredienti tradizionali italiani. Al “Due

Durante la sua esperienza ha condotto

Torino. Questa volta pero` le ragioni della

Italian” i piatti piu` appetitosi del ricco menu`

diversi programmi di successo diventando

sua graditissima visita non riguardano il

sono il ramen freddo con sugo di

famosissimo.

pattinaggio ma il mondo dello spettacolo e

pomodorini, il ramen condito con succo di

----------------------------------------------------------

della

limone e verdure di stagione ed infine il

マイクボンジョールノ。イタリアのテレビの

Hanako

ramen alla crema di formaggio.

父と言われています。１９２６年ニューヨー

di

un

Unire in un unico piatto due ingredienti cosi`

クに生まれ、子供時代はトリノに住みました。

documentario dedicato al Piemonte che

diversi come il ramen e il formaggio puo`

戦後再びアメリカに行き、アメリカのテレビ

andra` in onda in Giappone sull`emittente

sembrare un azzardo, tuttavia posso

界で働き、１９５５年にトリノに戻りました。

televisiva “TV Aichi” sabato 23 Aprile.

assicurare che il risultato finale e` notevole;

それからイタリアのテレビに出演し、番組の

A partire dal 2006, l`atleta giapponese e`

del resto, la pasta corta (come le penne) e la

司会者して、有名になりました。

venuta in Italia in altre occasioni. Inoltre nel

crema di formaggio sono una coppia

----------------------------------------------------------

2007 ha

partecipato come ospite d`onore

vincente, quindi e` facile intuire che un

La carriera di Mike Bongiorno e` stata

a uno spettacolo di pattinaggio artistico

formaggio cremoso e delicato puo` andare

lunghissima:

organizzato al Palavela, cioe` nella struttura

bene anche con un prodotto come il ramen

ininterrottamente per piu` di 50 anni. Per

costruita apposta per le Olimpiadi del 2006

che ha un impasto molto simile a quello

questa ragione gli italiani di tutte le eta`, lo

dove ha conqistato la medaglia d`oro.

degli spaghetti.

conoscono. Grazie alla televisione e`

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

riuscito a entrare nelle case degli italiani

“Ragione” = 理由/ ”gradita " = ありがたい

“diffondersi” = 拡散する/ “ingrediente” =

diventando quasi come un membro della

/ ”riguardare (qualcosa)” = 。。。に関する

材料/ ”raffinato” = 高尚な/ ”unire” = 結合す

famiglia, tanto che veniva chiamato da tutti

/ ”pattinaggio” = スケート/ ”affascinante”

る

/ ”azzardo” = 冒険/ ”notevole” = 著し

con l`affettuoso soprannome di “Zio Mike”.

= 魅力的/ ”documentario” = 記録映画

い

/ ”impasto” = 練る事 （名詞）

----------------------------------------------------------

televisione

pattinatrice
Ouchi)

perche`

(insieme

sara`

l`affascinante

all`attrice

protagonista

ha

lavorato

in

TV

マイク・ボンジョールノは５０年ほどテレビ

日本人学習者にイタリア語表現の紹介（９）

www.kudanacademy.com

で司会者を勤めたので、若い人も、年配の人

☆“Giusto”

イタリア語を学習するなら：

も皆彼を知っています。テレビを通じイタリ

辞書で探したら“giusto”の意味は“正しい”

ア人の家庭に入ることも出来、皆に家族のよ

ですが他の意味もあります。

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

うに見られました。その結果、マイクのニッ

会話で、
“Giusto”の意味は“だけ”になる

（２）

グループレッスン

クネームは”Zio Mike”(マイクおじさん)です。

時もあります。

（３）

インターネットによる自宅学習（双

＊マイクボンジョルノは、私（発行人）もよ

例えば：

く覚えています。私が初めて彼をテレビで見

“Bevo giusto un caffe`.”

（４）

E メールによる作文添削

たのは 1971 年。人気番組の司会をしていまし

(“Bevo solo un caffe`”)

（５）

E メールによる文法学習

た。当時はチャネルが３つくらいしかなく、

(コーヒは一杯だけ飲みます)

（６）

E メールによる読解学習

イタリア人誰もが同じ番組を見ていましたの

または：

（７）

E メールによるリスニング学習

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

方向システム利用）

で、彼が有名になったのでしょう。

“Ci metto giusto cinque minuti.”

生活スタイルに合わせた

----------------------------------------------------------

(“Ci metto solo cinque minuti.”)

学習が可能

“condurre” = 司会する/ “programma” = 番

(５分だけかかります。)

お問い合わせは、

辞書や文法の本にも書いていない事なのに、

九段アカデミー

イタリア人は話す時に良く使いますので、こ

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14

れから使ってみませんか？

ジェネシス九段南ビル４F

組 /

“carriera” = キ ャ リ ア ― / ”Grazie

alla....” = 。。。のおかげで
季節のイタリアの言葉（３）
やっと桜も咲いて、公園や桜のある道がとて

面白いイタリア語の紹介（８）

TEL：０３（３２６５）６３６８

もきれいになりました。桜が咲くと、日本で

イタリア語で動物と関係ある言い方と諺も沢

FAX：０３（３２６５）６３６８

は花見に行きますが、イタリアではその習慣

山あります。今日は馬と関係ある言い方をご

http://www.kudanacademy.com

紹介したいと思います。

http://federico.giri.jp

がありません。
☆“花見”

☆“Matto come un cavallo!”

“お花見”はイタリア語で“festa dei ciliegi

イタリア人のイメージに、馬は少し狂気の動

in fiore”になります。“お花見に行く”のは、

物なので、頭がおかしい人がいたら、”Matto

“Andare ad ammirare la fioritura dei

come un cavallo”(馬のように頭がおかしい)

ciliegi”でよいと思います。

と言います。

☆“花見客”

例えば：“Lui e` matto come un cavallo!”

イタリア語で、一番翻訳しにくい言葉は“花

(馬のように狂っている)

2010 年 10 月 1 日 発行人 中原 進
編集者：Federico Mosoni
発行者：九段アカデミー

出版部

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円
希望の方は、info@kudanacademy.com へ

“Settimanale

KUDAN”購読希望と

書いて、お申込下さい。支払い方法は銀行

見客”だと思います。少し長くなります

☆“Febbre da cavallo”

振り込みとなります。

が、”Persona che si reca ad ammirare la

馬は強いイメージがありまして、馬が襲われ

編集後記：13 号を迎えて、有名なイタリア

fioritura dei ciliegi”です。（"recarsi”

た熱はとても大変な熱だと言われました。そ

人も 13 人になりました。この欄は、日本で

は”andare”と一緒で、意味は“行く”です。）

れで誰がひどい熱になったら、イタリア語で

良く知られている人よりは、イタリア人な

☆“桜前線”

“Avere una febbre da cavallo”を使います。

ら誰でも知っているが、日本ではさほど有

最近、テレビでニュースと天気予報をみると、

例えば：“Lui ha una febbre da cavallo!”

名ではない、若しくは無名の人を選んでい

“桜前線”と言う言葉がよく出て来ます。

(彼はひどい熱があります。)

ます。会話の障害のひとつは、現地情報が

“桜前線”もとても面白い言葉です。イタリ

☆“cavallo di battaglia”

分からないことです。そういったひとつの

ア語に訳したら”fronte dei ciliegi”になりま

誰が何かする時にとても上手にできる事があ

会話情報として、この欄を設けています。

す。（
“前線”は“Fronte”です）。

れば、この事は自分の“Cavallo di battaglia”

お楽しみ頂ければ幸いです。尚、Il

☆“桜湯”

と言われています。日本語で“Cavallo di

Settimanale は HP(http://federico.giri.jp)

最後に、何かいい事があって、祝いの行事が

battaglia”と似ている言葉は、
“十八番”です。

にも PDF で載せています。勿論印刷物で欲

あったら、
“桜湯”を飲む事がありますね。桜

例えば：

しい人には郵送販売は継続します。どちら

湯は“Infuso di boccioli di ciliegio”になり

“Il cavallo di battaglia di Pavarotti e` il

もお楽しみ下さい。

ます。”Bocciolo”は“つぼみ”で、”infuso

rigoletto ”

di....”は“。。。で作った煎じ薬”です

(パバロッティの十八番はリゴレットです)

e` raggiungibile solamente via mare, in
mezzora di battello dal porto di Camogli.

有名なイタリア人(14)

Giovanni Falcone

----------------------------------------------------------“Appartamento d`epoca” = 昔からのアパ
ート/

”sogno" = 夢/ ”possibile” = 可能な/

/ ”inquilino” = 借家人/ ”ripopolare” = 再び
人を住まわせる。/

”frazione” = 集 落

/ ”residente” = 在 留 し て い る 。

1
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Vivere nell`antico borgo ligure di San

/ ”raggiungibile” = 到達しうる。

Giovanni Falcone e` nato a Palermo il 18

Morto in Sud Africa Pietro Ferrero,

Maggio 1938 ed e` stato un magistrato

presidente del gruppo della Nutella

italiano. Nella sua vita ha combattuto

ヌテッラグループの社長ピエトロ・

duramente contro la criminalita` organizzata

フェッレーロが事故死

in Sicilia e ha fatto arrestare centinaia di

Fruttuoso costa solo 30 Euro al mese.

mafiosi. Grazie alle indagini di Falcone e dei

リグリア州の海に面した、歴史建造

suoi colleghi (tra cui il giudice Paolo

物は家賃が３０ユーロ（3600 円）

Borsellino) sono stati scoperti molti aspetti
dell`organizzazione della Mafia oltre agli
intrecci tra i boss e alcuni politici siciliani.
---------------------------------------------------------１９３８年パレルモに生まれたジョバンニ・

L`amministratore

delegato

Gruppo

ファルコーネはイタリアの裁判官でした。シ

Ferrero (la ditta con sede a Cuneo che

チリア島で、マフィアと戦い、構成員を多く

produce dolci tra cui la famosissima crema

逮捕しました。また協力者を得て、マフィア

Vivere in un appartamento d`epoca con le

al cioccolato “Nutella”) e` morto in un

内部を暴き、政治家との関係も告発しました。

finestre sullo splendido mare della Liguria

incidente ciclistico in Sud Africa.

----------------------------------------------------------

non sara` piu` un sogno possibile solo per i

Secondo la ricostruzione degli agenti di

Giovanni Falcone e` stato assassinato

ricchi. Il sindaco di Camogli, un piccolo

polizia che per primi sono intervenuti a

insieme alla moglie e ai poliziotti della sua

comune in provincia di Genova, ha deciso di

soccorrerlo, il dirigente della multinazionale

scorta in un attentato il 23 Maggio 1992.

affittare 10 appartamenti d`epoca con vista

di Cuneo e` deceduto a causa di un malore

Mentre stavano percorrendo l`autostrada

mare situati nella frazione di San Fruttuoso e

mentre stava facendo un giro in bicicletta.

vicino a Palermo, le tre auto dove

ormai disabitati da anni ad un prezzo

Fin da quando era giovane, Ferrero era un

viaggiavano il giudice e il suo seguito sono

interessante. Per trovare nuovi inquilini in

ciclista appassionato. Per questioni di lavoro

state investite dall`esplosione di una bomba

tempi brevi, il comune ha annunciato che

doveva viaggiare molto in Asia e in Africa ed

nascosta dalla Mafia sotto la carreggiata.

l`affitto degli alloggi consistera` in una cifra

era sempre impegnato. Tuttavia, se ne

L`esplosione e` stata violentissima e

compresa tra i 30 e i 300 Euro a seconda

aveva la possibilita`, cercava sempre di

Falcone, la moglie e i poliziotti di scorta

del reddito della famiglia che vorra` abitarci.

trovare qualche ora libera per allenarsi o

sono morti sul colpo.

In questo modo si spera di ripopolare la

anche solo per fare una breve pedalata.

----------------------------------------------------------

piccola e storica frazione dal momento che

-----------------------------------------------------------

ファルコーネは１９９２年５月２３日に殺さ

ad oggi i residenti sono solamente cinque.

“amministratore delegato” 代 表 取 締 役 /

れました。護衛の警察官と妻と一緒にパレル

San Fruttuoso e` uno splendido borgo

“produrre”

モの高速道路上で、マフィアが仕掛けた爆弾

medievale immerso nel verde ed e` quindi

ciclistico” 自転車の事故/ ”ricostruzione”

una zona molto bella dove vivere. L`unico

再 現

情 熱 的 な

＊＊1990 年初期のイタリアはマフィアとの闘

problema e` che non c`e` una strada che lo

/ ”dirigente” マ ネ ー ジ ャ / ”fare una

いと、汚職事件が毎日新聞を賑わせていまし

collega direttamente con il resto del mondo:

pedalata” 自転車に乗る

た。ファルコーネ氏を襲った爆弾は 500 キロ

生 産 す る

/ ”appassionato”

del

/ “incidente

が破裂、車にいた人は全員死亡しました。

と言われ、護衛の車は 100m 先まで飛ばされた

per...”です。投票する時に、選挙人証明書を見

www.kudanacademy.com

そうです。ファルコーネの友人のボルセッリ

せ て ("certificato elettorale”) 、 投 票 所

イタリア語を学習するなら：

ーノ判事もその後殺害されました。内部告発

(“cabina elettorale”)に入ります。イタリア

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

者のブシェッタ、暗殺を指示したリーナなど

で、投票する所には、警察と軍隊もいます。

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

の名前が頻繁に現れ、そしてアンドレオッテ

選挙における不正操作(“Brogli elettorali”)が

（２）

グループレッスン

ィ元首相の関与が噂されていました。マフィ

ないように確認するためです。

（３）

インターネットによる自宅学習（双

アとの闘いはまだ終わったとはいえませんね

日本人学習者にイタリア語表現の紹介（１０）

----------------------------------------------------------

“Vedere”と”guardare”と”osservare”の違い：

（４）

E メールによる作文添削

“magistrato” 司法官/ “combattere” 戦う

“Vedere”と”guardare”と”osservare”の意味は何

（５）

E メールによる文法学習

/ “criminalita` organizzata” = 組 織犯罪 /

時も“見る”ですが、違いがあります。例え

（６）

E メールによる読解学習

“arrestare” 逮 捕 す る / ”indagine” 調 査 /

ば、”Guardare”の意味は“興味深く見る”で、

（７）

E メールによるリスニング学習

“assassinare” 殺 人 す る / “scorta” 護 衛 /

見ることに興味がある時に使いま

“bomba” 爆 弾 /”nascondere” 隠 す /

す。”Guardare”を使うかどうか、一番大事なこ

お問い合わせは、

“carreggiata” 車 線 / ”esplosione” 爆 発 /

とは見ている物で判断できます。例えば：”Io

九段アカデミー

“...sul colpo” すぐに、その場で

guardo un film.” (映画を見る)。映画は興味があ

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14

季節のイタリアの言葉（４）

って見ているので、
“guardare”を使います

東京で地方選挙が行われました。選挙運動中

逆に、”Vedere”の意味は“何となく見る”に近

TEL：０３（３２６５）６３６８

は、道にも駅にも、人が集まるところには選

いと思います。従い、見ているものより、見

FAX：０３（３２６５）６３６８

挙用ポスターが沢山あり、テレビでもラジオ

る事の方が大事です。例えば、
“Io vedo bene.”

http://www.kudanacademy.com

でも政見放送が聞こえました。選挙と関係あ

(良く見える)と言う時は、大事なことは見る事

http://federico.giri.jp

る言葉を、これから紹介したいとおもいます。

なので、”vedere”を使うと、こうも言えます。

2010 年 10 月 1 日 発行人 中原 進

☆“地方選挙”

“Vedere”は”会う”の意味もあります：

編集者：Federico Mosoni

イ タ リ ア 語 で 、 地 方 選 挙 は ”Elezioni

例えば：”Io vedo Mario in treno.”

方向システム利用）

生活スタイルに合わせた学習が可能

ジェネシス九段南ビル４F

発行者：九段アカデミー

出版部

amministrative ” に な り ま す 。 国 政 選 挙

(電車でマリオに会う)。

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

は”Elezioni politiche”になります。選挙は辞

最後に、”Osservare”も“見る”になりますが、

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

書では”Elezione”ですが、使う時は複数にし

意味は“気づく”と“観察する”に近いと思

“Settimanale

た方がいいでしょう。

います。例えば：
“osservare un fenomeno”

書いて、お申込下さい。支払い方法は銀行

☆“候補者”

(ある現象を観察する。)

候 補 者 は ”candidato” で す 。 ”candidato”

面白いイタリア語の紹介（９）

は”candido” (真っ白な)と言う形容詞から来

今回は洋服と関係ある面白い諺を紹介したい

る名詞です。昔、ローマ時代に、候補者は白

と思います。

い制服を着ていましたから。
「選挙に立候補す

☆“Trattare con i guanti (qualcuno)”

る」は、”candidarsi alle elezioni”と言います。

（手袋をはめて、人を扱う）

☆“選挙運動”

イタリア人は、危なくて気を付けた方がいい

候補者は選挙運動にとても頑張ります。勝つ

ものに触るときには、手袋をはめた方がいい

ために選挙運動はとても大事です。イタリア

と言います。それで、難しくて怒りやすい人

語で“選挙運動”は”campagna elettorale”に

には、
「気を付けた方がいい」という意味

なります。選挙運動に良く使う選挙用ポスタ

で、”Trattare con i guanti”と言います。

は”Manifesto elettorale”です。選挙運動にで

☆“nato con la camicia”

の日本語のマニフェスト（政党の公約）は、
イタリア語では manifesto とは言いません。
それは

(生まれた時にもうシャツを着ていた)
とてもラッキーな人のことを、”Lui e` nato

”programma elettorale”です

con la camicia”と言います。意味は“とても

☆“政党に票に入れる”

ラッキーなので生まれた時にシャツを着てき

イタリア語で、
「政党に票を入れる」は”votare

た”、

KUDAN”購読希望と

振り込みとなります。
編集後記： 大地震から 1 ヶ月半が経ちまし
た。未だに余震が続いており、今これを書
いている間にもまた揺れました。しかし、
世界を震撼させたのは、遠くの国で起こっ
た地震と津波ではなく、原発問題でした。
イタリアは原発を以前所有していました
が、チェルノブイリの事故のあと閉鎖しま
した。当時は、コモ湖も汚染が噂されまし
た。しかし、近年ベルルスコーニ政権のも
とで、原発復活が唱えられ、6 月に再開の
是非をめぐり国民投票が行われる予定でし
たが、4 月 19 日の議会で原発再開議論を凍
結することが決まりました。日本ではまだ
しばらく議論が続きそうですね。

“Torre pendente” =
/ ”splendore”

= 華麗 /

/ ”incisioni” =

切り込み /

を解さない人/

”parete” =

物 /

“finalmente”

片づける /

= 起源 /
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”smog”

= 輝く

Silvio Berlusconi (parte 1)

= 芸術

”edificio” =建

壁/

”sistemare"

=

= 大理石の板

= 上塗りの材料/
テクニック/

”dispendioso” =

有名なイタリア人(15)

= スモッグ

”vandalo”

= やっと/

”tecnica” =

= 現代の/

”brillare"

”lastra di marmo”

/ ”rivestimento”

16

斜塔/

”origine”

”avanzato”
Silvio Berlusconi, a prescindere dalle

値段が高い

Concerti in piazza e manifestazioni per la

simpatie politiche, e` sicuramente un

festa dei lavoratori.

personaggio degno di nota. Dato che una

今年もメーデーはコンサートとデモが

sua descrizione completa richiede diverso

La Torre di Pisa e` tornata all`antico

spazio, per questa edizione ci limiteremo a

splendore.

descrivere

ピサの斜塔の修復作業がやっと終了

imprenditore. Nel prossimo Settimanale

solamente

il

Berlusconi

Dopo vent`anni di

parleremo invece del Berlusconi politico

lavori, la famosa torre

mentre il numero 17 sara` dedicato ai suoi

pendente e` ritornata

problemi giudiziari.

a brillare dell`antico

----------------------------------------------------------

splendore. I danni

Anche

delle

現在のイタリアの首相シルビオ・ベルルスコ

causati dallo smog e

principali citta` italiane sono stati organizzati

ーニは、政治を考慮に入れなければ、面白い

dalle

concerti gratuiti e altri eventi per celebrare la

人です。ベルルスコーニについて書くとした

vandali sulle pareti dello storico edificio sono

festa dei lavoratori.

ら、少し長くなりますので、今回はパート１

stati finalmente sistemati e le lastre di

Soprattutto a Roma la festa e` stata

とします。今回は、企業家としての生活につ

marmo del rivestimento sono tornate a

grandiosa perche` mentre in alcune piazze

いて話します。次に政治的活動、そして更に

essere bianche e lucenti proprio come in

si svolgevano le iniziative promosse dai

彼の裁判問題については、その後に書きたい

origine. I restauratori hanno completato gli

sindacati, in Vaticano si sono radunati

と思います。

interventi di pulitura seguendo delle tecniche

migliaia di cattolici per celebrare la

----------------------------------------------------------

all`avanguardia e cercando di non sostituire i

beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. In

Silvio Berlusconi e` nato a Milano nel 1936

pezzi originali con dei nuovi blocchi di

totale, secondo le autorita`, la capitale e`

in una famiglia benestante ma non

marmo. Per questa ragione, nonostante

stata raggiunta da circa un milione di

particolarmente ricca. Inizialmente si e`

l`impegno quotidiano e meticoloso di

persone.

occupato di edilizia e il suo affare principale

numerosi tecnici, i lavori sono andati avanti

A causa dei recenti attriti tra l`Italia e il

e` stata la costruzione del quartiere

a rilento e il cantiere e` dovuto rimanere

dittatore libico Gheddafi (che pure ha

residenziale di “Milano 2”.

aperto a lungo.

minacciato piu` volte i paesi europei), le

Negli anni 70 ha rilevato dei terreni nell`area

Ovviamente questi interventi hanno avuto un

autorita` ritenevano concreto il rischio di atti

di Segrate che valevano poco perche` erano

costo enorme e gli amministratori hanno

terroristici e hanno previsto misure di

vicini all`aeroporto di Linate ed erano

dovuto compiere degli sforzi incredibili per

sicurezza

continuamente

raccogliere le risorse necessarie. C`e` da

pero` non c`e` stato nessun problema.

particolarmente rumorosi e ci ha costruito

dire pero` che quando si passeggia nelle

-----------------------------------------------------------

degli stabili. Dopo l`acquisto, Berlusconi ha

vicinanze del Duomo e si ammira la torre

“contemporaneamente”

/

chiesto e ottenuto lo spostamento delle rotte

svettare su Piazza dei Miracoli bianchissima,

“sindacato”

“beatificazione”

aeree e, in pochi giorni, il valore dei terreni e

lucente e maestosa, si ha l`impressione che

至 福を 与え るこ と /

ne sia valsa la pena.

/ ”raggiungere (Roma)”

incisioni

dei

quest`anno nelle

straordinarie.

労 働組 合 /

piazze

Fortunatamente

同

時

”pellegrino”

に

人 礼者

（ローマ）に着く

degli

sorvolati

appartamenti

aumentato

da

in

moltissimo.

questione
I

soldi

aerei

e`
cosi`

guadagnati sono stati in seguito investiti

日本人学習者にイタリア語表現の紹介（１１）

nella creazione di tre televisioni (Rete 4,

“Ne vale la pena?”

Canale 5 e Italia 1) e nell`acquisto di

面白くて楽しいが少し大変な事をする時

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

に、”Ne vale la pena!”と言います。

（２）

グループレッスン

意味は

（３）

インターネットによる自宅学習（双

giornali,

case

supermercati

editrici,
e

catene

centri

di

commerciali.

やりがいがある

イタリア語を学習するなら：
九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

です。

Berlusconi e` anche proprietario del Milan,

例えば： Non arrabbiarti! Non ne vale la pena!

squadra con la quale ha vinto molti trofei

は、 怒らないで！怒っても無駄 になります。

（４）

E メールによる作文添削

prestigiosi.

勿論、”ne”と言う代名詞のかわりに直接にやり

（５）

E メールによる文法学習

----------------------------------------------------------

がいのある事を言えますが”di”（前置詞）は必

（６）

E メールによる読解学習

ベルルスコーニは１９３６年にミラノに生ま

要です。例えば：

（７）

E メールによるリスニング学習

れました。彼の生まれた家は裕福な家庭でし

“Vale la pena di andare a Londra. Anche se e`

生活スタイルに合わせた学習が可能

た。ミラノ大学を卒業し、巡航船でバイトで

lontana, e` una citta interessante e divertente”

お問い合わせは、九段アカデミー

ピアニストをやりました。初めは建築に興味

(ロンドンに行く事は価値がある事です。遠い

を示し、ミラノ・ドゥエ(Milano Due)と言う住宅

けど、面白くて楽しい街ですから)

を建てて、成功しました。ミラノ・ドゥエを
建てた場所は、リナーテ空港の近くで、飛行
機が上空を飛び当時は安い土地でした。でも、
土地を買った後で、飛行機の進入路が変り、
土地や建てたマンションの価値は暴騰しまし
た。その結果、ベルルスコーニは大もうけを
することが出来、このお金のおかげで、テレ
ビのチャンネルを(テレビ局)三つ買いました
（今もイタリアでどこでも見れる”Canale 5”,

も大事な事なので、宗教と関係ある言い方と

社、スーパーやデパートも買いました。ベル
ルスコーニはもともとインテルファンだった

☆ “Avere qualche santo in Paradiso”

ので、１９８６年に、”FC Inter”と言うサッカー
チームを買おうとしましたが、出来ませんで
した。それで AC

Milan を買いました。その後

AC Milan の社長として、高名な優勝カップをも
勝ち取りました。

っても困りません。それで“Avere qualche santo
in Paradiso”と言う諺は、 助けてくれる力強い

地獄(inferno)の苦悩(pena)を耐える

なので、何か問題があって、大変さびしくな
る時に使える諺です。例えば：
“La moglie lo ha lasciato e ora patisce le pene
dell`inferno”
(彼は奥さんに出ていかれて、とても寂しい

を良くして、その後ミラノ３を作りました。
ミラノ郊外で、緑が多い住宅街として有名。

---------------------------------------------------------“Presidente del Consiglio”
prescindere da......”
“descrizione”

短く /

な/

明細書/

裁判問題 /

“a

“brevemente”

企業家 /

“problema

“benestante”

裕福

“edilizia”建築/”quartiere residenziale”

住宅街/ “rilevare” 買う/
路/

首相/

。。。考慮に入れなけれ

”imprenditore”

giudiziario”

“casa editrice”

です。

☆ “Patire le pene dell`inferno”

＊ベルルスコーニ首相はミラノ２の成功に気

ば/

)

天国に守ってくれる聖人がおれば、問題があ

意味は

”rotta aerea”

出版社 /

持ち主 / ”trofeo” 優勝カップ

航空

”proprietario”

です)
☆ “Essere

un Giuda”

ユダはキリストを裏切った人です。それで、
裏切り者がいれば、“Giuda”と呼ばれます。
“Giuda”は形容詞のように使われるので、とて
も使いやすいと思います。
☆ “Ogni

morte di papa”

ローマ法王が亡くなる事はとてもまれな事件
なので、 めったにない といいたい時に“Ogni
morte di papa”という表現を使えます。例えば：
“Vado al ristorante ogni morte di papa.”
（私はレストランにあまり行きません）

www.kudanacademy.com

FAX：０３（３２６５）６３６８

http://www.kudanacademy.com
http://federico.giri.jp

諺が沢山あります。例えば：

友達がいる事

東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14

TEL：０３（３２６５）６３６８

イタリアの文化の中で、カトリック教はとて

“Rete 4” e “Italia 1”です）
。その上、出版社、新聞

102-0074

ジェネシス九段南ビル４F

面白いイタリア語の紹介（１０）

(文字どおりに、 天国に聖人がいる事

方向システム利用）

2010 年 10 月 1 日

発行人 中原 進

編集者：Federico Mosoni
発行者：九段アカデミー 出版部
購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円
希望の方は、info@kudanacademy.com へ

Settimanale KUDAN 購読希望と
書いて、お申込下さい。支払い方法は銀行
振り込みとなります。
編集後記： 第 15 号となりました。今回か
らベルルスコーニ首相のことを少し書きま
す。実は何から書いていいかわからないく
らい、話題が豊富な人ですので、3 回くら
いに分けて書くことになりました。これま
でと同じく、日本で知られている彼のこと
ではなく、イタリア人なら知っているよう
なことを書きたいと思っています。また、
Federico 講師が、イタリア語のボキャブラ
リを増やす目的で、ボキャブラリ学習のプ
ログラムを作っています。E メールで配信
します。有料ですが、内容を皆さんにも知
ってもらう為に１ケ月は無料にします。配
信ご希望の方はメールアドレスと共にお申
し込み下さい。
「イタリア人が作った日本人
の為のボキャブラリ学習」です。

”percorso”

一時的に /
同 名 の/

通過 /

”omonimo”

”contemporaneamente”

同 時に

/ ”nelle vicinanze di....”

。。。 の 近 く に

/ ”avere luogo”

開催させる/

”interamente”

“straordinario”

素晴らしい

完全に

/

/ ”bozzetto"

= （絵の）下書き /

di.....”

= 。。
。出身/

arti” =

美術大学

有名なイタリア人(16)

Silvio Berlusconi (parte 2)

”originario

”Accademia delle belle

All`inizio della sua attivita` imprenditoriale
1
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Torino: dieci sculture di Ken Yasuda

11 Maggio: un romano su quattro non va

Berlusconi non si occupava direttamente di

al lavoro per paura del terremoto.

politica.

「５月 11 日ローマに地震が起こる」

appoggiare Bettino Craxi, leader del Partito

との予言で、1/4 の人が仕事を休む

Socialista e Presidente del Consiglio per

decoreranno il Parco del Valentino.

Si

limitava

solamente

ad

due volte tra gli anni `80 e `90. Nel 1992

トリノで安田侃の展覧会開催！

pero` il mondo politico italiano e` stato
scosso da un grave scandalo legato alla
corruzione e anche Craxi, sebbene fosse il
capo del Governo, e` dovuto fuggire in
Secondo una profezia, mercoledi` 11 Marzo

Tunisia per evitare l`arresto. Dopo questi

alle 11:00 a Roma ci sarebbe dovuto essere

fatti, Berlusconi si e` trovato senza appoggi

un grande terremoto. Nonostante l`evidente

politici e ha quindi deciso di entrare in

falsita` di questa drammatica previsione e

politica in prima persona, fondando il partito

Il Comune di Torino ha deciso di collocare

nonostante gli appelli a restare diffusi dalle

“Forza Italia”.

temporaneamente dieci statue di bronzo dei

autorita`, migliaia di romani hanno deciso di

-----------------------------------------------------------

noto scultore giapponese Ken Yasuda lungo

lasciare la citta`. Si calcola che almeno un

初めのころ、ベルルスコーニは政治に加担し

un percorso che attraversa il Parco del

romano su quattro non ha dato ascolto alle

ませんでした。その間は、Bettino Craxi のイタ

Valentino e l`omonimo castello.

rassicurazioni delle autorita` e ha deciso di

リア社会党(P.S.I. – Partito Socialista Italiano)を支

Contemporaneamente, in un palazzo storico

scappare per qualche giorno.

持していました。１９９２年に政治がらみの

situato

della stazione

Ovviamente, quello che e` successo e`

大きな汚職事件があり、Craxi は逮捕を逃れて

ferroviaria di Porta Susa, avra` luogo una

molto preoccupante. Questo perche` se una

チュニジアに逃げてしまいました。その結果、

mostra

nelle

vicinanze

dedicata

interamente

allo

cosi` grande parte della popolazione (circa il

政府に強力なコネがなくなり、ベルルスコー

artista giapponese.

Sara`

25%) preferisce credere a una qualsiasi

ニは”Forza Italia”と言う政党を自ら結成して、

quindi possibile ammirare altre sue opere

profezia diffusa da internet invece che a dati

政治に携わり始めました。

oltre a bozzetti, a progetti e a immagini,

scientifici concreti, vuol dire che nonostante

-----------------------------------------------------------

grazie alle quali si potra` comprendere

tutti i tentativi di promuovere e diffondere la

Forza Italia, da sempre alleata con la Lega

completamente il suo percorso artistico.

cultura e la scolarizzazione, il livello di

Nord (un partito indipendentista del Nord

Kan Yasuda, originario dell`Hokkaido, si e`

ignoranza

Italia) e con altre forze di Destra, ha vinto le

laureato all`Accademia dellle Belle Arti di

tristemente alto.

elezioni nel 1996, nel 2001 e nel 2008 e

Tokyo nel 1969. Negli anni 80 si e` trasferito

-----------------------------------------------------------

Berlusconi e` rimasto al Governo per circa

in Toscana, nel paese di Pietrasanta, dove

“profezia”

予言/

明 らかな/

vent`anni (solamente tra il 1996 e il 2001 e

risiede attualmente e dove continua a

“falsita`”

偽善/

“falsita` di una notizia”

tra il 2006 e il 2008 il Governo e` stato retto

produrre statue di marmo e di bronzo.

情報の虚偽/“ignoranza”

straordinario

della

gente

comune resta

“evidente”

無知

dal centro-sinistra). Durante tutti questi anni
di Governo Berlusconi ha emanato leggi

“collocare”

置く/

”temporaneamente"

finalizzate a tutelare le grandi aziende e gli

imprenditori. Inoltre, ha approfittato della

“scandalo”

スキャンダル /

“corruzione”

“partito indipendentista”

sua posizione per emettere leggi che hanno

贈賄/

palesemente favorito le sue aziende.

動/ “emanare(una

-----------------------------------------------------------

“favorire”

自主独立運

legge)” (法律を)交付する/

支援する /

“impegnativa”

難し

www.kudanacademy.com
イタリア語を学習するなら：
九段アカデミーでは下記のシステムを紹介
（１）

個人レッスン(文法も会話も)

い/ “paradossalmente” 逆説的に

（２）

グループレッスン

動)や他の保守党と同盟を結んで、１９９６

季節の言葉（５）

（３）

インターネットによる自宅学習（双

年、２００１年、そして２００８年にも選挙

5 月 11 日にローマの人口の２５％ぐらいは、

に勝ち政権を握りました。首相として、ベル

大地震が起こるとの予言を信じて、ローマか

（４）

E メールによる作文添削

ルスコーニは大会社や、金持ちの企業家を優

ら逃げました。

（５）

E メールによる文法学習

☆ “Bufala”

（６）

E メールによる読解学習

不確かな予言や流言は、 ”Bufala”といいま

（７）

E メールによるリスニング学習

“Forza Italia”は”Lega Nord” (北イタリア独立運

遇し、また、自分の会社を守るために、新し
い法律の公布もしました。

方向システム利用）

-----------------------------------------------------------

す。 ”Bufala”の言葉の意味は雌水牛ですが、

生活スタイルに合わせた学習が可能

La domanda a questo punto e`: perche`

根拠のないニュースの意味もあります。

お問い合わせは、

☆ “Prendere una bufala”

九段アカデミー

Berlusconi

riesce

sempre

a

vincere

nonostante usi la sua posizione per favorire

流言を信じる事は “Prendere

le sue societa`? La risposta e` molto

といいます。

una bufala”

102-0074

東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14
ジェネシス九段南ビル４F

impegnativa, tanto che su questo argomento

☆ “Fandonia” e “Panzana”

TEL：０３（３２６５）６３６８

sono anche stati scritti dei libri e dei trattati.

「流言」にあたる名詞は沢山あります。例え

FAX：０３（３２６５）６３６８

Volendo semplificare, si puo` dire che la

ば,“Fandonia”と“Panzana”も “Bufala”と同

vittoria di Berlusconi e` paradossalmente

意語です。

favorita dall`opposizione perche`, da ormai

面白いイタリア語の紹介（１１）

http://federico.giri.jp
2010 年 10 月 1 日

vent`anni, non riesce a proporre un

イタリア語で面白い諺が本当に沢山ありま

programma serio. A causa di cio`, gli elettori

す。今日は数字と関係ある諺の紹介です。

preferiscono la coalizione di Berlusconi,

イタリアのトランプは普通のトランプと違い

-----------------------------------------------------------

ます。 スペード

一般国民のために何もしてくれないのに、な
ぜ何時も選挙に勝つことが出来るのか、とい

と

と ハート

ダイヤ のかわりに

と クラブ

カップ

と 貨幣 と 木 があります。 カップ は
２

編集者：Federico Mosoni
発行者：九段アカデミー 出版部

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

Settimanale KUDAN 購読希望と
書いて、お申込下さい。支払い方法は銀行

と 剣

一番弱く、一番価値が安いカードは

発行人 中原 進

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

☆ “Contare come il due di Coppe.”

ritenendola “meno peggio” della sinistra.

ベルルスコーニは、自分や会社の事だけ考え、

http://www.kudanacademy.com

な

振り込みとなります。
編集後記：今回ローマでの地震デマ報道の

う疑問が湧きます。返答は困難で、この問題

ので、弱くて力強くない人は、 “Lui conta

ことが載っています。予言というのは、結

についてイタリアで本が書かれた事もありま

come il due di Coppe.”(彼はカップの２番

果が出て初めてデマに変わるのかもしれま

す。簡単に言うと、左翼政党がしっかりと党

トランプのような弱いです)と言います。

の綱領を出し切れず、国民は左翼政党に期待

☆ “Chi ha fatto trenta, puo` fare

出来ずに、ベルルスコーニの右翼陣営に票を

trentuno.”

入れるのだと思われています。
＊また、イタリア社会自体はかなり保守的で、
その恩恵に預かっている人が多くいます。政
治体制が変ることを望まない人が多いという
ことも、その一因でしょう。イタリアは、か
つて自由主義国家の中では共産党の勢力が強
く、戦後しばらく共産党が第二党を占めてき
ました。しかし、共産党がある一定以上強く
なると、国民は右翼政党に票を入れるという
歴史的なパターンが残っているようです。

でも数えられます)。意味は、大変な仕事を終
わるためにやらなければならない事は、あと
わずかなら、すぐ終わった方がいい。

un pezzo da novanta.”

とても大事な人は、”Lui / lei

e` un pezzo da

90”と言います。
☆ “Non c`e`

に踊らされて来たのでしょうか。ところが、
イタリアのこれはどうも、就業忌避の意味

(30 まで数えたら、少しだけ頑張ったら３１ま

☆ “Essere

せんが、これまで人類は何度この種の予言

due senza tre”

(３番がない２番はない)
2 度あることは、3 度ある、の意味です。

合いが強そうで、なんとなく笑えてきます。
その日はホテルや観光地が混んだそうで
す。尚、この予言は既に故人の地震学者が
したことになっていますが、関係者のコメ
ントではそういう事実はないとのこと。こ
れからバカンスのシーズンに入りますが、
どうして休みを勝ち取るかイタリアでも頭
をひねっているのでしょうか。

“nascita”

始まり /

/ ”avvenire”

起こる /

投票/

”sancire”

/ ”monarchia”
“ricorrenza”
する/

”repubblica"

共和

”referendum”

国民

認可する /

”vittoria”

君主制/

”esilio”

追放/

”celebrare"

= 祝賀

周年記念/

”parata”

= パレード /

”militare”

隊の / “imponente” 壮大な /

"

= 列席する/

/ ”limpido” =
16
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”acrobatica”

有名なイタリア人(15/3)

Silvio Berlusconi (parte3)

勝ち

= 軍

”assistere (a)
= アクロバット

澄みきった。

Torino: l`errore e` servito!

Durante la sua vita Berlusconi ha avuto molti

トリノにある表示に間違い！

problemi con la giustizia e ha subito dei
processi in diverse occasioni. Gia` alla fine

Due Giugno: l`Italia e` in festa!

degli anni 80, la magistratura gli ha chiesto

６月２日は共和国記念日です！

chiarimenti circa la sua iscrizione alla Loggia
Massonica “P2”,

cioe` un gruppo che

raccoglieva centinaia di persone importanti
nei settori della politica, dell`imprenditoria,
dei media e delle forze armate e che ambiva
a ottenere il controllo del paese. In seguito,
Sarebbe bastato rileggere una sola volta la

soprattutto

bozza per evitare lo strafalcione e la

Berlusconi e` stato accusato di diversi reati

conseguente figuraccia a livello mondiale.

amministrativi, associazione a delinquere,

(le “frecce tricolori” sorvolano il Colosseo)

Probabilmente pero` avevano fretta di

corruzione e concussione. Nel 2010 e` stato

Il due Giugno e` un giorno di festa e in tutte

concludere il lavoro, i cartelli sono stati

anche al centro di uno scandalo a luci rosse,

le citta` vengono organizzati eventi e

stampati senza essere prima controllati e

in seguito al quale e` stato accusato di

manifestazioni per celebrare la nascita della

quando ci si e` accorti del problema era

favoreggiamento

repubblica, avvenuta 65 anni fa, al termine

ormai troppo tardi: i segnali stradali con su

aggravato dal sospetto che alcune delle

della Seconda Guerra Mondiale.

scritto “polizzia” invece che “polizia” erano

ragazze in questione fossero minorenni.

E` stato infatti Il referendum del 2 Giungo

ormai stati installati in diverse aree della

-----------------------------------------------------------

1946 a sancire la vittoria della Repubblica

citta, suscitando l`ilarita` e la perfida ironia

ベルルスコ−ニは、これまで裁判にかけられ

sulla Monarchia e a favorire dei grandi

dei torinesi e dei numerosi turisti che in

たことが数多くあります。最初は、1980 年代

cambiamenti nella societa` italiana, tra i

questa stagione visitano la citta`..

に ｐ２ (ピ・ドゥエ)と言うフリーメソーン

quali l`esilio in Portogallo dell`ultimo re

Resosi conto della situazione, il sindaco si e`

のグループに登録したことが、犯罪容疑で問

Umberto II di Savoia.

scusato con la cittadinanza e ha ordinato la

われました。フリーメーソンに登録するのは

Come ogni anno, questa storica ricorrenza

doverosa correzione. Resta pero` il fatto che

犯罪ではありませんが

e` stata celebrata con un`imponente parata

qualcuno tra i dipendenti del comune

プは政府転覆活動を行っているとされていま

militare per le vie della capitale.

farebbe bene a ripassare un po` le regole

した。その後、特に 1990 年代から、企業会計

La sfilata, alla quale hanno assistito piu` di

della grammatica e della sintassi!

に関する犯罪容疑、買収や汚職容疑などで訴

trentamila cittadini romani, si e` conclusa

-----------------------------------------------------------

えられました。ごく最近は、女性問題も多く、

con l`esibizione delle “frecce tricolori” (la

“bozza”

/

2010 年には、スキャンダルに巻き込まれて、

pattuglia acrobatica dell`aviazione) che

“figuraccia”

“avere fretta di

買春の容疑でも訴えられました。特に、対象

hanno disegnato nel cielo fortunatamente

( 動 詞 )”

“accorgersi

者とされている中には未成年の女性もいて、

azzurro e limpido della capitale una grande

di...”

bandiera tricolore.

る / “suscitare” 引き起こす/“ilarita`” 陽気

下 書 き

/ “evitare”

みじめな姿 /

。。。 を 急 い で や る /

。。
。に気付く/

“installare”

避 け る

セットす

a partire dagli anni 90`,

della

Ｐ２

prostituzione,

と言うグルー

このことはイタリアの法律上、大きな問題に
なる可能性があります。

www.kudanacademy.com

Secondo gli alleati di Berlusconi, i processi

季節の言葉（５）

sono cominciati solamente dopo l`inizio della

電力不足の為に、今後電気はあまり使わない

sua attivita` politica e rappresentano un

ように頑張らなければなりません。特に暑く

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

modo per intimidirlo e indurlo a farsi da

なると、エアコンを使う人が多くて、何時も

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

parte. Secondo queste teorie, Berlusconi

より沢山電気を使うので、電気がたりなくな

（２）

グループレッスン

sarebbe

るかもしれません。

（３）

インターネットによる自宅学習

（４）

E メールによる作文添削

（５）

E メールによる文法学習

（６）

E メールによる読解学習

（７）

E メールによるリスニング学習

quindi

innocente

e

sarebbe

ingiustamente perseguitato da un gruppo di
giudici di sinistra, piu` volte apostrofati come
“toghe rosse”.

☆ “scarsita` di energia elettrica”
電気不足はで
と言います。

-----------------------------------------------------------

scarsita` di energia elettrica
scarsita` di ...

は

〜不足

の意味で、良く使う言葉です。

イタリア語を学習するなら：

ベルルスコーニの支持者の意見では、彼が政

☆ “Risparmio energetico”

生活スタイルに合わせた学習が可能

治活動を始めた後で、色々な容疑が掛けられ

電気不足になると、必要ではない家庭用電気

お問い合わせは、九段アカデミー

始めていることから、反対政党が意識的に罪

器具は使わない方がいいですし、節電しなけ

状をでっちあげているというのです。尚、イ

ればなりません。節電するのは、辞書には

タリア語で、左翼政党の裁判官は Toghe rosse
（赤いトーガ

−

イタリアの裁判官は裁判

中トーガを着るから）と呼ばれます。

ridurre il consumo di energia elettrica
のってますが

Risparmio energetico

が
の方

102-0074

東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14
ジェネシス九段南ビル４F

TEL：０３（３２６５）６３６８

http://www.kudanacademy.com
http://federico.giri.jp

が良く使われます。短くて便利ですから。

-----------------------------------------------------------

☆ “interruzione di corrente elettrica”

Gli avversari sostengono invece che i

節電をしっかりやらないと、電気が足りなく

編集者：Federico Mosoni

processi a carico dell`attuale Presidente del

なって、停電が起こる可能性があります。イ

発行者：九段アカデミー 出版部

Consiglio sono precedenti all`inizio della sua

タ リア 語で

attivita` politica.

corrente elettrica

Secondo la loro opinione, Berlusconi

停 電は

2010 年 10 月 1 日

interruzione di

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

interruzione programmata di corrente

Settimanale KUDAN 購読希望と

計画停電

elettrica

salvarsi dal carcere ottenendo l`immunita`

面白いイタリア語の紹介（１２）

parlamentare e per promulgare nuove leggi

九段アカデミーでは、イタリア人が良く使う

finalizzate a proteggerlo insieme alle grandi

表現を学ぶための、E メール学習プロジェク

aziende del suo impero economico.

トを始めました。毎日家で勉強ができて、少

-----------------------------------------------------------

しづづ面白い表現をおぼえられます。辞書に

は、彼は何時も色々な容疑により、逮捕され
る恐れがあり、その為政治活動を始めたのだ
と言っています。何故ならば、首相は、免責

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

は

ですが

avrebbe deciso di entrare in politica per

反対に、ベルルスコーニに反対する人の意見

発行人 中原 進

と言います。

載っていても、あまり使わない言い方や、古
い言い方がありますので、ここではそういう
表現を省いたり、修正したりしています。面
白い表現とは、例えばこんな感じになります。

書いて、お申込下さい。
編集後記：Berlusconi は現役首相ですから、
事実かどうか判定できないことについて
は、〜と言われている、式の表現しか出来
ませんね。恐らく彼が首相を辞めた後に、
色々なことが一杯出てくることでしょう。
事実もそうですが、彼の功罪も歴史が証明
することになるのでしょうか。ただ、非常
にユニークな人物であること、裸一貫から
今の地位と財産を築いたことには、ある種

特権があり、また、自分に有利な法律を公布

☆ “Attaccare bottone con (人).”

の評価がなされているのでしょう。これだ

し、不利な法律を廃止しているというのです。

(＝ナンパする)

けの話題がありながらも、民主主義国家に

----------------------------------------------------------“processo”

裁判 /

“chiarimento”

“magistratura”

説明/

ソンの集会/

“loggia”

“corruzione”

買収 /

“intimidire”

臆 病 に す る /

parlamentare”

フリーメー

“imprentiroria”

“associazione a delinquere”

司法官 /

企業家/
犯罪結社/

“concussione”

議員免責特権

汚職 /

“immunita`

例えば：Lui attacca bottone con le

ragazze che incontra sul treno.
（彼は電車で会う女の子たちをナンパする）
☆ “in un

batter d`occhio.”

あって、長期間政権の座にあるのですから。
リビア情勢も混沌として来ましたが、この
国とイタリア（Berlusconi）の関係も忘れ
られません。

(＝直ぐ)

「イタリア語単語の話」を下記 URL で

例えば：E` corso in stazione ed e`

http://www.kudanacademy.com/italia

arrivato in un batter d`occhio.

no/shortstories.html

（彼は駅に走ったので、直ぐに着きました）
http://www.kudanacademy.com/italiano/Vocaitalia.html

