“pullilare”
/

沢山現れる

”attrazione”
“novita`”

楽しみ /

調 す る

/ ”spettatore”

組織者/
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Numero 18

観 客 /
強

= 中 学 校

特別な/ “attenzione” 注意

/ ”sorprendente" =
1

Giovanni Trapattoni

気分

”sottolineare"

/ ”scuola media”

/ ”particolare” =

有名なイタリア人(１６)

”notte bianca”
”animare”

新しい物 /

を 盛 り 上 げ る

“organizzatore”

潟

ア ト ラ ク シ ョ ン

/ ”divertimento”
徹夜 /

/ ”laguna"

Giovanni Trapattoni e` un ex giocatore e

意外な

Esame di Maturita`: per il 35% degli

allenatore di calcio. E` famoso in Italia e nel

studenti compiare non e` sbagliato.

mondo perche` nella sua lunga carriera ha

３５％の学生が、まる写し OK と

vinto tutti i trofei internazionali per club ed e`

Venezia: una notte bianca nel segno

riuscito a trionfare nei campionati di quattro

dell`arte!

nazioni diverse (Italia, Germania, Austria e

芸術で飾るベニスの白夜祭

Portogallo). Dopo aver allenato in giro per
l`Europa per quasi trent`anni, attualmente
Trapattoni e` alla guida della nazionale
In Italia l`anno scolastico finisce a Giugno e

irlandese, con la quale speriamo possa

in questi giorni gli studenti all`ultimo anno

avere successo ai campionati europei.

della scuola superiore stanno svolgendo

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

l`esame di maturita`. Secondo la cultura

Giovanni Trapattoni（ジョーバンイ・トラパット

italiana, dopo l`esame di maturita` un

ーニ）現役時代は有名なサッカー選手で、ま

Di notti di festa a Venezia non ce ne sono

ragazzo diventa un adulto e quindi si tratta di

た監督としても成功を収めました。ヨーロッ

poche: tutto l`anno la laguna pullula di turisti

un momento importante della vita. Anche i

パの国際的なカップ選手権は全て勝ち、また

e le attrazioni e i divertimenti non mancano

media parlano di questo argomento e

イタリア、ドイツ、オーストリアそしてポル

mai. Tuttavia, la “notte bianca” di sabato

proprio un servizio di una trasmissione

トガルでの国内リーグを監督として采配し全

18 Giugno e` stata una vera e propria

televisiva che ha diffuso i risultati di un

て優勝しました。現在は、アイルランドの代

novita` perche` oltre ai negozi, ai bar e ai

sondaggio svolto degli studenti a proposito

表チームの監督をしていて、次のヨーロッパ

ristoranti aperti fino alla mattina, il centro del

del copiare ha suscitato diverse polemiche.

カップでの成功が期待されています。

capoluogo veneto e` stato animato da una

Secondo i dati raccolti, il 35% degli studenti

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

serie di manifestazioni culturali interamente

non crede che copiare all`esame sia una

Trapattoni e` un personaggio interessante

dedicate al mondo dell`arte.

cosa negativa; inoltre, quasi tutti pensano

anche

L`iniziativa, promossa dal Comune in

che non far copiare un amico in difficolta` sia

particolari. Ad esempio, quando parla ama

collaborazione

“Ca`

una cattiveria. Ovviamente, gli insegnanti

molto utilizzare proverbi e a volte ne inventa

Foscari”, ha avuto successo anche tra gli

non sono d`accordo e dicono che copiare

alcuni. In tempi recenti, durante una

spettatori i piu` piccoli. Gli organizzatori

all`esame e` come imbrogliare nella vita di

conferenza stampa, ha dichiarato: “Gli

hanno infatti sottolineato che oltre agli

tutti i giorni. Voi, come studenti, cosa ne

italiani vogliono tutto: vogliono l`uovo, la

adulti, anche diversi studenti delle scuole

pensate di chi copia?

gallina e il sedere caldo. Pero`, dopo aver

medie hanno

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

fatto l`uovo, la gallina se ne va”. Con questo

attenzione le diverse iniziative culturali,

“Esame di maturita`”

卒業資格試験/

proverbio, probabilmente voleva dire che gli

dimostrando un sorprendente interesse per il

“argomento”

“trasmissione

italiani a volte sono difficili perche` sono

mondo della cultura che, normalmente,

televisiva”

“copiare (un

esigenti. Un`altra sua abitudine strana e`

viene apprezzato solo con il trascorrere degli

esame)”

試験 を丸 写しする /“imbrogliare”

quella di versare dell`acqua a benedetta sul

anni.

だます

con

l`Universita`

seguito

con particolare

主 題

/

テレビの番組/

perche`

ha

alcune

abitudini

campo prima delle partite importanti.

トラパットーニには、変った習慣があります。

日本人学習者にイタリア語表現の紹介（１１）

www.kudanacademy.com

例えば、新聞記者と話す時に、諺を使う事が

１４番の Settimanale で、“Vedere”と”guardare”

イタリア語を学習するなら：

大好きです。話術が大変たくみで、自分で面

と”osservare”の違いについて書きました。

白い話などをまぜて話すので、トラパットー

“Vedere”と”guardare”と”osservare”の違い

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

ニのスピーチは楽しいと評判です。例えば最

は、”Ascoltare”と“Sentire”と”udire”の違いと似

（２）

グループレッスン

近、 イタリア人は要求が多すぎる と言いた

ています。

（３）

インターネットによる自宅学習

かったのでしょう。 イタリア人は何でも欲し

”Ascoltare”と“Sentire”と”udire”の意味は日本語

がる。鶏も欲しい、卵も欲しいし、そしてい

では全て、 聞く ですが、 Ascoltare は 興

（４）

E メールによる作文添削

い場所に座りたい。でも、ニワトリは卵を産

味深く聞く

（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

んだら逃げて行った

で、聞く事に興味がある時に使

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

（NEW システム開始）

と言いました。トラパ

います。

ットーニは、大事な試合の前に、幸運のため

例えば： Io ascolto le notizie

にサッカー場に聖水を注ぎことでも有名で

聞く)。ニュースは興味を持って聞きますから

生活スタイルに合わせた学習が可能

す。指笛で指示を出すことも得意です。色々

☆☆☆

お問い合わせは、

な音色を出せるそうです。ドイツに長くいた

逆に、聞く動作の方が聞いている事より大事

九段アカデミー

ので Tedesco という愛称もあります。バイエル

なら、”Sentire”を使った方がいいです。

ンミュンヘンを何度も優勝させています。と

例えば： Io sento la musica. なら、 私は音楽

にかく、イタリアで最も有名な監督の 1 人で

を何と無く聞く

あることは間違いありません。
最後に、 Udire

“inventare”

える とか、 耳にする

“probabilmente”
する/

“esigente”

多分 /

“proverbio”
“dichiarare”

要求の多い /

になります。

☆☆☆

----------------------------------------------------------発明する/

(私はニュースを

諺/
表明

“versare”

と言う動詞の意味は 聞こ
に近いと思います。

例えば、 Io ho udito un grido の意味は 私

注

は叫び声を耳にしました。

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

TEL：０３（３２６５）６３６８
FAX：０３（３２６５）６３６８

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

発行人 中原 進

編集者：Federico Mosoni

ぐ/“acqua benedetta” 聖水

面白いイタリア語の紹介（１３）

季節の言葉（６）

九段アカデミーの、新しい E メール学習プロ

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

イタリアで国民投票があり、原子力発電につ

ジェクトの一部を紹介したいと思います。イ

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

いて賛成か反対かを問われました。現在イタ

タリア人が話す時に良く使う表現なので、イ

Settimanale KUDAN 購読希望と

リアには原子力発電所がありませんが、今回

タリア語で話す時にどうぞ使って見てくださ

の国民投票で、イタリア国民の９５％が原子

い。

☆ “mi

sa che.....”

発行者：九段アカデミー 出版部

書いて、お申込下さい。
編集後記：さあ、暑くなってきました。イ

(＝〜のような気がする)

タリアはバカンスのシーズン開始です。

☆ “Referendum”

例えば： “Mi sa che tocca a me.”

1990 年頃だったと思いますが、6 月の中旬

イタリア語で、国民投票は”Referendum”です。

（僕の番のようだね）

にテレビでニュースキャスターが,

ラテン語の”Refero”と言う動詞から来ます。ラ

☆ “alla meglio”

Buona Vacanza！と言ったと思ったら、翌

(＝やっとのことで)

日から朝のニュースがなくなりました。本

☆ “Referendum abrogativo”

例えば：”Il tetto e' stato riparato alla

当にバカンスに入ったのですね。テレビの

国民投票の目的がある法律の廃止と関連ある

meglio con la latta.”

朝のニュースは 9 月中旬までありませんで

力発電の新設に反対投票しました。

テン語の”Refero”の意味は 伝える です。

場合、”Referendum abrogativo”といいます。
☆ “Referendum confermativo”

（屋根はブリキでやっと修理されていた）
☆ “al

massimo”

した。今はそんなことはないようです。
夏休みも 1 ケ月、それも 8 月に集中するよ

政府が憲法を変える場合、選挙人の意見を聞

(＝せいぜい)

うです。ただ、別荘を持っている人は、6

くことが求められます。新しい憲法の確認の

例えば：Avra` al massimo 30 anni.

月中旬に学校が終わりますから、奥さんと

ための国民投票は、”Referendum confermativo”

（彼女はせいぜい３０歳でしょう！）

子供は別荘、亭主は 1 人で都会暮らしとい

と言います。

☆ “essere una tomba”

うリズムは今でも同じでしょうか。日本も

☆ “Indire un referendum”

(＝口が堅い)

節電で休みが増えそうです。

最後に、国民投票を布告するのは、”Indire un

例えば：Lui non parlerà. È una tomba.

referendum”と言います。

（彼は話さないでしょう。口が堅いですから）

momento se ne erano pero` perse le tracce,

有名なイタリア人(１7)

Salvatore Riina

tanto che si riteneva che l`opera fosse stata
ormai definitivamente perduta.
----------------------------------------------------------“perduto”

なくした/

/ ”collezione”
専門家/
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olio”

油絵 /

地球/

“asta”

Stati Uniti: ritrovato per caso un quadro

たまたま

”esperto (di)”

収集/

”rinnvenire”

/ ”galleria”
Numero 19

” per caso"

競売/

“dipinto a

見付ける /

”benedire”

．．．の

”globo”

祝福する/

”accorgersi"

気 づく

Purtroppo tra gli italiani famosi non ci sono

= ギ ャ ラリ ー /”tesoro" 宝物

solo esempi positivi e a volte ci sono dei

/ ”traccia”=跡/“definitivamente” =

最終的に

Banana Yoshimoto Premiata a Capri

personaggi molto negativi. Uno di questi e`
sicuramente

バナナ吉本がカプリで受賞！

Salvatore

Riina,

l`ex

potentissimo capo della Mafia Siciliana.

di Leonardo che si credeva perduto.

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

アメリカでダビンチの絵発見さる

残念ながら、世界で有名なイタリア人の中に
は、良い事で有名になった人だけでなく、犯
罪者として有名になった悪者もいます。例え
ば Salvatore Riina （サルバトーレ・リイナ）は
シチリアのマフィアのボスとして、世界中で

Nel mese di Luglio di ogni anno a Capri si

有名になった人物でしょう。

svolge un evento internazionale dedicato al

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

mondo della letteratura. Durante questa

Salvatore Riina, soprannominato Toto`, e`

importante

quale

nato nel 1930 a Corleone, in Sicilia, in una

prendono parte scrittori e critici di tutto il

famiglia molto povera di agricoltori. I suoi

Un quadro di Leonardo da Vinci ritenuto

mondo, si usa conferire un riconoscimento

primi contatti con la criminalita` organizzata

ormai perduto e` stato ritrovato per caso

simbolico a una figura importante della

risalgono al dopoguerra, quando si e`

nella collezione di un esperto d`arte

letteratura mondiale.

affiliato alla famiglia mafiosa di Corleone,

americano. Il titolo dell`opera rinvenuta e`

Quest`anno la giuria ha scelto di premiare la

all`epoca guidata dal padrino Michele

“salvador mundi” ( che significa “Il Slvatore

scrittrice Kahoko Yoshimoto (conosciuta

Navarra. Negli anni 60 Riina ha iniziato una

del Mondo” in latino). Si tratta di un dipinto a

come Banana Yoshimoto), autrice di libri di

rapida e inarrestabile scalata ai vertici della

olio a soggetto religioso, dato che nella

grande successo non solo in Giappone ma

Mafia, tanto da diventare negli anni 80

piccola tela (66 centimetri di altezza per 46

anche nel resto del mondo e soprattutto in

l`indiscusso capo supremo della malavita

centimetri di larghezza) e` raffigurato Cristo

Italia, dove risulta essere una delle autrici

organizzata siciliana.

che con la mano destra benedice la mano

piu` apprezzate. Secondo alcuni recenti

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

sinistra dove tiene un globo.

sondaggi svolti nelle librerie e nelle

サルバトーレ・リイナは１９３０年にシチリ

Gli attuali proprietari del capolavoro sono

biblioteche di tutto il paese, la Yoshimoto e`

アにあるコルレオーネ（Corleone）と言う村に

alcuni imprenditori statunitensi che hanno

risultata essere l`autrice straniera preferita

生まれました。若い時はとても貧乏で、農民

detto di averlo acquistato durante un`asta in

da un gran numero di appassionati di

として働きましたが、二十歳頃コルレオーネ

una nota galleria di New York e di essersi

letteratura.

のギャングとなりました。１９６０年代にコ

accorti di avere tra le mani un vero tesoro

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

ルレオーネとパレルモのマフィア組織の中で

solamente alcuni mesi dopo.

”critico”

力をつけ、ついにシチリアのマフィアのボス

Secondo gli storici, il “Salvador Mundi”

/ ”riconoscimento”

sarebbe stato dipinto da Leonardo durante il

徴 的 /

suo soggiorno a Milano nel 1499. Da quel

“appassionato”

manifestazione,

評論家/

alla

“conferire”
商品 /

授与する

”simbolico”

“figura importante”
熱中した人

象

大 立 者 /

になりました。リイナの前には彼ほど強力な
ボスがいなかったので、新聞でも
のボス

と呼ばれていました。

ボスの中

www.kudanacademy.com

A Toto` Riina sono stati attribuiti centinaia di

季節の言葉（８）

omicidi. I suoi sicari hanno assassinato

今は夏で、本当に暑くなりました。イタリア

numerosi megistrati, poliziotti, carabinieri e

も夏は暑いですが、日本より湿気が低いので、

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

finanzieri che cercavano di contrastarlo,

日本の方が蒸し暑いと思います。

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

（２）

グループレッスン

（３）

インターネットによる自宅学習

☆ ”蒸し暑い”

oltre a giornalisti che denunciavano i suoi
traffici sui giornali e anche persone comuni

蒸し暑い イタリア語で”Afoso”

イタリア語を学習するなら：

che magari, per puro caso, erano state

と”Soffocante”になります。例えば 日本の夏

testimoni a qualcuna delle sue malfatte. Tra

は蒸し暑い は、イタリア語で”L`estate

（４）

E メールによる作文添削

le sue vittime piu` famose, ci sono anche il

giapponese e` afosa”になります。

（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

☆ ”じめじめする”

giudice Giovanni Falcone, il giudice Paolo

（NEW システム開始）

Borsellino, oltre al generale del Carabinieri

天気の話なら

Carlo Alberto Dalla Chiesa.

で umido になります。逆に、気持ちの話な

生活スタイルに合わせた学習が可能

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

ら、”triste”とか”cupo”と言う形容詞を使った方

お問い合わせは、

リイナは多くの殺人容疑があり、その犠牲者

がいいと思います。

九段アカデミー

じめじめする

はイタリア語

には警察官、司法官、新聞記者や、たまたま

☆ ”熱中症”

マフィアの犯罪を目撃者した普通の人までも

夏、とても暑くなる時には熱中症に気を付け

います。今でもリイナによる犠牲者が実際に

ましょう。熱中症はイタリアでは日本ほど使

TEL：０３（３２６５）６３６８

は何人か分かっていませんが、１００人以上

われませんが、イタリア語では”Colpo di

FAX：０３（３２６５）６３６８

といわれています。Settimanale１４号で紹介し
た Giovanni Falcone と Paolo Borsellino もリイナに

calore

を当てることが出来ます。

日本人学習者にイタリア語表現の紹介（１２）

殺された犠牲者です。

☆

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

メガネをかける

メガネをかける

のイタリア語は、少し注

Nonostante la polizia e i carabinieri lo

意が必要です。
「メガネをかけている」は

cercassero con grandi sforzi, Riina e` stato

portare を使って、”portare gli occhiali”にし

latitante per piu` di trent`anni. E` stato

ます。

arrestato solo nel 1993. Condannato

一方、
「メガネをかける」という動作は（例え

all`ergastolo, e` stato rinchiuso nel carcere

ばケースから出して、かける場合）
、”portare

milanese di Opera, dove e` tuttora detenuto.

gli occhiali”のかわりに”mettersi gli

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

occhiali”の方がいいでしょう。

１９６０年代以降、警察はリイナを逮捕しよ

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
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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
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面白いイタリア語の紹介（１４）

うとしましたが１９９３年にやっと捕まえる

Settimanale KUDAN 購読希望と
書いて、お申込下さい。
編集後記：日本の財政危機は他人事ではあ
りませんが、欧州ではギリシアに発し、ス
ペインやイタリアも危機が叫ばれていま
す。ただ、これは筆者の「感覚」だけでの

今週の Settimanale にも、新しい E メール学
事が出来ました。現在終身刑を宣告されて、

話ですが（経済的データは無視）
、イタリア
習プロジェクトの一部を紹介したいと思いま
は、少なくとも 40 年ほど前からずーっと危

ミラノにあるオペラと言う刑務所にいます。
す。諺はとても面白いですが多分難しくて覚
＊リイナは日本ではあまり関心を持たれてい

機だといわれておりますが、イタリア人の
えにくい。だから少しづづ勉強して、どんど

ないかも知れませんが、イタリア人なら誰で

生活が変ったという感じは全くしません。
ん面白い諺を使えるようになりましょう。

も知っていますし、欧米では有名です。彼は

相変わらず、バカンス期間は旅行へ、中流
☆”essere disposto a tutto”

マフィア史上最も凶悪で、ボス中のボスと呼
(何が何でも〜する気である)
ばれていたこと、それと政治家との関係につ

は別荘を持ち、車は一家に 2〜3 台。この国
では国家の危機と国民の生活とは別のよう

例えば： “Ormai ero disposto a tutto.”
いても色々噂されているからです。

な気がします。少し言い過ぎかも知れませ

----------------------------------------------------------”affiliarsi (a)”
mafiosa”

加 入 す る

ギャング /

人の認める権威/

“malefatta”

犯罪

/ “famiglia

”capo indiscusso”
”supremo”

(もう、僕は何が何でもその気であった)
んが、あくまで「感覚」です。皆さんはど
☆”mi sa che....”
(〜のような気がする)

万

最高の/

う、思いますか？我々は colpo di calore に
注意して夏をすごすことにしましょう。

例えば： “Mi sa che tocca a me.”
(僕の番のようだね)

famosi ed eccessivamente costosi.

有名なイタリア人(１8)

Federica Pellegrini

----------------------------------------------------------“ferie”

休み /

(da) ”

隠れる /

recenti”

“meta"

目的地 /

”torrido”

最 近

/ ”divertimento”

/

“in

酷暑 /
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平 均

”cio` nonostante”

娯楽 /

disposto a (不

定詞 )” 。。の用意ができている/

1

”In tempi

media”

それにもかかわらず/ ”essere

放棄する

”rifugiarsi

/ “villeggiatura”

”rinunciare”

避暑

Giappone e Italia insieme per le energie

Nel mondo, oltre a tanti italiani illustri, ci

rinnovabili!

sono anche tante italiane che, grazie alle

代替エネルギーに日伊が協力？

loro azioni, hanno onorato il loro paese. Una

Estate 2011: dove vanno in vacanza gli

di queste brave ragazze e` la giovane

italiani? 2011 年イタリアの夏休みは？

campionessa di nuoto Federica Pellegrini.
----------------------------------------------------------世界で、著名なイタリアの男性もいますがイ
タリアに栄誉を与える女性もいます。

Il Giappone e l`Italia, paesi tradizionalmente

Federica Pellegrini

amici, collaboreranno per diffondere e

リーニ)は、現在世界一の水泳選手です。

sviluppare la produzione di energia elettrica

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

Il mese di Agosto e` un periodo dell`anno

con sistemi ecologici e alternativi ai

Nata a Mirano, un piccolo comune del

che gli italiani dedicano al riposo, al

genetarori alimentati con i carburanti fossili e

Veneto, nel 1988, la Pellegrini ha raccolto il

divertimento e al relax. Fin dall`inizio del

ai reattorio nucleari? Stando ai recenti

suo

mese, diverse aziende chiudono anche per

avvenimenti e soprattutto i primi passi che la

internazionale nel 2005, quando, a soli 17

due o tre settimane e i lavoratori possono

nota azienda di Osaka “Yanmar” sta

anni, ha conquistato la medaglia d`argento

finalmente andare in ferie con le loro

muovendo in Italia, la risposta sembra

ai campionati del mondo a Montreal. Questo

famiglie.

essere

multinazionale

suo primo successo e` stato confermato

Come tutti gli anni, le mete preferite dai

giapponese ha infatti scelto di aprire a

negli anni successivi, durante i quali ha

turisti italiani sono le localita` di mare, anche

Firenze una filiale dove si lavorera` alla

ottenuto diverse vittorie. L`apice del suo

se le persone che decideranno di rifugiarsi

progettazione e alla costruzione di motori

successo e` stato pero` nel 2008 alle

dal caldo torrido delle grandi citta` sulle Alpi

ecologici alimentati a energia solare o con

Olimpiadi di Pechino, dove ha vinto la

del Nord o sugli Appennini non saranno

sistemi che sfruttano la potenza delle

medaglia d`oro nei 200 metri.

sicuramente poche.

biomasse. A questo punto, la speranza e`

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

In tempi recenti l`economia italiana ha avuto

che al primo e importante passo della

ベネト州のミラーノという小さい村に生まれ

dei grossi problemi, a causa dei quali le

Yanmar seguano una serie di scambi

たペッレグリーニ選手は 2005 年の国際競技大

famiglie hanno in media meno soldi da

culturali per rinforzare la gia` solida amicizia

会で頭角を現しました。１７歳で、カナダの

spendere per i divertimenti rispetto al

tra italiani e giapponesi e per costruire

モンレアールにおける水泳ワールドカップで

passato. Cio` nonostante, nessuno sembra

insieme un futuro piu` pulito basato

銀メダルを獲得。その後、多くの試合で、メ

essere disposto a rinunciare a godersi il

sull`energia prodotta con metodi ecologici.

ダルを獲得しました。2008 年には、北京オリ

relax e il divertimento di una bella vacanza.

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

ンピックの２００メートル自由形で金メダル

Sicuramente, rispetto agli anni passati la

”alternativo”

を得ました。現在女子自由形 200m と 400m の

villeggiatura sara` piu` breve e si preferira`

/ ”carburante fossile”

visitare localita` meno conosciute e piu`

をよく考えると /

economiche invece dei soliti luoghi turistici

バイオマス/

affermativa.

La

交代の /”generatore” 発 電機
炭化/

“filiale”

“metodo”

”stare a...”

支部/

方法

primo

(フェデリカ

successo

in

ペッレグ

una

gara

。
。

世界記録保持者です。慎重 178cm とすらりと

“biomassa”

した長身。ペレグリーニ選手を有名にしたの
は、イタリア人として初めて 16 歳 2 ケ月でオ

リンピックの表彰台に立ったこと（アテネ）
、

www.kudanacademy.com

例えば： Sembra che ci sara` il mare grosso.
(

北京では唯一高速水着を使わないで世界記録

)

イタリア語を学習するなら：

Il mare e` calmo / piatto

☆

を出し、金メダルを獲得したこと、その後も

しけ模様です

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

自身の世界記録を塗り替え続けているなど。

逆に、天気は良くて、穏やかな海の時に、 Il

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

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

mare e` calmo

と”il mare e` piatto”も言います。

（２）

グループレッスン

Fino al 2008 la piu` grande rivale della

☆ ”alto mare”

（３）

インターネットによる自宅学習

Pellegrini e` stata la nuotatrice francese

船で、海岸が見えないところまで行きますと

Laure Manaudou. Secondo diversi giornali

これは日本語で「沖合」。イタリア語で、沖合

sportivi, la rivalita` tra le due atlete non
nasceva solo dal fatto che entrambe erano
due giovani e promettenti nuotatrici che

は、 alto mare

になります。

“Alto mare”は他に面白い意味もあります。

Essere in alto mare

と言う諺です。

gareggiavanonelle medesime gare, ma

意味は

anche e soprattutto da questioni personali.

例えば： Con i preparativi sono in alto mare.

Sembra infatti che tra le due ragazze non
corra buon sangue, anche e soprattutto in

(

解決にはほど遠い

になります。

日本人学習者にイタリア語表現の紹介 (13)
☆

Fino

e

時間の表現をするときに、 まで

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

時に難しいようですね。辞書では、 entro

2008 年まで、ペッレグリーニ選手のライバル

と fino が書いてあります。しかし、 entro
と

fino

の翻訳が、

はどのようにちがいますか？

と言うフランスの選手でした。この二人の争

「いつかまで」何かずっとやる時には, fino

いも彼女を有名にした理由のひとつです。二

のほうがいいと思います。

人は常に優勝を争って来ました。特に、マナ
ドゥの元の彼氏がペッレグリーニ選手と付き

５時までテニスをやります

合ったことは、大変話題となりました。

)

逆に、
「ある時点の前に」やらなければならな

”illustre”

著名な/

いことがある話なら、 entro を使います。

を与える /

”campionessa di nuoto”

手/

”gara internazionale”

/ ”vittoria”

勝ち/

“promettente”

。。
。に栄誉
水泳選

国際競技大会

”rivale”

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

生活スタイルに合わせた学習が可能
お問い合わせは、

九段アカデミー
102-0074

東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14

TEL：０３（３２６５）６３６８
FAX：０３（３２６５）６３６８

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

発行人 中原 進

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

☆☆☆☆

----------------------------------------------------------“onorare....”

（５）

編集者：Federico Mosoni

例えば： Gioco a tennis fino alle 5:00.
(

E メールによる作文添削

ジェネシス九段南ビル４F

entro

l`ex ragazzo della Manaudou.

は Laure Manaudou（ロール・マナドゥ ）

（４）

)

準備はまだ全然出来ていません

seguito al fidanzamento della Pellegrini con

（NEW システム開始）

例えば： devo telefonare entro le 5:00

Settimanale KUDAN 購読希望と
書いて、お申込下さい。
編集後記：Pellegrini 選手の事を書き始め

( ５時までに電話をしなければなりません。 )

たら、丁度世界選手権が始まって、さっと

☆☆☆☆

金メダルを取って行きましたね。まだいく

ライバル/

見 込 み の あ る

/ ”non

まとめますと、 Fino は、ある時点までずっ

つかレースがあるようです。日本選手が弱

correre buon sangue tra .... e ....”

。。。の間

とやるときに使いますが、一方ある時点の前

いところなので、応援してます。7 月 29 日

の折り合いが悪い

に一回だけ何かやるのなら、 Entro

は Mussolini の誕生日。よくも悪くもイタ

季節の言葉（10）

面白いイタリア語の紹介(15)

リア人としては、最も有名な一人でしょう。

もう夏です。東京もむし暑くて、田舎や海に

なでしこジャパンは女子サッカーのワールド

彼が作ったファシスト党の、ファッショと

行きたいですね！イタリア人は夏には海へ遊

カップで頑張って、優勝しました！私たちも

いうのは、もともとフィウメを占領した

びに行くのは大好きで、休みの日は海は多く

熱狂しましたし、日本の選手が勝ってくれて、

D’Annunzio が言い始めたものと言われま

の人でにぎわいます。さて、今回は海と関係

うれしいことです。イタリア語で、頑張る、

す。D’Annuzio は il Settimanale Kudan の

ある言葉を少し紹介したいと思います。

必至になるは”darsi (molto) da fare”といい

第 1 号に登場した人物でした。第 20 号を記

☆ ”mare

grosso”

です。

ます。例えば：

念して、第 1 号を思い出してみました。

天気が悪いと、海は荒れて、しけ（時化）が

”Le giocatrici giapponesi si sono date

大雨で大きな被害も出ています。自然災害

起こります。イタリア語で、 しけ という名

molto da fare e hanno vinto la coppa!”

は常にやってきます。気をつけましょう。

詞は”mare grosso”です。普通に

( 日本の選手はとても頑張って、女子サッカ

は

mare grosso

essere 動詞とセットで使います。

ーワールドーカップで優勝しました！)

leggera come un bicchiere di succo, e`
rinfrescante e si gusta volentieri in questo

有名なイタリア人(１9)

Romano Mussolini

caldissimo periodo dell`anno.
----------------------------------------------------------“crisi” 危

機

/ “attanagliare"

/ ”traballante”

あやふやな/

/ ”Del resto”

する暑さ

“alimento”

食品

さいなむ

”afa”

むんむん

だがしかし

/ ”naturale”

自然な

/
/

“condito con” で味付けした
16
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8 Agosto:giornata del sacrificio del

Romano Mussolini, l`ultimogenito di Benito,

lavoro italiano nel mondo.

e` stato un famoso Jazzista e pittore

８月８日、イタリアの移民労働者の日。

italiano. Nato a Forli` nel 1927, e` morto a

Nonostante la crisi il gelato tiene bene.

Roma nel 2006.

Nonostante appartenesse

Boom di nuove gelaterie italiane a Tokyo!

alla famiglia Mussolini, Romano non si e`

今年の夏、ジェラートブームですか？

mai interessato direttamente di politica. Fin
dalla sua giovinezza sui e` dedicato all`arte
e alla musica, specializzandosi soprattutto
nel suono del pianoforte. A cavallo tra gli
(entrata della miniera di carbone di Marcinelle)

anni `50 e `60, l`orchestra di Mussolini ha

L`otto Agosto e` la data in cui si ricordano

vissuto un periodo d`oro ed e` diventata

tutti gli italiani che sono emigrati all`estero

famosa sia in Italia che all`estero.

Nonostante la recente crisi che sta

per sfuggire alla miseria e che sono caduti in

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

attanagliando l`ormai traballante economia

incidenti sul lavoro. La scelta di questa data

ロマーノ・ムッソリーニ、イタリアのファシ

mondiale, ci sono dei settori che tengono

per onorare tutte queste vittime non e`

スト党の統帥の最後に生まれた子供で、とて

bene e che in certi casi crescono addirittura.

casuale; e` stato infatti l`otto Agosto del

も有名なジャズプレーヤー兼画家でした。１

Tra questi c`e`, un po` a sorpresa, quello dei

1956 che in Belgio, nella localita` di

９２７年にフォルリに生まれ、ムッソリーニ

dolci e soprattutto del gelato. Probabilmente

Marcinelle, c`e` stato un grave incidente in

の息子でしたが、彼は政治とは全く関係がな

favorite dall`afa delle ultime settimane, nei

una miniera di carbone nel quale sono morti

く、若い時から美術とジャズに興味を持って

quartieri piu` “in” di Tokyo sono spuntate

262 operai, di cui 136 erano italiani.

いました。５０年代と６０年代にイタリアで

decine di gelaterie, molte delle quali

Questa importante ricorrenza e` stata decisa

もまた外国でも大変有名になり、アメリカの

vendono anche altri dolci parte della

solamente nel 2001 e, sebbene in Italia non

素晴らしいジャズプレーヤーと一緒にコンサ

tradizione culinaria italiana.

sia un giorno di vacanza, sono state

ートに参加したこともありました。

Del resto e` risaputo che il gelato italiano e`

organizzate alcune iniziative simboliche per

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

un alimento piu` sano e leggero di altri dolci

ricordare tutti coloro che hanno dovuto

Romano Mussolini ha iniziato a interessarsi

simili prodotti in America o in Germania,

lasciare il loro paese natale per cercare

alla musica Jazz negli anni 30. In quel

grazie al fatto che gli ingredienti sono

fortuna altrove. Inoltre, per rispetto nei

periodo la musica straniera era proibita dal

semplici e naturali. Soprattutto i gusti alla

confronti delle vittime della miniera belga, in

regime fascista, ma lui riusciva comunque a

frutta hanno un basso contenuto di calorie,

tutte le ambasciate italiane sparse per il

procurarsi spartiti provenienti dall`America.

dal momento che l`unico ingrediente

mondo e` stato osservato un minuto di

A volte, li suonava accompagnato dal padre

pesante e` lo zucchero.

silenzio.

che era un discreto violinista.

Per chi non ama i dolci troppo zuccherati, la

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

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

tradizione italiana puo` offrire la granita,

”cadere”

３０年代と４０年代のころ、ロマーノはジャ

cioe` del ghiaccio tritato condito con dello

鉱山 /

sciroppo alla frutta che, oltre a essere

記念/

落 ちる / 亡く なる

”carbone”
”altrove”

石炭 /

別な所に

/ ”miniera”

“ricorrenza”

周年

ズに魅せられました。当時、イタリアでは外
国の音楽と外国の美術は禁止されていまし

た。しかし、法を破り、楽譜を手に入れ、父

www.kudanacademy.com

日本人学習者にイタリア語表現の紹介 (14)

イタリア語を学習するなら：

と一緒に音楽を楽しみました。ベニートムッ

“Tanto” e “Perche`”

ソニも音楽が好きで、趣味としてバーイオリ

”perche`”の代わりに、状況によって”tanto”

ンを弾いていました。

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

を使うことができます。

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

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

“Tanto”を使える時はある特別な状態なので、

（２）

グループレッスン

Romano Mussolini si e` sposato con Maria

少し注意しましょう。

（３）

インターネットによる自宅学習

Scicolone,

sorella

dell`attrice

Sofia

日本語で

別に〜だから

（NEW システム開始）

と言う言い方があ

Scicolone, famosa nel mondo con il nome

る時に、”Perche`”の代わりに”Tanto”をつか

（４）

E メールによる作文添削

d`arte di Sofia Loren. Dal loro matrimonio

うことができます。

（５）

E メールによる文法学習

Sono nate due figlie, tra cui una, di nome

例えば： 別に寒くないから、ジャケットは着

（６）

E メールによる読解学習

Alessandra, e` attualmente una deputata

なくてもいいです なら、イタリア語で”Non

（７）

E メールによるリスニング学習

eletta nelle file del centro destra.

metto la giacca, tanto non fa freddo.”とい

生活スタイルに合わせた学習が可能

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

うことが出来ます。

お問い合わせは、

ロマーノ・ムッソリーニはソフィアローレン

Tanto の意味は、もちろん 別に〜だから

の妹と結婚して、娘が二人あります。一人は、
ムッソリーニアレッサンドラ、彼女は政治家
となり、今も保守派議員です。

最 後 に 生ま れた 子 供

/ ”dedicarsi a...” 。。。に献身する/ “A cavallo

tra...”

。。。の間に/ /

どうせ

とにかく や

どのみち

とも似ています。

これから原因節で 別に〜だから

----------------------------------------------------------“ultimogenito”

ですが 日本語の

かく と言う場合に、 perche`

や とに
の代わり

に”tanto”を使ってみてください。例えば
“Vado lentamente, tanto ho tempo.”

九段アカデミー

102-0074 東京都千代田

区九段南 4-5-14 ジェネシス九段南ビル４F
TEL：０３（３２６５）６３６８
FAX：０３（３２６５）６３６８

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

発行人 中原 進

“accompagnare”

、連

(別に時間があるから、ゆっくり行きます)

編集者：Federico Mosoni

“discreto”

まあ

“Non scappare, tanto ti prendo”

発行者：九段アカデミー 出版部

(どのみち捕まえるから、逃げないで！)

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

“Posso andare in bici, tanto non piove.”

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

れ立っていく、伴奏する、/

まあの/ ”deputata”女性の代議士
季節の言葉（11）
最近はアメリカもイタリアも経済的危機が叫

(どうせ雨が降らないから、自転車で行ける！)

ばれています。今回の季節の言葉は少しさみ

面白いイタリア語の紹介(16)

Settimanale KUDAN 購読希望と
書いて、お申込下さい。

しい感じがするかも知れません。

☆” avere la testa fra le nuvole”

編集後記：これを書いているのが締め切り

☆”倒産寸前である”

（ぼんやりして、上の空で）

前の 8 月 15 日。日本は終戦記念日ですが、

このところアメリカも状況が悪く、国が倒産

例えば： Dopo aver ricevuto quella notizia, per

イタリアは Ferragosto という日です。

寸前のようです。イタリア語で、 倒産寸前で

tutto il giorno aveva la

testa fra le nuvole.

これは、聖母マリアの被昇天のお祭りです。

ある は、”essere sull`orlo del fallimento”

(そのニュース（知らせ）の後で、彼は一日中

イタリアでもこの日はとても暑い日という

になります。

上の空だった)

イメージがあります。昔は、ロンバルディ

☆”株式市場”

☆”essere una passeggiata”

ア地方では、この日に従業員に、夏休みを

今、アメリカの財政赤字のおかげで、ミラノ

(とても簡単である)

過ごすためのボーナスが支払われていまし

の株式市場は大きく影響を受け、毎日株価が

例えば： Poiché avevo studiato tanto, l'esame di

た。日本の薮入りですね。今はその習慣は

下落をしています。イタリア語で 株式市場
は

Mercato azionario

で、 赤字を出す

の

は”Essere in perdita”です。
☆ ”Piazza Affari”
イタリアの株式取引場はミラノの、”Piazza
affari”（アッファーリ広場）にあります。その
結果、 今日の株式市場はどうでしたか？ と

Italiano è stato una passeggiata.
（良く勉強していたので、イタリア語の試験

な Siena の Palio が開かれる日です。この

は簡単だった）

Palio も聖母マリアを記念して開かれるも

☆”ficcare il naso in”

ので、そのために 8 月 15 日の翌日に開かれ

（他人のことを詮索する、介入する）

るようです。イタリアも日本も暑い真っ盛

例えば： Capirà subito che qualcuno ha ficcato il

りですが、この日を境に夏休みの終わりが

naso dove non doveva ficcarlo.

聞きたいときは、 Come e` andata a piazza

（彼はすぐに誰かが余計なことに首を突っ込

Affari

んだことを知るだろう）

ともいいます

ないそうです。そして、8 月 16 日は、有名

近づいてきます。

altri invece Vincenzo Peruggia sarebbe stato

有名なイタリア人(20)

Umberto Bossi

un comune predone che avrebbe sottratto il
quadro solamente per poterci guadagnare
dei soldi.
----------------------------------------------------------”restauratore” 修復家/ ”limitarsi a (不定
詞 )”

。。。 し す ぎ な い よ う に す る

/ ”brancolare nel buio”暗中模索の会談であ
る
1
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Numero 22

/ ”spontaneamente” 自発的に

Primo Settembre: tutti a scuola!

Umberto Bossi e` un famoso politico

9 月 1 日：イタリアで新学期が始まる

italiano. E` il segretario della Lega Nord
Padania, un partito che da diversi anni

Parigi 1911: un italiano ha rubato la

chiede l`indipendenza delle Regioni del

Gioconda!

Nord Italia (dall`Emilia Romagna in su) per

1911 年、イタリア人がモナリサを盗む

creare una nuova nazione, denominata
Padania.
----------------------------------------------------------In Italia l`anno scolastico inizia a Settembre

Umberto Bossi (ウンベルト・ボッシ)イタリアの

quindi, in questi giorni, miglaia di studenti

政治家。
“Lega Nord”と言う政党の設立者です。

delle scuole elementari, medie e superiori

“Lega Nord”は北イタリアの国家独立運動で、

Non sono in molti a conoscere il nome di

concluderanno le loro vacanze estive e

目的は今の北イタリアの州で“Padania ”と言

Vincenzo Peruggia, il restauratore italiano

ritorneranno a impegnarsi sui banchi di

う独立国を作ることです。

impiegato presso il museo del Louvre che,

scuola.

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

nell`Agosto di 100 anni fa, ha rubato la

Anche quest`anno, la data d`inizio delle

In questi anni la Lega Nord ha pensato

Gioconda. Contrariamente a quanto possa

lezioni e` diversa a seconda della Regione.

anche a come organizzare la Repubblica

sembrare, il furto e` stato completato molto

Ad esempio, gli studenti iscritti agli istituti

Federale Padana. La capitale sarebbe dello

facilmente, in quanto il trafugatore si e

delle regioni del Nord Italia inizieranno il

stato sarebbe Venezia, il parlamento

limitato a nascondere il capolavoro di

nuovo anno scolastico gia` durante la prima

avrebbe sede a Mantova e l`inno nazionale

Leonardo sotto la giacca, portandoselo a

settimana di Settembre mentre i loro colleghi

sarebbe il “Va Pensiero” di Giuseppe Verdi.

casa dopo il lavoro. Negli anni successivi,

delle

I mezzi di comunicazione (gia` attivati)

nonostante il grande impegno la polizia

posticipare la fine delle vacanze e del

sarebbero

brancolava nel buio e Peruggia non e` stato

divertimento estivo ancora per qualche

l`emittente radiofonica “Radio Padania

nemmeno sospettato. E` stato arrestato

settimana. Per tutti ci saranno pero` dei

Libera” e il canale TV “TelePadania”. La

solamente nel 1913, quando ha deciso

cambiamenti e delle novita`: negli ultimi mesi

Padania ha anche una nazionale di calcio

spontaneamente di costituirsi e di restituire il

il Governo ha infatti previsto delle profonde

che, ogni anno, affronta in un torneo altre

maltolto. Ancora oggi, a 100 anni esatti dal

modifiche al mondo della scuola, in modo da

nazioni non riconosciute dalla comunita`

furto, la figura di Peruggia e` oggetto di

risparmiare sui costi rendendo piu` razionale

internazionale come i Paesi Baschi, la

alcune polemiche: secondo alcuni, il furto

e funzionale l`intero sistema.

Lapponia e il Kurdistan.

della Gioconda sarebbe stato un atto

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

patriottico, finalizzato a spingere la Francia a

”concludere” 終 わ る /”impegnarsi” 頑 張

restituire all`Italia le opere rubate da

る/”a

Napoleone (sebbene la Gioconda non sia

登 録 さ れ た 人

stata rubata, ma bensi` regalata da

/ ”posticipare” 延期する / “estivo” 夏の /

(la bandiera della Padania, conosciuta

Leonardo stesso al Re di Francia). Secondo

“cambiamento” 変化/ “razionale” 合理的

anche come “Il Sole delle Alpi”)

scuole

del

meridione

potranno

il

giornale

“La

Padania”,

seconda di” 。。。によって/ ”iscritto”
/

“meridione”

南

www.kudanacademy.com

最近、
“Lega Nord”は“Padania”の国家機構を

季節の言葉(１2)

制定しました。例えば、
“Padania”の首都はベ

９月に新しい学年も始まり、サッカーのセリ

ニスで、国会がある町はマントバです。国歌

エ A のシーズンも始まります。イタリア人は

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

はベルディの“Va Pensiero”と言う歌です。独

サッカーが大好きですし、サッカーは大事に

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

立したマス・メディアもあり。新聞は”La

します。文化の中にもサッカーと関係あるこ

（２）

グループレッスン

Padania” と言 い、ラジ オは“ Radio Padania

とが沢山あります。 慣用句も沢山あります。

（３）

インターネットによる自宅学習

Libera”。テレビもあって、
“Tele Padania”と言

☆”in zona Cesarini”

（４）

E メールによる作文添削

うチャンネルです。
“Padnia”には代表サッカ

昔は Cesarini と言うサッカー選手がいまし

（５）

E メールによる文法学習

ーチームもあって、正式に承認されていない

た。彼はよくゲーム終了直前にゴールをして、

（６）

E メールによる読解学習

ほかの国（例えば、バスク、ラップランド、

土壇場で逆転しました。それで、その時から

（７）

E メールによるリスニング学習

クルドなど）と試合をすることになっていま

“in zona Cesarini”と言う慣用句は“土壇場”

生活スタイルに合わせた学習が可能

す。Bossi 氏は、その独特の声（だみ声）もあ

の意味になりました。

お問い合わせは、

☆”salvarsi in corner”

九段アカデミー

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

サッカーの試合で、ゴールは出来なかったが、

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14

Il soprannome di Bossi, utilizzato anche

コーナーキックになったとしたら、ひと安心

ジェネシス九段南ビル４F

dagli altri politici e dai giornalisti e`

です（完全には安心ではないですが）。

TEL：０３（３２６５）６３５８

“Senatur”, il cui significato e` “Senatore” in

現在、毎日の生活にも“salvarsi in corner”を

FAX：０３（３２６５）６３６８

dialetto lombardo. Questo soprannome e`

使うことができて、意味は“取り敢えず安全”

http://www.kudanacademy.com

stato creato dai “leghisti” (i sostenitori della

とか、
“なんとか避難する”になります。

http://federico.giri.jp

Lega) nel 1987, quando Bossi e` stato eletto

☆”(fare il) catenaccio”

2010 年 10 月 1 日 発行人 中原 進

Senatore per la prima volta.

イタリア風のサッカーのやり方は、フォワー

編集者：Federico Mosoni

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

ドより、守るのが大事です。選手が皆で自分

ボッシのニックネームは“Senatur”
（セナトゥ

のゴールを守るのを“Fare il catenaccio”と

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

ール）です。意味はロンバルディア弁で“評

いいます。
“Fare il catenaccio”はスポーツ

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

議員”です。1987 年に、ボッシが初めて評議

以外の話にも使うことができて、意味は“自

“Settimanale

って、大変な人気者であることは確か。

員になった時に貰ったニックネームです。

分を守るために、しっかり自衛する”です

----------------------------------------------------------“indipendenza” 独立/ ”denominare” 名

面白いイタリア語の紹介(１７)

イタリア語を学習するなら：

発行者：九段アカデミー

出版部

KUDAN”購読希望と

書いて、お申込下さい。
編集後記： 今回はイタリアの名物政治家ボ

☆“non vedere l'ora di”

ッシ氏を紹介しています。日本は丁度民主

/

(～が待ち遠しい、待ちきれない、楽しみだ)

党代表選挙が終わり、また首相が変ること

“parlamento” 国会/ ”inno nazionale” 国

例えば：
“Non vedo l'ora di incontrarvi di nuovo il

になりました。実は、20 年ほど前のイタリ

歌/ ”mezzi di comunicazione” マス・メディ

prossimo Marzo.”

アも日本と同じような状態で、毎年のよう

（来年の 3 月にまた貴方にお会いできる事を

に首相が変りました。調べてみたら 89 年か

楽しみにしております）

ら 96 年に日本の首相が 7 人代った間にイタ

☆“di gusto”

リアは 6 人代っています。また、日本は伊

“Telefono” e “Telefonata”

(心から、喜んで)

藤博文（1885 年）から現在まで 62 人の首

“Telefono”と”Telefonata”は、間違いやすい

例えば：
“Vedendo la scena, si è messo a ridere di

相がいますが、イタリアは
（1861 年）Cavour

名詞です。
“Telefono”の意味は電話ですが、

gusto.”

から、81 人となっています（但し複数回な

ただの機器です。
“Telefonata”の方は“電話”

（その場面を見て、彼は心から笑い始めた。）

った首相もカウントしているので、70 人位

だけじゃなくて、
“電話をかけること”になり

☆“storcere la bocca”

かと思われます。）イタリアの方が少し議会

ます。それで、
“電話する”と言いたい時には、

(口をゆがめる、少し怒る)

年数が長いことを考えると、殆ど同じです

“Telefonare”と言う動詞の代わりに “Fare

例えば：
“Quando i liberali hanno vinto le elezioni, i

ね。なんか似ていませんか、この 2 国？

una telefonata”と言います。一方、
“Fare un

conservatori hanno storto la bocca.”

telefono”は使いません。意味は“電話と言

（自由党が選挙に勝った時には、保守党の人

づ け る /

”organizzare” 設 定 す る

ア/ ”nazionale

di calcio” サッカー代表チー

ム/ ”senatore” 上院議員
日本人学習者にイタリア語表現の紹介 (15)

う機器を作る”になりますから。

達は口をへの字に曲げていた。）

お勧めのイタリアの田舎（１）

cariche

amministrative

nella

Roma

Villette: che bel paesino!

repubblicana. Prima di diventare un politico,

ビレッテ：面白い村ですよ！

Cicerone si è dedicato allo studio cultura
greca, contribuendo alla sua diffusione in
Italia.

Villette è un piccolo paesino di montagna
16
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situato nel nord del Piemonte sulle Alpi che
Numero 23

separano l`Italia dalla Svizzera. E` molto
tranquillo e carino ed è composto in

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

prevalenza da case tradizionali in pietra

マルコ・トゥッリオ・チチェローネ（キケロ）

erette tra il 1500 e il 1600. Il piccolo comune

はローマ時代の有名な哲学者です。ローマ社

è costruito attorno alla pittoresca piazza del

会で、政治家、弁護士、作家として働きまし

municipio, dalla quale è possibile ammirare

た。政治家になる前には、ギリシャ文化の勉

uno splendido panorama alpino. I piatti tipici

強をし、イタリアへのギリシャ文化の普及に

☆Economia: aumentano ancora le tasse.

di Villette sono la polenta e diversi tipi di

力を尽くしました。

Anche nel 2012 la pressione fiscale

formaggio e di insaccati. Per quanto

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

aumenterà. La decisione di rendere più care

riguarda l`artigianato, a Villette ci sono dei

Cicerone era anche un famoso avvocato e

le tasse è stata presa dal Governo al fine di

laboratori dove vengono prodotte meridiane

nei processi ai quali ha preso parte ha

rinforzare i conti pubblici che sono in una

molto famose.

pronunciato orazioni che vengono tutt`ora

situazione

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

prese come esempio e studiate dagli

今回から、イタリアの田舎を紹介します。イ

aspiranti legali all`Università. Un esempio

タリアには８千を越えるコムーネがあり、

valido è rappresentato dalla raccolta dei

rifiuti.

夫々歴史的にも地理的にも特徴があります。

discorsi pronunciati contro Lucio Sergio

Le autorità siciliane hanno scoperto delle

次回イタリア訪問の時の参考にして下さい。

Catilina, un nobile che aveva tentato un

discariche abusive sull`Etna, forse gestite

ピエモンテ州の山の真ん中にあるビレッテと

colpo di stato contro il Senato di Roma.

dalla Mafia. Le aree in questione sono state

言う小さい村はとても面白い所です。自然が

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

bonificate ed è stato anche istallato un

多くて、静かで、村にある建物は石作りの代

キケロは素晴らしい弁護士でした。裁判のス

sistema di videosorveglianza per proteggere

表的なアルプスの山小屋です。ビレッテの一

ピーチはとても有意義で、今でも大学で法律

anche le zone circostanti.

番きれい所は、市役所がある広場です。斜面

の勉強している学生はこれをよみます。ロー

☆Cultura: a Venezia il 20 Settembre ci

の上にあるので、広場から下にあるとても素

マの上院を攻撃したセルジョカティリーナと

sarà un convegno dedicato alla storia

敵な景色を見ることができます。代表的な料

言うローマ時代の貴族に対する弾劾などが、

delle relazioni tra l`Italia e il Giappone.

理は、チーズとソーセージとポレンタです。

その例です。

All`iniziativa interverranno numerosi esperti

手工芸品では、日時計が有名です。

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

italiani e giapponesi. Il programma è stato

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

Nella cultura popolare, Cicerone è ritenuto

deciso dall`Università “Cà Foscari” della

”in prevalenza” かいつまんで

un uomo saggio e con una cultura

città lagunare, in collaborazione della

有名なイタリア人(21)

sconfinata. In riferimento a queste sue

Notizie dall`Italia イタリアのニュース

critica,

tanto

che

l`Italia

rischierebbe di fallire come la Grecia.
☆ Ambiente: l`Etna è sommerso dai

Marco Tullio Cicerone

qualità esiste un modo di dire, “fare da

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

Marco Tullio Cicerone (106 a.C. ~ 43 a.C.)

Cicerone”, che vuol dire “fare da guida”,

”rinforzare” 補強する/ ”discarica” ゴミ捨

è stato un filosofo, scrittore e avvocato

cioe` spiegare a qualcuno la storia e le

て場/ ”abusivo” 不法の

romano che ha ricoperto anche alcune

caratteristiche di una determinata zona.

Università Heisei di Tokyo.

イタリアでは、キケロはとても思慮深くて、

いからです。泥鰌はイタリア語で”cobite”とい

www.kudanacademy.com

教育のある人と伝えられています。今も、教

います。自分のことを泥鰌に比べるのは、地

イタリア語を学習するなら：

養と関係ある慣用句があります。イタリア語

味なイメージの創出です。イタリアには、泥

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

で”Fare da Cicerone”の意味は、
「案内すること」

鰌がいませんので地味なイメージを表現する

（２）

グループレッスン

と、
「ある場所にあるものの説明をする」こと

な ら 、 他 の 言 葉 を 使 っ て 、 ”essere un

（３）

インターネットによる自宅学習

です。キケロの教養は素晴らしく、”fare da

gregario”と言います。“Gregario”はスポー

（４）

E メールによる作文添削

Cicerone”(=キケロのような行動する)は「沢山

ツから来る名詞で、意味はサイクリングチー

（５）

その他の E メール学習（文法、読解、

物事を知っている」の意味となります。

ムのメンバですが、チームの中で一番強い選

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

手ではなくて、優勝者のアシスタントです。

出版物：販売中

“filosofo” 哲 学 者 / ”avvocato” 弁 護 士

サッカー用語なら、”mediano”（ハーフバッ

「作文で学ぶイタリア語表現」2100 円

”carica

/

amministrativa”

/

ク）です。ストライカと違って、ハーフバッ

“contribuire a...” 。。。 に 貢 献 す る

クはチームのためにとても頑張ってくれるの

公 職

/

”prendere parte a...” 。。。 に 参 加 す る

に、だれも名前を憶えてくれず、栄誉もなく、

/

”aspirante” 求 職 者 / ”legale” ( 名 詞 ) =

地味に行動しますから。

“avvocato”
チ/

= 弁護士/”discorso” スピー

”saggio” 思慮深い/ ”sconfinato” 限り

のない/

”In riferimento a...” 。。。に関して

/ ”modo di dire” 慣用句

リスニング）

166P

面白いイタリア語の紹介(１８)

お問い合わせは、

☆“fare a meno di…”

九段アカデミー

(～なしですます、～しないですます)

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14

例えば：
“Ho dimenticato il portafoglio a casa quindi

ジェネシス九段南ビル４F
TEL：０３（３２６５）６３６８

日本人学習者にイタリア語表現の紹介 (１６)

faccio a meno di comprare le sigarette..”

☆お客様☆

（家に財布を忘れてきたので、タバコを買わ

「お客様」と言う名詞の翻訳は少し難しいか

ないですますことにする。
）

と思います。そのまま訳すれば”ospite”です

☆“non essere secondo a nessuno”

が、状況によって、他の名詞を使わなければ

(誰にも引けをとらない)

編集者：Federico Mosoni

例えば：
“È un grande giocatore che finora non è

発行者：九段アカデミー

ならない時もあります。
☆ホテルに泊まる時、友達の家に遊びに行っ

secondo a nessuno nel mondo del calcio.”

て、泊まる時だけのときは、”ospite”です。

（彼は今までのサッカー界で誰にも劣らぬ偉

☆百貨店、店と、レストランにいるお客な

大な選手だ。
）

ら、”cliente”と言う名詞を使います。
☆乗り物のお客（乗客）なら、”viaggiatore”
と”passeggero”と言う名詞を使います。
☆病院なら、お客(=患者)は、”paziente”とな
ります。
☆美術館、博物館の時は、お客は”visitatore”
になります。
☆コンサートや番組の観客は、”spettatore”
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☆“essere (in) quattro gatti”

書いて、お申込下さい。

(少ない)

編集後記： 今回から新企画として、「お勧

例えば：
“Al nuovo negozio i clienti erano solo erano

めのイタリアの田舎」を加えました。都会

quattro gatti.”

とは別の味が田舎にはあります。イタリア

（新しい店にいらっしゃったお客様はとても

のことをもっと知りたい貴方に、あまり知

少なかったです。）

られていない田舎を紹介していきます。

笑い話をイタリア語で（２）

さて、前号でイタリアの首相の数を７０人く

文字どおり“essere (in) quattro gatti”の意味は

らいじゃないかと書きましたが、念のために

です。

“猫が４匹しかない”になります。イタリア

☆最後に、お祭りや、イベントに参加してく

語で、この面白い句を使った笑話があります：

数えてみたら、実は５４人でした。Fanfani
氏が５回、Berlusconi 氏は４回、Andreotti

“Due topi passano davanti ad un cinema.

氏が３回と複数回首相を勤めた人が結構いま

<<Entriamo?>> chiede uno all`altro che risponde:

した。イタリアの場合の複数回は、続けてで

最近日本の総理大臣が変わりました。新しい

<<No, ci sono solo 4 gatti.>>”

はなく、一度止めてもう一度返り咲く場合が

首相野田さんは、自分のことを泥鰌（どじょ

(ネズミが２匹映画館の前にいます。１匹は

殆どです。前号であげた数字はお詫びして訂

う）に例えました。イタリアで泥鰌と言う生

“入りましょうか？”と聞きますが、他のネ

き物がいません。辞書でその説明を読んでも

ズミは“いいえ、猫がたった４匹しかいない

とても分かりにくいです。イタリアにはいな

よ（人が少ない）”と答えます。

れるお客は、”partecipante”と呼びます。
季節の言葉(１３)

正します。

