potrebbe essere nelle condizioni di non

l`autenticità dell`affascinante scoperta.

poter garantire il debito pubblico. Per questa
ragione, secondo gli esperti, investire in titoli
di stato italiani potrebbe essere pericoloso. Il
declassamento è stato deciso anche perchè
l`attuale governo non sembra essere
abbastanza forte per intraprendere le misure
necessarie per sostenere le aziende.
☆ Tecnologia:

la

Tiscali

propone

1
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記念号

Si chiama “indoona” ed è un sito internet che

un`alternativa italiana a Skype!

☆☆☆Un anno di Settimanale! ☆☆☆

permette di effettuare chiamate gratuite da

Settimanale Kudan の一周年記念号！

computer

e

smart

comune di Firenze)

Questo

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

いつも読んでいただいて、

programma, scaricabile gratuitamente dal

”garantire” 保障する / ”debito pubblico”

ありがとうございます！

sito www.indoona.com, rappresenta la prima

公債/

24 Ottobre 2011: il Settimanale Kudan

applicazione italiana paragonabile a Skype.

公 債 証 書 /”declassamento” 降 格 /

compie un anno! Per festeggiare questo

☆Italia & Giappone: a Ottobre a Kyoto si

強 い

anniversario, abbiamo deciso di proporre

radunerà il gruppo Italy Japan Business

/”effettuare” 行 う

un`edizione un po` speciale che, in via del

Group.

/

tutto eccezionale, comprenderà quattro

イタリアと日本の IT 会社の提携？

略/”gestione” 経営/

pagine. Infine, prima di lasciarvi alla lettura,

Ci saranno anche importanti gruppi del

る

desideriamo ringraziare tutti voi che ci

settore della meccanica come Mitsubishi

/ ”nascondere” 隠す/ ”autenticità” 信憑性

seguite sempre con affetto!

Heavy

/”affascinante” 魅力的

Industries

phone.

(Il

e

Finmeccanica

”investire”投資する/ ”titolo di stato”
/

”intraprendere”

”forte”

着 手 す る

/”gratuito”

無 料

”radunarsi”会議をする/ ”strategia” 戦
”promuovere” 振興す

/ ”scaricare” ダ ウ ン ロ - ド す る

Grazie amici lettori!

all`incontro che avrà luogo il 4 e il 5 Ottobre

お勧めのイタリアの田舎（２）

今回は一周年記念号です。毎回お読み頂いて

a Kyoto. L`obiettivo è quello di scambiare

Oristano: che bel paesino!

有難うございます。この 1 年の間には大震災

informazioni sulle questioni energetiche e

オリスターノ：面白い村ですよ！

を経験しました。被災者には心からお見舞い

sulle strategie di gestione dei disastri

を申しあげます。1 年はアッと言う間に過ぎ去

naturali. Ovviamente, l`incontro sarà anche

った感もありますが、大きな事件を経験した

una ghiotta occasione per promuovere

かたには、長い一年だったかも知れません。

investimenti comuni. Chi fosse interessato

そういった中でこれからも変わりなく、イタ

può scaricare il programma dettagliato

リア語学習の為に、イタリアのニュースと学

dell`iniziativa

習のヒントをお伝えしていきたいと思いま
す。これからも宜しく御願いします。

dal

sito

dell`Ambasciata

Italiana a Tokyo.
☆ Firenze: si cerca un quadro di
Leonardo nascosto in comune.

Oristano è un piccolo e affascinate paese

フィレンツェ市役所の壁の中に隠さ

che si affaccia sullo splendido e cristallino

れたレオナルド・ダビンチの絵？

mare della Sardegna. La fondazione del

Secondo un testo antico recentemente

centro abitato risale a più di mille anni fa,

scoperto, in un vano segreto a Palazzo

quindi in paese non mancano opere

☆ Economia: le agenzie di rating

Vecchio sarebbe stato nascosto un quadro

architettoniche e artistiche molto interessanti

declassano l`Italia.

di Leonardo che si credeva ormai perduto.

dal punto di vista storico. I monumenti più

格付け会社からの評価は格下げ。

Le autorità hanno quindi disposto dei

famosi sono l`antica Cattedrale di Santa

A causa della crisi economica l`Italia

controlli in tutta la struttura per verificare

Maria Assunta, eretta nel 1130, e la torre di

☆Notizie dall`Italia
イタリアのニュース

San Cristoforo, costruita nel 1290 per
difendere le porte della città dalle incursioni
nemiche.

----------------------------------------------------------リーチョ・ジェッリーは新聞記者として、そ

(una foto della Torre di San Cristoforo)

(Il campanile della Cattedrale di Santa Maria

して不思議な人物としても有名です。８０年

ssunta)

代に、イタリアでクーデターを企てていたフ

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

リー・メーソンの集会のコーディネーターを

”affacciarsi su / a” ～ に 現 れ る

やったとして、皆から覚えられています。

/”splendido” 素晴らしい /

”cristallino” 水

１９１９年に生まれ、第二次世界戦争中は、

”fondazione” 建設 / ”risalire a...”

ドイツとイタリアのために戦い、戦争が終わ

晶の /

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

～ に さ か の ぼ る /”difendere”

Oltre che per i monumenti, la città di

/

Oristano è famosa anche per la tradizione

/”culinario” 料 理 法 に 関 す る /

culinaria. I prodotti tipici più eleganti e

食品/

pregiati sono la bottarga e un vino bianco

さっぱりする/

molto rinfrescante e ottimo con il pesce, noto

有名な

Nel 1980 la polizia scopriva quasi per caso

in Italia e in Europa con il nome di

有名なイタリア人(22)

una rete di persone che, trovandosi in

守 る

る前にはアメリカの軍隊に協力しました。戦

”incursione” 急 襲 / ”tradizione” 伝 統

後は、アメリカの CIA で働いて、米国によく行

”prodotto”

き、またアルゼンチンで国籍も得ています。

”elegante” おしゃれ/”rinfrescante”

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

”ottimo” 素晴らしい/ ”noto”

“Vernaccia di Oristano”.

Gelli e la “Loggia P2”.

Licio Gelli

posizioni di grande rilevanza, avrebbero

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

Licio Gelli è un faccendiere e giornalista

avuto l`opportunità di attuare un colpo di

サルデーニャ島のきれい海の傍のオリスター

italiano. E` ricordato per essere stato il capo

stato in Italia. La lista comprendeva alti

ノと言う町の紹介をします。オリスターノは

e il cordinatore di una loggia massonica nota

ufficiali delle Forze Armate, dirigenti della

１０００年前に建設された町で、古く歴史的

come “P2” che, negli anni 70 e 80, ambiva a

polizia,

建物が多い。例えば、Santa Maria Assunta と言

ottenere il potere in Italia.

giornalisti e anche nobili. Tra questi nomi

う教会は１１３０年に建てられたとても素敵

Gelli

な建物です。San Cristoforo と言うタワーは町

interessante e misterioso. Nato nel 1919,

all`epoca,

を守るために１２９０年に建てられ、とても

durante la Seconda Guerra Mondiale ha

imprenditore emergente. Ovviamente, in

面白い建築物です。

collaborato sia con i tedeschi che con gli

seguito alla scoperta della lista, tutti i politici

オリスターノの料理も大変美味しいです。一

americani. In seguito è stato addirittura

e i militari coinvolti sono stati destituiti

番有名な食品はカラスミです（イタリア語で

arruolato come agente segreto dagli Stati

mentre altri, tra cui lo stesso Gelli, sono stati

Bottarga）。ワインも美味しいですが：
“Vernaccia

Uniti e ha lavorato per anni in Sud America e

arrestati oppure costretti alla fuga all`estero.

di Oristano”と言う白ワインはさっぱりして、

soprattutto in Argentina, dove è diventato

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

魚と合うワインで、本当におすすめ。

anche cittadino.

１９８０年に、警察はたまたま重要人物が連

è

sicuramente

un

personaggio

politici,

imprenditori,

industriali,

c`era anche quello di Silvio Berlusconi che,
era

però

solamente

un

また、海も綺麗で、歴史的な面白い所が多く

なるある組織の名簿を暴露しました。そのリ

て、料理も素晴らしいので、南イタリアとサ

ストには、有名な政治家、新聞記者、軍隊の

ルデーニャ島へ旅行することがあれば、オリ

大物、金持の企業家、力のある銀行家達でし

スターノ観光もお勧めです。

た。今のイタリアの首相 Silvio Berlusconi もグ

ループに参加をしていました。このグループ

guidati da Berlusconi che, ricordiamo, era

の目標は、クーデターをすることでした。勿

anche un suo “discepolo” ed era iscritto alla

論、参加者の名前がメディアから暴露された

loggia segreta.

時には、大変なスキャンダルとなり、捕えら

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

日本語： もっと

れたり、外国へ逃亡したり、辞職し、また、

ジェッリーが関わったクーデターグループ

（例えば：“パスタをもっとちょうだい。”
）

自殺した人もいました。

は、もしクーデターが成功したら、公布する

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

つもりの法律もありました。この法律のリス

５－モト

Gelli e i “misteri d`Italia”.

トは今ではインターネットで見れます。これ

日本語： 元

Oltre che nello scandalo della “Loggia P2”,

を見たら、Berlusconi が首相として発布した法

Gelli è stato coinvolto in altri misteri tutt`oggi

律と、ジェッリーから提出された法律の間に

non completamente chiariti. Ovviamente, i

共通点が多くて、とても面白いのです。

suoi convolgimenti non sono mai stati

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

dimostrati e potrebbero anche essere delle

“faccendiere” 暗 躍 す る 人 / ”giornalista”

illazioni, tuttavia, considerando i suoi contatti

新聞記者/

con i servizi segreti di diverse nazioni, è

/

probabile che in passato abbia avuto la

/

possibilità di accedere a informazioni

力する/

particolarmente riservate.

入隊させる/

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

/

ジェッリーはイタリアで起こった他の謎めい

と/ ”rilevanza” 重要性/

た出来事にも巻き込まれました。残念ながら、

デ ー タ ー /

それらの出来事は今も謎ですし、つぶさに暴

/

”destituire” 免職する/ ”oppure” または

かれた出来事ではありませんので、ジェッリ

/

”coinvolgere” 巻き込む/ ”dimostrare” 表

ーが本当に何をしたかは不明です。しかし、

す/

６０年代から、９０年代までジェッリーは違

ス す る /

う国の諜報機関で働いており、警察も知らな

/

い極秘情報を持っている可能性があります。

織すること/

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

dettagli” つ ぶ さ に / ”programma” 予 定

Licio Gelli e Berlusconi:

/

イタリア語：

子供

("Bimbo")

４－モット

(a)”

イタリア語で：

イタリア語：

("Motto")

ホートバイク

/ 運動

("Moto")

日本語：

～ に あ こ が れ る

イタリア語：

７－タントウ
日本語：

”agente segreto” 諜 報 員

８－センソウ
日本語： 戦争
イタリア語：

感覚 （"Senso"）

９－カントウ
日本語： 関東、巻頭、敢闘する、完投。
イタリア語：

”riservato” 遠慮な/ ”organizzazione” 組

私は歌う ("Canto")

１０ーマイ

”dettaglio” 細部/ ”nei minimi

”misura” 手 段 / ”attuare” 実 現 す る

沢山

（"tanto" - "poca poca"の反対）

”imprenditore” 企 業 家

/

担当する

イタリア語：

”colpo di stato” ク

”illazione” 推測/ ”accedere (a)” アクセ

少しだけ

（女性名詞に使えます "Poca poca")

”in seguito” その後/ ”arruolare”

”diventare cittadino (di)” 国籍をもらうこ

ぽかぽかする

（例えば：体がポカポカしてきた）

”misterioso” 神秘的な/ ”collaborare” 協

”particolarmente” 特 に

箴言

６ーポカポカ

”coordinatore” コーディネーター

“ambire

日本語：貧乏

日本語：
イタリア語：

毎、舞。
全然 （"Mai"）

例えば： “Non vado mai a Roma.”

Come detto, Gelli era il coordinatore di un

/ ”consultare” (本・種類)を引く/ ”discepolo”

gruppo che intendeva attuare un colpo di

生徒

stato in Italia. Ovviamente, l`organizzazione

同じ音があるイタリア語と日本語の言葉 (１)

辞書で探したらまだ沢山あると思います！意

dell`operazione era curata nei minimi

イタリア語と日本語は全然違いますが、たま

味は違いますが同じ音なので覚えやすく、便

dettagli ed esisteva anche un programma,

に音が似ていることがあります。イタリア語

利ですね！

denominato “piano di rinascita democratica”

の言葉も母音と子音を交互に用いるので、同

季節の言葉(１４)

che prevedeva una serie di misure da

じ音がある言葉が出てくるのでしょう。

最近東京にも強い台風が来襲し、電車が停ま

(ローマに全然行っていない)

attuare a breve termine. Dato che ormai

例えば：

ったりして、大きなトラブルになりました。

sono passati molti anni, questo programma

１－カネ

イタリアに台風は来た事がないので、イタリ

è disponibile su internet e può essere

日本語： お金

ア人は台風と言う言葉の意味は(“tifone”)分か

liberamente consultato anche su Wikipedia

イタリア語： 犬 （"Cane"）

りますが、実践的に台風がある時に何が起こ

(www.wikipedia.it). Osservando i diversi

２－カサ

punti, è interessante notare come vi siano

日本語： 傘

delle uguaglianze inquietanti con le leggi
proposte e poi attuate dai diversi governi

イタリア語： 家

るかよく分かりません。

("Casa")

３－ビンボウ

イタリアでは台風はありませんが時々
“ Tromba d`aria ” が あ り ま す 。“ Tromba
d`aria”は小さいトルネードです。形はトラン

ペットと似ているので、”Tromba”と呼ばれて

☆“badare a (不定詞) ”

います。

www.kudanacademy.com

面白いイタリア語の紹介(１８)

イタリア語を学習するなら：

☆☆☆

(～に気を付ける、～に注意)

もう秋になりました。季節の昆虫も沢山出て

例えば：
“Bada a non dimenticare l`ombrello in treno.”

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

きます。勿論、イタリアと日本は、自然が違

（電車で傘を忘れないように注意しなさい。
）

（２）

グループレッスン

いますので、虫も違います。

☆“in un baleno”

（３）

インターネットによる自宅学習

☆アオマツムシ

(家まで走って、直ぐ着きました)

（４）

E メールによる作文添削

アオマツムシはイタリアにもいて、イタリア

例えば：
“Abbiamo preso l`aereo e siamo arrivati in un

（５）

E メールによる文法学習

語で“grillo del pino”と呼ばれています。でも、

baleno.”

（６）

E メールによる読解学習

日本のアオマツムシと比べたら、イタリアの

（飛行機に乗ってあっという間に着いた。）

（７）

E メールによるリスニング学習

は小さく、声も弱いです。

☆“buono a nulla”

生活スタイルに合わせた学習が可能

☆エンマコウロギ

(何も出来ない人)

お問い合わせは、

エンマコウロギはイタリアではいない虫で

例えば：
“Credo che lui non vada bene per questo

九段アカデミー

す。勿論、イタリア語はあります（
“grillo

lavoro perchè è un buono a nulla.”

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14

campestre orientale”）ですが、誰もどんな虫で

（彼はこの仕事と合わないと思います。何も

ジェネシス九段南ビル４F

あるかよく分からないと思います。

出来ない人ですから。）

TEL：０３（３２６５）６３６８

☆クツワムシ

☆“entrare in gioco”

FAX：０３（３２６５）６３６８

クツワムシはイタリア語で“Mecoponda

(絡む、介入する)

http://www.kudanacademy.com

elongata”といいますが、イタリアにいないの

例えば：
“Quando entra in gioco l`interesse,

http://federico.giri.jp

で、イタリア人は良く知りません。

l`amicizia non conta più.”

2010 年 10 月 1 日 発行人 中原 進

☆キリギリス

（利害が絡まると友情など当てにはならな

編集者：Federico Mosoni

キリギリスはイタリアにもあります。イタリ

い。）

ア語で“locusta”と呼ばれていて、小麦を食べ

☆“essere in ballo”

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

る虫なので農業の人は嫌います。

(危うい)

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

☆カマキリ

例えば：
“È in ballo il nostro futuro!”

カマキリもイタリアにいて、イタリア語でと

（私たちの未来は危ういです。）

書いて、お申込下さい。

ても面白い言葉で呼ばれています。

☆“sotto banco”

編集後記：

“mantide religiosa”です。
“religioso”は形容詞

(こっそり)

昨年 10 月に第一巻を発行して、ついに 1 年が

で、宗教を大事にする人に対して使う言葉で

例えば：
“Abbiamo fatto tutto sotto banco e nessuno

経ちました。1 月だけ 1 冊発行で、年間で 23

す。カマキリは座る時に手で合掌している感

sa niente.”

巻を無事発行、ついに今回が 2 年目の第一巻

じがするので、宗教家な虫のイメージがあり

（私たちはこっそりと行動したので、誰も何

通算 24 号となりました。バンザーイ！と。ス

ます。

も知りません。）

タートした時は、先ず半年は続けることを誓

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

発行者：九段アカデミー

“Settimanale

出版部

KUDAN”購読希望と

普通、カマキリはパトナーを殺して食べるの

いましたが、なんとか 1 年経ちました。これ

で、旦那さんを殺す妻は、
“mantide”と呼ばれ

からは内容の充実を図って行きたいと思って

ています（怖い話ですね）
。

います。これと並行するような形で、
「イタリ

☆カブトムシ

ア語のイディオムと口語表現」という本を出

イタリア語でカブトムシは“Cervo volante”と

し、
「作文で学ぶイタリア語表現」と併せて学

言い、とても面白い言葉です。

習書 2 冊目になりました。何らかの形でイタ

カブトムシは強くて大きい角がありますの

九段アカデミーの出版物

リアと日本の距離を近づけたいと思っており

で、シカと似ています。イタリア語で“シカ”

左「イタリア語のイディオムと口語表現」

ます。サッカー日本代表の監督は、現在イタ

は“Cervo”ですし、カブトムシは飛んでいる

FedericoMosoni 著 中原進監修

リア人の Zaccheroni 監督です。このままワー

虫なので、
“Cervo volante”と呼ばれています。

右「作文で学ぶイタリア語の表現」

（
“Cervo volante”の文字どおりの意味は“飛

中原進編集

んでいるシカ”）

何れも 2100 円（送料込み）

ルドカップに突っ走って欲しいですね。

お勧めのイタリアの田舎（１）

ラ共和国の首都でした。オッソラ共和国はと

Domodossola: che bel paesino!

ても小さな国でしたが、オッソラ政府の閣僚

ドモドッソラ：面白い村ですよ！

の中には女性がいたので、今でも知られてい
ます。観光的なことでは、町の都心には石で
作った建物が多いです。１３００年に建てた
小さいタワーもあります。代表的な料理を上
げると、チーズソースのクリの粉で作ったニ
ュッキはとてもおいしいです。
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Situata nel cuore delle Alpi, a pochi

”ridente” 明 る い /”antecedente” 前 の

chilometri dalla Svizzera, Domodossola è

/”avvenimento” 出来事/”storico” 歴史の

una ridente e tranquilla cittadina. La sua

有名なイタリア人(23)

origine è

☆☆☆

☆Cultura: a Novermbre verrà pubblicato

storici,

la

sua

fondazione

sarebbe

anche in Italiano “1Q84” di Murakami.

antecedente alla nascita di Roma. Da

Finalmente i numerosi fan italiani di Haruki

sempre in una posizione strategica sulla via

Murakami

che collega Milano con Parigi, il piccolo

saranno

accontentati:

a

Giulio Andreotti

molto antica: secondo alcuni

Novembre nelle librerie sara` possibile

paese è stato al centro

acquistare e leggere il suo ultimo romanzo,

avvenimenti storici. Ha ospitato Leonardo da

intitolato “1Q84”. I lettori hanno atteso

Vinci, ha visto il passaggio di Napoleone e la

Giulio Andreotti è un giornalista, politico

questo momento con impazienza; in molti

costruzione di quella che per decenni è stata

italiano. Dal 1946 a oggi è sempre stato in

hanno già letto la traduzione in inglese o

la galleria ferroviaria più lunga del mondo (il

politica e ha ricoperto diversi incarichi

hanno cercato dettagli sulla trama in

tunnel del Sempione). Inoltre, Domodossola

importanti. E` stato nominato:

internet.

è stata anche la capitale della Repubblica

-

Sette volte Presidente del Consiglio

dell`Ossola, un piccolo stato tuttora ricordato

-

Otto volte Ministro della Difesa

sembra ancora estate!

per essere stata una delle prime nazioni

-

Cinque volte Ministro degli Esteri

Nonostante sia ormai Ottobre inoltrato, in

europee a nominare un ministro donna. Dal

-

Tre volte Ministro delle Finanze

Sud Italia continuano a esserci alte

punto di vista architettonico, in centro ci

-

Due volte Ministro dell`Industria.

temperature e sembra di essere ancora in

sono numerosi palazzi di pietra, tra cui

-

Una volta Ministro degli Interni e

estate. Secondo gli esperti, temperature così

l`antica torretta che risale al 1300. Tra i piatti

elevate non si registravano da decenni.

tradizionali ci sono degli ottimi gnocchi di

E` sempre stato un membro del Governo,

☆ Società: gli italiani amano gli Smart

castagne che solitamente vengono conditi

tanto che in italiano esiste un proverbio che

con una salsa al formaggio.

dice: “non esiste rosa senza spine o un

Nonostante la crisi e il calo dei consumi,

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

Governo senza Andreotti”.

sembra che gli italiani non resistano al

北イタリアのアルプスの真ん中にあるドモド

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

fascino

le

ッソラは静かで面白い村です．とても古い町

ジュリオ・アンドレオッティはとても有名な

compagnie telefoniche, le vendite di Smart

で、ローマの前に建てられました。ミラノか

政治家です。１９１９年にローマに生まれ、

Phone non sono assolutamente in calo e

らパリまでの鉄道での大きく重要な駅で、ド

１９４６年から政治家として任務を負いまし

anzi potrebbero presto superare la media

モドッソラで起こった歴史上の出来事は数多

た：７回総理大臣、８回国防相、５回外相、

degli altri paesi europei

くあります。レオナルド・ダビンチやナポレ

３回国庫相、２回通商産業相、そして内務大

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

オンもドモドッソラに来たことがあります

臣と文部大臣も一回づつしました。イタリア

”accontentare” 満足させる/ ”trama” プロ

し、すぐ近くに１９７０年まで世界で一番長

が共和国になった時から、いつも議員でした。

ット/

い鉄道のトンネル（シンプロントンネル）も

その結果、イタリア人は冗談としてアンドレ

作られました。昔は、ドモドッソラはオッソ

オッティに言っています：
“non

☆ Ottobre

bollente: in Sud Italia

Phone

della

tecnologia.

Secondo

”esperto” 専 門家 / ”elevato” 高 い

/ ”essere in calo” 減らす

di grandi

Ministro della Cultura.

esiste rosa

senza spine o un Governo senza

て使う表現なので、現在か未来の動詞と共に

Andreott”（とげがないバラもないし、アン

使います。

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

ドレオッティがいない政府もない）

過去形の文章で使う、
“次”は、これから起こ

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

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

ることではなく、既に起こったことですから、

（２）

グループレッスン

Andreotti è un uomo molto colto ed

“successivo”を使います。

（３）

インターネットによる自宅学習

estremamente intelligente e preparato. E`

例えば：

（４）

E メールによる作文添削

anche noto per la sua ironia raffinata ma

”Il treno successivo era in ritardo.”

（５）

E メールによる文法学習

pungente e per il suo cinismo. In passato,

次の電車は遅刻しました。

（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

ha pronunciato alcune frasi che sono

季節の言葉(１５)

rimaste nella storia e vengono ricordate da

これを書いている今、日本の学校では運動会

生活スタイルに合わせた学習が可能

tutti. Alcuni esempi di “concetti andreottiani”

の季節です。中学生や高校生が運動場に集ま

お問い合わせは、

sono: “il potere logora chi non ce l`ha” e “a

って、スポーツをします。勿論イタリアでも

九段アカデミー

pensar male non si va in paradiso ma si

５月頃に運動会がありますが、日本と少し違

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目 5-14

indovina” oppure “ci sono pazzi che credono

います。

di essere Napoleone e pazzi che credono di

イタリア語で、運動会は“Giochi della

TEL：０３（３２６５）６３６８

far funzionare bene le Ferrovie dello Stato”.

gioventù” （若者のゲーム大会）か“Festa

FAX：０３（３２６５）６３６８

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

dello sport”（スポーツの祭り）と言います、

とても頭がよくて教育のある人です。その上、

普通は学校に運動場がないので、町にある学

アンドレオッティの計算された痛烈なアイロ

校は全部市立サッカー場に集まって選ばれた

2010 年 10 月 1 日 発行人 中原 進

ニーも有名です。昔は、今もよく使われてい

学生だけが試合をします（運動会の前に、学

編集者：Federico Mosoni

る面白いことを言いました。例えば：
“権力は

校で予選をします。予選はイタリア語で

それを持たない人には毒である”または“人

“Gara a eliminazione”になります。
）そこ

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

を信じない人は、天国にはいけないが、その

で選抜しますから、選抜されなかった学生は

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

人は正しい”、または“自分がナポレオンだと

試合を見るのです。

“Settimanale

信じている変人もいれば、イタリア国有鉄道

恐らくイタリアでは、運動会よりも県にある

書いて、お申込下さい。

の運営をうまく出来るなどと信じているバカ

高校のサッカーのトーナメントのほうが人気

編集後記：

もいる”

があります。イタリア語で“Torneo

Facebook という SNS の中で、イタリア語の

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

interscolastico provinciale”で、普通５月ぐ

しりとりをやりましたら、大勢の方に参加頂

“incarico” 任 務 / ”nominare” 任 命 す る

らいに行われています。

きました。イタリア語も日本語と同じく母音

/

”colto” 教育のある/ “pungente” 痛烈な

面白いイタリア語の紹介(１９)

で終わるので、母音若しくはシラブルで繋い

/

”concetto andreottiano” アンドレオッテ

ィの意見/

”pitere” (名詞)

影響力

ジェネシス九段南ビル４F

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

発行者：九段アカデミー

出版部

KUDAN”購読希望と

☆“prendere in giro”

で い く の で す ね 。 例 え ば 、

(からかう)

faccia-ciabatta-tavolo など lo は lo でも o で

例えば：”A scuola tutti lo prendevano in giro

も良いそうです（ルールで決める）。こんなゲ

perchè era grasso.”

ームで楽しく単語が覚えられたら良いです

「次の」という言葉の翻訳は、気を付けたほ

（彼は太っていたから学校で皆にからかわれ

ね。また、Se fossi io, というゲームも提案し

うがいいでしょう。辞書には、”prossimo”

ました）

ています。もし私が～だったら、～しよう。

日本人学習者にイタリア語表現の紹介 (１７)
☆☆☆

次 ☆☆☆

と”successivo”が出てきます。“prossimo”

☆“pelle e ossa”

という「仮定法の学習」に最適です。いくつ

は”successivo”と少し違って、意味は“これ

(骨と皮)

も言ってみると、仮定法が苦にならなくなり

から次の”になります。
例えば：
“Il prossimo treno arriva alle 7.”
(これから次の電車は７時に到着します)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Prossimo”は、これから起こることに対し

例えば：Un cane pelle e ossa abbaiava alla

ます。Facebook で「九段アカデミー」と検

catena.

索して見てみてください。

（骨と皮だけの犬が、鎖につながれて吠えて
いた。
）

www.kudanacademy.com

sono state pubblicate le fotografie di tutte le

のかわらで作られていて、見とれるような風

opere che potranno essere viste liberamente

景です。これだけでも行く価値が十分にあり

da tutto il mondo. Per informazioni, il sito da

ます。村は小麦畑に囲まれ、伝統的な田舎の

visitare è www.museoegizio.it .

感じがします。ポー平野にあるので、美味し

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

い料理も沢山あります。有名な料理はタリア

”festeggiare”

テッレとラサーニャとトルテッリーニなどで

祝う/

”tradizione”

伝統

/ ”(essere) alla moda”人気がある

す。代表的なワインもあって、ランブルスコ

お勧めのイタリアの田舎（４）
1
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と言うワインです。これは、代表的な赤の発

Brescello: che bel paesino!

泡酒で大変有名です。有名な文学者を生んだ

ブレシェッロ：面白い村ですよ！

ことでも有名です。ジョバーンニ・グアレス
キは“Don Camillo”と言うイタリアでは誰もが

Notizie dall`Italia イタリアのニュース

知っている小説を書いています。Don Camillo は

☆☆☆

教区牧師で彼が村の人や共産党の市長の

☆ Festeggiare Halloween o no? In Italia

Peppone と繰り広げる物語は、ぜひ一読をお勧

scoppia la polemica.

めします。

Nonostante la festa di Halloween non abbia

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

niente a che vedere con le tradizioni italiane,

”rurale”

農 業 の /”tegola”

か わ ら

da circa dieci anni vengono organizzati

Brescello è un piccolo paesie dell`Emilia

/”millenario” とても古い、１０００年ごとの

diversi

Queste

Romagna. E` vicino al fiume Po, a metà

有名なイタリア人(24)

iniziative, considerate più alla moda, stanno

strada tra Parma e Reggio Emilia. Il centro

lentamente sostituendo le celebrazioni che

abitato è composto da case rurali con il

da oltre 1000 anni accompagnano l`arrivo

tradizionale tetto arancione in tegole ed è

del primo Novembre, cioè la festa di “Tutti i

immerso nei campi di grano della pianura

Santi”.

Padana. Si tratta quindi di un`ambiente

eventi

per

Ovviamente,

d`accordo

a

celebrarla.

molti

sostituire

e

non

sono

dimenticare

agricolo

ancora

fortemente

legato

Carlo Lucarelli

a

un`antica usanza tradizionale, quindi stanno

fascinose tradizioni millenarie. Come tutte le

nascendo gruppi di persone contrarie ad

comunità rurali della Val Padana, anche

Halloween. Voi, cari lettori, che cosa ne

Brescello

tradizione

Carlo Lucarelli è giornalista e scrittore di libri

pensate di questa polemica?

culinaria. Oltre al formaggio e ai salumi,

gialli. E` molto conosciuto in Italia perchè ha

☆ Ferrovie e guai: un ennesimo guasto

nella zona si possono gustare tortellini,

indagato su alcuni gravi delitti irrisolti

manda all`aria la linea ad alta velocità

lasagne, tagliatelle e altri piatti deliziosi. Si

successi negli anni 70 e 80. Di solito,

tra Milano e Roma.

può trovare anche un ottimo vino rosso

quando concludeva un`indagine, svelava

I treni italiani proprio non riescono a non fare

frizzante, chiamato Lambrusco. Brescello è

tutti i particolari scoperti in televisione,

ritardi: pochi giorni fa il traffico ferroviario tra

famoso anche per la letteratura. Questo

durante una trasmissione che si occupava di

nord e sud ha subito un ennesimo stop.

perchè lo scrittore Giovanni Guareschi ci ha

misteri e che si chiamava “Blu notte”.

Migliaia le persone bloccate. Siamo certi che

ambientato i racconti dedicati ai contrasti

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

tra questi molti hanno invidiato la rete

tragicomici tra il parroco Don Camillo e il

カルロ・ルカレーッリは新聞記者です。作家

ferroviaria giapponese che, pur essendo più

sindaco comunista Peppone.

としても有名で、とくに推理小説を沢山出版

cara di quella italiana, viaggia sempre in

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

しています。記者としては、新聞だけでなく、

perfetto orario!

エミリア・ロマーニャにあるブレシェッロは

テレビでも働き、７０年代と８０年代にイタ

☆ Il Museo Egizio di Torino è disponibile

とても面白い村です。パルマとレッジョ・エ

リアに起こった未解決の犯罪について徹底的

ミリアの真ん中で、ポー川の傍にあります。

に調査を行い有名になりました。彼が独自の

Il museo egizio di Torino, il più grande

町の中心は、石造りの建物が多いです。建物

調査で見つけたことは、“Blu Notte”と言うテ

d`Europa, è ora visitabile on line. Sul sito

の屋根はイタリアのオレンジ色のテラコッタ

レビ番組で紹介しました。

on-line!

vanta

un`ottima

Lucarelli ha anche scritto la trama di un

目がとても良い感じがするので、目がよい人

www.kudanacademy.com

telefilm

“L`ispettore

と、頭がいい人に対しても使うことができま

イタリア語を学習するなら：

Coliandro”) dedicato alle avventure di un

す。その上、反語的な使い方もあって、
“Non

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

poliziotto maldestro e inconcludente. Queste

è un`aquila”と言ったら、意味は”純真”に

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

caratteristiche che rendono il protagonista

なります。

（２）

グループレッスン

diverso dagli eroi classici dei thriller hanno

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

（３）

インターネットによる自宅学習

reso la serie leggermente diversa dal solito

砂漠の近くに、ジャッカル（"sciacallo”）と

e ne hanno assicurato il successo.

言う動物がいます。実は凶暴ではない、オオ

（４）

E メールによる作文添削

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

カミに似ている動物ですが、ヨーロッパでは

（５）

E メールによる文法学習

ルカレッリはテレビの犯罪ドラマの脚本も書

悪いイメージがあります。誰が困ったら、喜

（６）

E メールによる読解学習

きました。“L`Ispettore Coliandro”と言うドラ

ぶ動物のイメージです。それで、人の弱みに

（７）

E メールによるリスニング学習

マで、主役は才能がない大雑把な警部です。

付け込む強欲な人は“sciacallo”です。例え

生活スタイルに合わせた学習が可能

ドラマの中の警部は普通の事件や刑事ものを

ば、地震のため倒れた家に盗みに入るのは、

お問い合わせは、

扱ったドラマのヒーローと違って、珍しい役

絶対“sciacallo”です。

九段アカデミー

割をしました。その結果、彼のドラマは大成

季節の言葉(１６)

功を果たしました。

最近ローマで大きなデモがあり、話題になり

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

ました。警官も沢山いたのに、道でけんか（衝

TEL：０３（３２６５）６３６８

犯罪

突）が起こりました。デモ中の衝突は、イタ

FAX：０３（３２６５）６３６８

/ ”irrisolto” 未解決の/ “trasmissione” 番組

リア語で”disordini di piazza”です。 ケンカ

http://www.kudanacademy.com

/ ”maldestro” 才能のない

が起こると、盾と警棒持って警官が来ます。

http://federico.giri.jp

giallo

“libro giallo”

(intitolato

推理小説/

”delitto”

面白いイタリア語の紹介 (１７)

（NEW システム開始）

102-0074

この場合にくる警官は、イタリア語で

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

2010 年 10 月 1 日

発行人 中原 進

イタリア語の中にも、動物と関係ある表現が

“celerini”と呼ばれています。問題が起こる

編集者：Federico Mosoni

沢山あります。例えば、イタリア文化の中で、

と急いで来るので、
“celerino”は”celere”(速

発行者：九段アカデミー 出版部

ウサギ（"coniglio”）は恐ろしい感じがするの

い)と言う形容詞から来た名詞です。

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

で、”Sei un coniglio”と言ったら、意味は“君

“Celerini”と戦う悪者は、最近出来た英語の

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

は恐ろしいです”
。

外来語で、”Black bloc”と呼ばれます。意味

“Settimanale KUDAN”購読希望と

は、
“黒いグループ”で、普通黒い洋服を着て

書いて、お申込下さい。

☆☆
イタリアでは、豚も（”maiale”）あまりいい
イメージがありません。皆豚は汚くて下等な

いることから出来た名前です。
何という？

日本の「諺」 (１)

編集後記：
今回は、Carlo Lucarelli について書いていま

動物だと思いますから。その結果、
“maiale”

日本語も、イタリア語も面白い諺が沢山あり

す。恐らく日本では全く知られていないでし

は「汚くて下品」になります。

ます。しかも、良く似ている表現も多いので、

ょうが、
「有名なイタリア人」のコラムにピッ

これから紹介したいと思います。

タシの人です。一方、政治の世界では、ユー

☆☆☆☆
イタリア人にとって、サメも(“squalo”)少し怖

☆“急いては事を仕損じる”

ロ危機の余波が大分イタリアにも影響を与え

い動物です。その結果、特に仕事で怖くてず

”La gatta frettolosa ha fatto i micini ciechi.”

ているようです。このコラムでも以前に紹介

るい人に対して使うことができます。

（慌てる猫は、子猫の目を見えなくする）

した、ボッシ(Umberto Bossi)氏が最近は良く

この諺は少し表現がひどいかもしれません

話題に出てくるようになりました。政権交代

亀は（”tartaruga”）とても遅くて大人しい動

が、急ぐといい仕事ができないとの意味を言

の動きともあわせて、しばらく目を離せない

物です。それで何でもゆっくりする人に対し

っています。

状態が続きそうです。昨日はイタリアでもハ

☆☆☆☆☆☆

ても使うことができます。例えば、仕事でも

☆“前門の虎、後門のオオカミ”

ロウイーン。このお祭りは、イタリアでも年々

ゆっくり働く人がいたら、”sei una tartaruga”

“essere tra l`incudine e il martello”

賑やかになっているようです。ただ、宗教的

（金床と金づちの間にいる）

な意味はほとんどなく、お祭り騒ぎを楽しむ

と言います。
☆☆☆☆☆☆☆☆

イタリア語では、トラと狼ではなく、金床と

ローマ時代から、ワシは（"aquila”）強くて頭

金づちの間にいると言います。逃げる場所が

がよくて立派なイメージがあります。それに、

ない状態のこと。進退窮まるということです。

日というところでしょうか。

☆ Cultura: dal mese prossimo forse
andare al museo costerà di più.
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Numero 27

sott`acqua:

a

La crisi non risparmia proprio nessuno, men

たからです。サン・ジミニャーノの商人は大

che meno la cultura. E` quindi probabile che

きい塔形の建物に住んでいたので、中世に沢

i prezzi dei biglietti dei musei italiani

山タワーが建てられ、今も中心に古くてユニ

aumentino. Secondo gli amministratori,

ークなタワーが多いです。その結果、イタリ

l`aumento è necessario perchè in futuro lo

アでは“タワーが１００本ある町”(La città delle

stato stanzierà meno risorse per la cultura.

cento torri)と呼ばれています。勿論、美味しい

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

料理もあります。特に牛肉と豚肉と生ハムは

”incessante”

有名ですがとても味がよい“Vernaccia di San

絶え間ない /

”alluvione”

氾

お勧めのイタリアの田舎（５）

☆☆☆

☆ Italia

ぜなら、金持ちで有名な商人が多く住んでい

濫 / ”men che meno” まして。。
。しない

Notizie dall`Italia イタリアのニュース
causa

delle

設立され、中世に大きな町になりました。な

Gimignano”と言う白ワインもあります。

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

San Gimignano: che bel paesino!

”mercante”

サンジミニャーノ：面白い村です！

ある/”a seconda di” に応じて

incessanti piogge in molte città ci sono

商人/”abbondare” ～が豊富に

有名なイタリア人(25)

stati danni e allagamenti.

Stefania Sandrelli

L`autunno è un periodo dell`anno in cui ci

Stefania Sandrelli è

sono diverse precipitazioni atmosferiche.

una

Tuttavia, al momento in Italia non esistono

attrice italiana. Nata

piani di emergenza dettagliati per affrontare

a Viareggio nel 1946,

famosissima

gli alluvioni. Di conseguenza, bastano tre o

Sulle colline della Toscana ci sono numerosi

ha

quattro giorni di pioggia per vedere fiumi in

paesini affascinanti e degni di essere visitati.

recitare giovanissima

piena e fuori controllo e drammatici

Uno di questi è certamente San Gimignano.

(aveva solo 15 anni)

allagamenti. Questa volta i danni più gravi si

Questo piccolo comune è stato fondato dagli

nel film “Il Federale” del 1961. In seguito ha

sono registrati in Liguria dove persino il

etruschi nel terzo secolo avanti Cristo. Nel

lavorato con i più famosi registi italiani e ha

capoluogo Genova è stato invaso da un

medioevo è diventato un centro abbastanza

sempre avuto un ruolo di grande importanza

fiume di fango.

importante nel quale vivevano diverse

nelle diverse stagioni del cinema italiano.

famiglie di mercanti. Tutte queste famiglie

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

abitavano in delle torri che erano più o meno

ステファーニャ・サンドレーッリは有名な俳

alte a seconda della loro ricchezza. Grazie a

優です。１９４６年に生まれ、１５歳の時に、

questa singolare abitudine, nelle vie del

映画である役を演じました。その後、イタリ

centro storico della città le costruzioni

アの有名な映画監督のもとで、役を重ね、イ

(il centro di Genova allagato)

medievali e soprattutto le torri abbondano.

タリア映画の世界で注目すべき位置を占める

☆ Quali sono le parole italiane piu`

Come nel resto della Toscana, anche a San

ようになりました。

Gimignano ci sono ottimi prodotti alimentari

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

Un recente sondaggio svolto nei principali

tra cui insaccati e squisite bistecche di

Stefania Sandrelli ha preso parte anche a

paesi europei ha permesso di individuare le

manzo. Ovviamente si possono trovare

sceneggiati comici e divertenti, tra cui è

parole italiane più diffuse all`estero. Un po` a

anche degli ottimi vini bianchi e rossi, tra cui

opportuno ricordare “Vacanze di Natale”.

sorpresa, ai primi quattro posti abbiamo

è doveroso ricordare la “vernaccia di San

Questo film del 1983, è considerato il padre

“ciao”, “bella”, “amore” e “dolce vita”.

Gimignano” (bianco).

di tutti i “cinepanettoni”. Con il termine

Solamente dopo seguono parole legate alla

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

“cinepanettone” (composto da “cinema” e

cucina come “pizza” (in quinta posizione),

トスカナ州には、興味ある美しい村が沢山あ

da “panettone”, dolce tipico di Natale) è

“tiramisù”

りますが特に“San Gimignano”
（サン・ジミニ

stato coniato dalla critica cinematografica e

ャーノ）は魅力的な所です。エトルリア人に

indica quei film comici e demenziali che

conosciute all`estero?

(in

settima

posizione)

“spaghetti” (in decima posizione).

e

cominciato

a

tradizionalmente escono nei cinema italiani

かの国でも非常識なことは“cosa da

www.kudanacademy.com

durante le vacanze natalizie. Sebbene siano

repubblica delle banane”と呼びます。

イタリア語を学習するなら：

delle pellicole di scarsa qualità e ricche di

季節の言葉(１７)

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

volgarità,

今、日本では紅葉がとても綺麗です。紅葉は

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

registrano sempre incassi da record.

イタリア語でいうと“Acero”になります。

（２）

グループレッスン

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

日本の紅葉の赤は本当に素晴らしくて、イタ

（３）

インターネットによる自宅学習

ステファーニャ・サンドレーッリは喜劇映画

リアには自然でそんなに強くて明るい赤はな

（４）

E メールによる作文添削

にも多く出演しており、大ヒットとなった

いと思います。紅葉を見るのは楽しくて面白

（５）

E メールによる文法学習

“Vacanze di Natale”
（クリスマス休暇）と言う

いので、日本では皆紅葉狩りをします。イタ

（６）

E メールによる読解学習

映 画 に も 出 ま し た 。 こ の 映 画

リア人は残念ながら木（葉）の色を見に行く

（７）

E メールによるリスニング学習

は、”cinepanettone”と言う種類の映画で一番古

ために旅行したりはしないので、紅葉狩りの

生活スタイルに合わせた学習が可能

いので、イタリア人にはよく知られていて、

翻訳は難しいと思います。
“Gita per godere

お問い合わせは、

イタリア人の多くが見たことがありま

dei colori delle foglie autunnali”訳すとこう

九段アカデミー

す。”Cinepanettone”の映画とは（"cinepanettone”

なり、少し長いです。

sono

= “cinema

molto

apprezzate

e

- 映画館” + “panettone – クリスマス

☆☆☆☆

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

の伝統的なお菓子”）クリスマスに上映される

日本とアジアの紅葉の赤は有名で、強くて明

TEL：０３（３２６５）６３６８

コミック映画です。下品でレベルが低い映画

るい赤を“Rosso acero”と呼びます。

FAX：０３（３２６５）６３６８

ですが、いつも見る人が多くて、とても多く
の興行収入を得ている映画です。

”recitare”

日本の「諺」 (２)

☆“後は野となれ山となれ”

----------------------------------------------------------“attrice”

何という？

”Chi vivrà vedrà.”

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

発行人 中原 進

（未来に生きている人は見るだろう（が）
）

編集者：Federico Mosoni

/ ”sceneggiato” 映画、ドラマ

“これから起こることには興味がない”
（あと

発行者：九段アカデミー 出版部

面白いイタリア語の紹介 (１８)

はどうでもいい）という時によく使う諺です。

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

時代が変わり、社会の変化に伴い、言語も変

☆“笊（ざる）で水をすくう”

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

わります。イタリアでも、メディアのおかげ

”Spalare il mare.”

“Settimanale KUDAN”購読希望と

でイタリア語も変わって新しく面白い表現が

（シャベルで海の水をかく）

書いて、お申込下さい。

出てきています。ちょっと上げてみましょう。

イタリア語で無駄なことをする時に、”spalare il

編集後記：ついに Berlusconi 氏が首相を降

☆☆

mare”と言う表現を使うことができます。やは

りましたね。財政的な問題を解決出来なか

“furbetti del quartierino”

り、シャベルで水かきをしてみたら、頑張っ

ったということで、後には元欧州委員、

(地区の狡い人)

てもできなくて時間がもったいないです。

Bocconi 大学学長で経済学者の Monti 氏が

新聞記者が使う言葉です。時々イタリアでも

☆“雨降って地固まる”

選出されました。 イタリアの財政問題は、

金持ちの企業家が悪い政治家と結託して、悪

”Dopo la tempesta c`è l`arcobaleno.”

今に始まったことでなく、またかという感

くて狡い投機をした場合に、この人は新聞

（嵐の後で虹が出てきます）

じですが、EURO 圏にあるだけに、自国だ

で”furbetti del quartierino”と呼ばれます。

嵐の後、空はとても綺麗で、時々かわいい虹

けの問題ではないのでしょう。最大の問題

☆☆☆☆

を見ることができます。同時に、大変な問題

は南北格差です。これまで連立政権を組ん

“avere le mani pulite”

が起こっても、問題の後でいいことが沢山で

でいた北部同盟は、Monti 政権の下では野

(手は綺麗であること)

きることもあります。

党に回ると言われていますが、同党は南北

新聞やテレビのニュースにもよく使われてい

☆“漁夫の利”

分離を主唱しています。一方本土とシチリ

る表現で、意味は正直（清廉潔白）です。

”Tra i due litiganti il terzo gode.”

ア島を結ぶ世界最大のつり橋の建設計画

☆☆☆☆☆☆

（なにかを得るためにケンカしている二人が

（一度中止されたが、Berlusconi 政権で復

“repubblica delle banane”

あれば、その何かは、第三者（ほかの人）の

活）などこれからどうなるのか、新政権下

(バナナの共和国)

ものになります。
）

のイタリアからしばらく目が離せません。

堕落した国のことを“repubblica delle

諺の意味は、ケンカをするのに、目的を大事

banane”と呼びます、また、イタリアでもほ

にしたほうがいいという意味です。

俳 優 /

演 じ る

お勧めのイタリアの田舎（６）

があって、大変大きいです。１８５０年ぐら

Fenestrelle: che bel paesino!

いに、砦は古くなり、軍隊としては使えなく

フェネストレッレ：面白い村です！

なってしまったので刑務所になりました。南
イタリアにあったピエモンテの王国に反対し
た人が沢山監禁され、厳しくてひどい刑務所
なので多くの人が亡くなりました。山なので
冬はとても寒いですが、警備はとても厳しく、
独房に窓ガラスもなく、ブランケットや厚い
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い服もなく、寒さのせいで亡くなった囚人は
Numero 28

多かったのです。

(una panoramica del forte)

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

Sulla strada che da Pinerolo va a Sestriere

”fortezza”

☆☆☆

c`è il paesino di Fenestrelle, molto

/”strategico/a” 戦略 的 な /”prigione” 刑務

☆ Grande successo per la “settimana del

conosciuto in Italia per via dell`omonimo

所/”cella” 独房/”abbandonare” 退却する

vino italiano” organizzata a Tokyo dal

fortino. Proprio quest`ultimo merita di essere

有名なイタリア人(２６)

21 al 16 Novembre.

visitato, dal momento che si tratta di un

Notizie italiane イタリアのニュース

砦

/”dislivello”

高

度

Rosario Fiorello

Sono stati veramente numerosi i partecipanti

monumento unico nel suo genere. Lungo tre

Rosario Fiorello è un

alle interessanti iniziative proposte in ben 24

chilometri e con un dislivello di 600 metri tra

noto

ristoranti italiani di Tokyo per presentare i

la parte più bassa e quella più alta, è stato

televisione

vini

costruito dai piemontesi nel 1700 per

Nato

difendersi

invasione

Sicilia, ha iniziato a

dimostrato ancora una volta che la cucina

francese. Attorno al 1850 la fortezza ha

lavorare come barista

italiana in Giappone non passa mai di moda.

perso la sua utilità strategica ed è stata

e come animatore in alcuni villaggi turistici.

☆ Andare alla “Galleria degli Uffizzi” di

trasformata in una prigione destinata ai

Negli anni 90 ha iniziato a farsi conoscere

briganti meridionali che cercavano di opporsi

come cantante e come conduttore di

Si può, ma solo fino all`otto Dicembre,

alla conquista del Sud Italia da parte dei

programmi televisivi e radiofonici. Infine,

grazie

installato

Savoia. Il regime di detenzione era

negli anni 2000, ha raggiunto l`apice del

all`Istituto Italiano di Cultura (イタリア文

durissimo e molti prigionieri morivano di

successo conducendo trasmissioni molto

化会館). Nella sede di Kudanshita è quindi

stenti e di freddo dal momento che le

apprezzate dagli spettatori sia per la RAI (la

possibile visitare una mostra di fotografie ad

finestre delle celle erano state rotte apposta

TV pubblica) che per alcuni canali private

alta definizione e file multimediali dedicati

e non c`erano coperte o vestiti adeguati. La

come Sky o Mediaset.

alle opera custodite nella grande Galleria

struttura

definitivamente

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

d`Arte

abbandonata nel 1940 e oggi ospita

ロサーリオ・フィオレッロはイタリアのテレ

dettagliate, si consiglia di visitare il sito

solamente dei musei storici.

ビで有名なタレントです。１９６０年シチリ

http://www.iictokyo.esteri.it.

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

アにうまれ、若い時には観光地の村でアニメ

☆ Un Natale italiano alla Kudan Academy!

ピエモンテ州に、ピネローロからセストリエ

ーターとウェイターとして働きました。９０

Venerdi` 16 Dicembre alle 18:00 alla Kudan

ルまで行く道にフェネストレッレと言う村が

年代に歌手とテレビ番組の司会者として働き

Academy ci sarà una simpatica e informale

あります。とても大きく古い砦がありますか

始め、特に２０００年代にテレビの人気番組

festa di Natale, alla quale siete tutti invitati.

ら、イタリアでも大変有名な村です。フェネ

でヒットして、大変有名になりました。イタ

Chi volesse partecipare è pregato di

ストレッレの砦は昔から保存されており、歴

リアの国営テレビや民間のテレビ局でも良く

contattarci telefonicamente o via mail.

史な所です。１７００年頃フランスの侵入か

出てきて、今や誰もが知るタレントです。

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

ら国を守るため、ピエモンテの王が建てまし

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

”partecipante”

た。砦の長さは３キロで、一番下の建物から、

Fiorello è diventato una celebrità nei primi

上のタワーまで６５０メートルぐらいの高度

anni 90 grazie a una trasmissione in onda

italiani

incredibile

meno

conosciuti.

successo

di

Questo

pubblico

ha

Firenze senza lasciare Tokyo?

する/

al

“museo

toscana.

”virtuale”

Per

参加者 /

virtuale”

informazioni

”dimostrare”

バーチャル

più

明示

da

è

un`eventuale

stata

volto
nel

della
italiana.

1960

in

sulle televisioni di Berlusconi che si

めにセットして、１月７日まで町を飾ります。

chiamava “Karaoke” e che si ispirava

☆☆☆☆

liberamente al passatempo che all`epoca

一方、町の道路にあるイルミネーションはイ

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

era certamente famoso in Giappone ma

タリア語で”luminarie”と呼ばれています。イ

（２）

グループレッスン

praticamente sconosciuto in Europa. In

ルミネーションがあると言いたい時には、”ci

（３）

インスタントマスター

questo programma c`erano delle persone

sono le luminarie”は間違っていません

（４）

E メールによる作文添削

che si sfidavano in delle gare di canto con le

が”hanno acceso le luminarie”のほうが使わ

（５）

E メールによる文法学習

quali potevano vincere dei viaggi o altri

れています。

（６）

E メールによる読解学習

piccoli premi in denaro.

☆☆☆☆☆☆

（７）

E メールによるリスニング学習

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

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

クリスマスには家を飾ります。勿論、”albero

生活スタイルに合わせた学習が可能

フィオレッロは１９９０年に大変人気のある

di Natale” (クリスマスツリー)と”presepe”も

お問い合わせは、

番組で出てきて、テレビ界の有名人になりま

作りますが、時にはサンタとベファーナの人

九段アカデミー

したが、その時の番組は“カラオケ”と言う

形で窓とベランダも飾ります。サンタ

日本のカラオケから取った番組でした。一般

は”Babbo Natale”といいますが、”Befana”は

の人の歌合戦がその内容で、勝った人は旅行

代表的なイタリアの人物です。”Befana”は御

TEL：０３（３２６５）６３６８

公現祭=Epifania の前夜に子供にプレゼント

FAX：０３（３２６５）６３６８

とか、賞品をもらうことができました。

----------------------------------------------------------“animatore”
programma”

アニメーター/

”condurre un

テレビ番組の司会者する

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

を届けるおばあさんです。

http://www.kudanacademy.com

”credere ancora alla Befana”と言ったら、”

http://federico.giri.jp

まだ子供である” と言う意味になります。

/ ”sconosciuto” 誰も知らない/ ”gara” 試合

例えば：”Mario ha 35 anni ma crede ancora

面白いイタリア語の紹介 (１９)

alla Befana! ”

(マリオは 35 歳なのにまだ子
供ですよ！)

“Alzare il Gomito”
もうすぐ正月ですが、そろそろ忘年会の時期

102-0074

何という？

日本の「諺」 (３)

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

です。忘年会は日本の面白い習慣ですが、時々

☆“愚公山を移す”

“Settimanale KUDAN”購読希望と

飲みすぎることもありますね。
“飲みすぎる”

（愚直でも続ければ成就するの意味）

書いて、お申込下さい。

は、沢山面白い表現があります。例えば：

”Roma non è stata mica costruita in un

編集後記：Novembre が過ぎて Dicembre

giorno.”

になりました。Nove が 9 で 11 月、Dieci

“Alzare il gomito”(ひじを上げる)

（ローマは一日にしてならず。
）

または

諺の意味は、良いものを作るのはいつも時間

が 10 で 12 月、そして otto が 10 月、sette

“Essere pieno come una botte / come un

がかかります。同じ様に、ローマを建てるの

が 9 月という 2 月づつすれている事は、ご

otre”(たる/皮袋のようにいっぱいである)

にはとても時間かかりました。

存じの方も多いでしょうが、一年の最後の

または

☆“口は禍のもと”

月になっても、イタリアの債務問題はまだ

“Bere come un`idrovora” (排水機のように飲

”Un bel tacer non fu mai scritto.”

くすぶり続けています。素人が言うことだ

む)。その結果、”昨日彼は飲みすぎました”は：

（良い沈黙は書かれたことがありません。
）

と思ってお聞き流し願いたいが、イタリア

“Lui ieri ha alzato il gomito.”

イタリアでもしゃべり過ぎて言わないほうが

の財政危機はもう何十年も前からの話で、

“Lui ieri era pieno come una botte”

いいことを言ってしまう人は沢山います。そ

イタリアの庶民層は、
皆 La vita e` dura. と

“Lui ieri ha bevuto come un`idrovora.”と

の結果、沈黙と関係ある諺も多いです、
“口は

言いながら、長い夏休みや海外旅行を楽し

なります。

禍のもと（門）
”と言いたい場合は、”

んでいます。つまり La vita e` bella.に生き

Un bel tacer non fu mai scritto”と言います

るのがうまいのです。イタリアが危機だと

もう１２月で、クリスマスの季節ですね！イ

☆“薬も過ぎれば毒となる”

何度聞いたことか、今は、絶対に崩壊する

タリアもこれからイルミネーションで町を飾

”Il troppo storpia.”

ことはないと、例えそのような事が起こっ

り、家と店と事務所などにクリスマスツリー

（多すぎるのは良くないです。
）

ても、イタリア人は相変わらずであろうこ

とプレゼーピオ(presepio)の準備します。まず

大げさと多すぎることに対してイタリア語で

とを信じて疑わない 1 人です。

は、イルミネーションはイタリア語

良く使われている諺です。

季節の言葉(１８)

で”Luminarie”

といいます。普通、１２月初

www.kudanacademy.com

/”aggiungere

che”

/ ”a riguardo”
poco (形容詞)”

～と言うことも教える

ジェロに使われていました。コロンナータに

/ ”a dir

は美味しい料理も沢山あります。特にベーコ

その点に関して

ンはお勧めです。ベーコンを作る時に、肉は

どう少なく見ても

大理石で作った特別な箱に塩と他の美味しい

お勧めのイタリアの田舎（７）

Colonnata: che bel paesino!

スパイスとともに入れますので、味はとても

コロンナータ：美しい村です！

デリケートで特別です。

----------------------------------------------------------”presumibilmente”
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marmo”

お そ ら く /”cava

di

大 理石の石 切り場 /”pregiato” 高

貴な/”persino” ～さえ、～にいたるまで
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有名なイタリア人(２７)

Notizie italiane イタリアのニュース

Mario Monti

☆☆☆

Colonnata è una piccolo paesino situato in

Mario Monti

☆ Apre su internet il “museo di Valentino”.

Toscana nei dintorni della ben più grande

nuovo Primo Ministro

A più di un anno dal ritiro, il noto stilista

città di Carrara. Fondato ben 2000 anni fa

italiano

italiano ha deciso di mettere a disposizione

dai romani, nel centro storico ci sono

persona incaricata dal

di tutti la sua collezione privata di abiti. Ha

pregevoli palazzi antichi e una chiesa che

Parlamento a risolvere

quindi aperto un museo on line, disponibile

risale presumibilmente a più di 800 anni fa.

l`attuale

al link www.valentino-garavani-archives.org .

Pur contanto poche centinaia di abitanti, si

crisi economica del paese. E` stato scelto

Il portavoce di Valentino ha anche aggiunto

tratta di una località conosciuta in tutta Italia,

per questo difficile compito dal momento

che presto verrà aperto un museo vero e

dal momento che nelle sue immediate

che è un grande esperto di alta finanza,

proprio, probabilmente a Roma.

vicinanze ci sono delle famose cave di

perche` ha lavorato per anni come

☆ A 10 anni dall`entrata in vigore

marmo bianco estremamente pregiato.

consulente presso la potentissima banca

dell`Euro la vecchia Lira è stata

Persino il grande scultore Michelangelo

d`investimenti Goldman & Sachs e anche

definitivamente eliminata.

aveva scelto a Colonnata il marmo da

perchè ha svolto incarichi importanti nel

Per decisione del nuovo Primo Ministro

utilizzare nelle sue statue attualmente

settore dell`economia per conto dell`Unione

Mario Monti, da questo mese non sarà più

esposte nei grandi musei italiani ed europei.

Europea.

possibile cambiare le Lire in Euro e tutte le

Come in tutti i centri della Toscana, a

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

vecchie banconote che sono ancora in giro

Colonnata si possono assaggiare piatti tipici

マリオ・モンティはイタリアの新しい首相で

per l`Italia perderanno il loro valore e non

di alto livello. Particolarmente gustoso è il

す。イタリア国の財政状況は今少し厳しい状

saranno altro che carta straccia.

lardo,

un

況にありますので、モンティは経済のことに

☆ Italiani e grammatica: almeno il 20% dei

procedimento molto particolare dato che

詳しいとして、議会からイタリアの財政を立

cittadini non sono in grado di parlare

viene lasciato stagionare in contenitori di

て直すように、期待されています。モンティ

correntemente la lingua.

marmo, a stretto contatto con la roccia.

は世界経済の専門家で、ゴールドマン・アン

Un recente sondaggio ha svelato un dato a

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

ド・サックスと言う銀行でコンサルタントと

dir poco scioccante: 20% degli italiani non

コロンナータはトスカナ州にあるとても素晴

してずっと働き、更に欧州連合の経済部局で

sa parlare in italiano corrente e capisce

らしい村です。古代ローマ人に設立され、中

も働いた経験があります。

solamente il dialetto del proprio paese. In

心には古く石で建てられた建物やタワーがあ

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

seguito a questi dati preoccupanti, i

り、また８００年前に建てられた興味深い教

Mario Monti, prima di dedicarsi all`alta

ricercatori

hanno

会があります。小さく、人口も少ない町です

finanza internazionale, è stato un professore

rischiesto un forte intervento da parte del

が、イタリアでもヨーロッパでも大変有名な

universitario di altissimo livello. Nella sua

Ministero dell`Istruzione.

所です。その周りに高価で素晴らしい白い大

vita ha insegnato economia negli atenei di

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

理石の石切り場がありますから。コロンナー

Torino e Milano, dove è stato nominato

”stilista”

タの大理石は珍しくて綺麗なので、ミケラン

Rettore della prestigiosa università Bocconi,

autori

della

ricerca

フ ァ ッ シ ョ ン デ ザ イ ナ ー

la

cui

produzione

segue

ed

è
è

il
la

gravissima

forse la migliore d`Italia per quanto riguarda

すぐ終わる年に起こったいやなことを忘れる

www.kudanacademy.com

lo studio dell`Economia.

ためのパーティ）になり、少し長いですね！

イタリア語を学習するなら：

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

☆“二日酔い”

大銀行や欧州連合の経済部局で国際的金融の

“忘年会”に行くと、飲みすぎる時もありま

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

最高責任者になる前に、モンティは大学で経

すね。その結果、次の日に二日酔いで頭が痛

（２）

グループレッスン

済学の先生としても働いていました。トリノ

くてあまり元気ではありません。”二日酔い”

（３）

インスタントマスター

大学でも働いたことがありますが、ミラノに

をイタリア語で書いたら“avere i postumi

（４）

E メールによる作文添削

あるボッコーニ大学では学長になりました。

della sbornia”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

ボッコーニ大学はとても有名な大学で、経済
学に関しては、イタリアで一番高名な学校で
す。

----------------------------------------------------------“esperto”

専門家/

タント/ ”alta

”consulente”

finanza”

日本の「諺」 (４)

何という？

☆“鬼のいぬ前に洗濯”

”Quando non c`e` il gatto i topi ballano.”

生活スタイルに合わせた学習が可能

（猫がいない時にネズミは踊ります。
）

お問い合わせは、九段アカデミー

コンサル

猫がいない時に、ネズミはとても喜んで、パ

国際財政/ ”incarico”

ーティをして踊ります。同時に、会社で働く

任務/ ”rettore” 大学学長
面白いイタリア語の紹介 (２０)

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

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

日に部長も社長もがない時にリラックスがで

TEL：０３（３２６５）６３６８

きて、少しゆっくりで働けます。

FAX：０３（３２６５）６３６８

今イタリアの国の財政は少し厳しい状況で

☆“馬の耳に念仏”

http://www.kudanacademy.com

す。その結果、税金も高くなり、年金と平均

”Dare le perle ai porci.”

http://federico.giri.jp

の給料は安くなり、ガソリンは高くなりまし

（豚に真珠を上げること）

た。イタリア人は支出が増えていくので、ス

豚に真珠を上げても、真珠の価値が分からな

編集者：Federico Mosoni

トレスが溜まり政府に対して怒ってしまいま

いので別に喜ばないし、真珠はとても高価な

発行者：九段アカデミー 出版部

した。
「怒る」という表現はイタリア語で沢山

のでもったいないです。その結果、無駄に何

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

面白い言い方があります。例えば”perdere le

か使う時に”Dare le perle ai porci”と言う諺を使い

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

staffe”(あぶみから足を踏みはずす)、

ます。（日本語でも豚に真珠は使いますね）

“Settimanale KUDAN”購読希望と

”perdere la pazienza” (がまんするのができ

☆“角を出す”

書いて、お申込下さい。

なくなる), “schiumare di rabbia” (怒りのあ

”Tirare fuori le unghie.”

編集後記：イタリアの Inter では Nagatomo

まり口を震わす)。”怒っている”と言いたい時

（爪を出す。）

選手の活躍が目立っていますね。SerieA の

に、日本語の”～に腹が立つ”と言う表現も使

これもとても面白い諺だと思います。イタリ

チームに初めて入ったのは三浦選手ではな

うことができます。”Avere un travaso di

ア人は怒る時に爪を出しますが、日本人は怒

いかと思いますが、あれは 1994 年ですか

bile”で、”胆汁の浸出がある”と言う意味にな

る時に角を出すんですから。

ら、17 年前ですね。三浦選手はまだ現役で

☆“唐人の寝言”

すから大したものです。開幕試合で、Milan

☆☆例えば：☆☆

”E` come se fosse arabo.”

の Baresi と頭突きし退場した試合は印象

“彼女は怒りました”と言いたい時にイタリ

（アラビア語みたい。
）

に残っています。Baresi 選手の方はとっく

ア語で”Lei ha perso le staffe”か、”Lei ha

イタリア人にとって、アラビア語はとても難

に引退していますが、先日静岡にミランサ

perso la pazienza” や ”Lei schiuma di

しくてわからない言語です。それで、わから

ッカースクールを開催するので来日して三

rabbia”など、また”Lei ha un travaso di bile”

ない話を聞くと ”E`

浦選手と会ってました。日本に最初に来た

ります。

come se fosse arabo”

2010 年 10 月 1 日

発行人 中原 進

と言う諺を使う時もあります。

イタリア選手は、Schillaci（磐田）で三浦

☆“豆腐に鎹”

選手のイタリアと同じ 1994 年、その後

☆“忘年会”

”Lavare la testa all`asino.”

Massaro（清水）という選手がいました。

今日本で月末なので忘年会の季節です。忘年

（ロバの頭を払う。）

覚えてますか。今は、Zaccheroni 監督です。

会はイタリアにないので、翻訳しにくい名詞

ロバの頭はいつも汚いので、払って綺麗にな

これからも交流が深まれば良いですね。

だと思います。とにかく、イタリア語で書く

りません。それに、無駄なことをした

Buon Natale!そしてよいお年を！

と”festa per dimenticare le cose spiacevoli

ら、”Lavare la testa all`asino”と言う諺があ

とも言うことができます。
イタリア語で何と言う？(６)

dell`anno che sta per concludersi”

（もう

ります。

