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Notizie italiane イタリアのニュース 
☆☆☆ 

☆ イタリアにもコンビニ anche in Italia? 

La manovra economica voluta dal nuovo 

governo tecnico probabilmente cambierà 

profondamente il panorama e lo stile di vita 

italiano perchè introdurrà grandi novità. Una 

di queste potrebbe essere la possibilità di 

tenere aperti i negozi 24 ore su 24 e 365 

giorni all`anno. Così facendo, di fatto si 

favorirebbe la nascita e la diffusione dei コ

ンビニ anche nelle città italiane.  

☆ Viaggiare sicuri: nel 2011 gli 
incidenti aerie sono dimezzati 

rispetto al 2010. 

L`aereo si conferma quindi il mezzo di 

trasporto più sicuro, dal momento che il 

numero di incidenti rispetto al passato è 

precipitato. Forse questi nuovi e 

incoraggianti dati saranno utili per 

convincere chi non ama volare a 

intraprendere un bel viaggio in aereo, 

incrementando così anche il turismo da e 

per il Giappone! 

☆ BUON ANNO A TUTTI! 
Il 2011 si e` concluso; noi tutti della Kudan 

Academy desideriamo porgervi i nostri 

migliori auguri per un 2012 ricco di 

soddisfazioni, felicità e grandi progressi nello 

studio così come nel lavoro!  

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

”di fatto” 事実に /”incoraggiante” 有望な

/ ”convincere” 説得する 

お勧めのイタリアの田舎（８） 

Santa Maria Maggiore: 
che bel paesino! 

サンタ・マリア・マッジョーレ 

 
Nell`estremo nord Italia e a quasi a metà 

della ferrovia che collega la città di 

Domodossola con il centro svizzero di 

Locarno è situato il ridente paesino di Santa 

Maria Maggiore. Grazie al panorama alpino 

mozzafiato e alla bellezza delle case e delle 

ville neoclassiche presenti nel centro storico, 

questa piccola cittadina viene visitata da 

moltissimi turisti. Santa Maria Maggiore, 

come tutta la valle Vigezzo (della quale è il 

capoluogo), è anche patria di grandi pittori 

come Severino Ferrari e Carlo Fornara, 

artisti di altissimo livello le cui opere 

vengono esposte nei musei più prestigiosi 

d`Europa e del Mondo. Anche i piatti tipici, 

tra cui gli ottimi formaggi e il sublime 

prosciutto affumicato, meritano attenzione. 

In conclusione, grazie alla bellezza del 

panorama, alla bontà dei piatti locali e 

all̀ eleganza del centro storico, un viaggio a 

Santa Maria e nei comuni limitrofi è 

assolutamente consigliabile!  

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

イタリア北部ピエモンテ州にあって、ドモド

ッソラからスイスのロカルノまで行く鉄道の

真ん中にある、サンタ・マリア・マッジョー

レはとても素敵な村です。アルプスの素晴ら

しい景色と中心にある綺麗な石造りの家のお

かげで、いつも観光客で賑わっています。サ

ンタ・マリア・マッジョーレも近くにあるビ

ジェッゾ谷の村も、有名な画家の出身地とし

ても知られています。セベリーノフェッラー

リとカルロフォルナーラと言う画家も、ビジ

ェッゾ谷に生まれました。地域の料理も食べ

るに値します：チーズも美味しいですし、珍

しいスモークした生ハムもあります。イタリ

アに行ったら、サンタ・マリア・マッジョー

レを観光で訪れることをおすすめします！

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

”ridente” 明るい /”neoclassico” 新古典主

義の/”essere patria di...” ～の出身である/ 

/ ”sublime” 素晴らしい/ ”meritare” 。。。に

値 す る / ”In conclusione” 要 す る に

/”consigliabile” お勧めである 

有名なイタリア人(２８) 

Emma Marcegaglia 
Il mondo 

dell̀ economia è 

dominato dagli uomini 

e spesso succede 

che donne anche 

preparate e in gamba 

non riescano a 

trovare lo spazio che 

meritano in una grande società. Ciò 

nonostante esistono esempi di signore che 

hanno scalato le dirigenze di importanti ditte 

arrivando a occupare posizioni di grande 

prestigio nel mondo economico italiano e 

mondiale. Una di queste è sicuramente 

l`italiana Emma Marcegaglia. 

----------------------------------------------------------- 
経済界には、男性が多く、大会社の経営者と

なると女性は数少ないです。イタリア社会で

も同じように、女性が立派な経歴を積むこと

は難しく、基礎知識もあり、仕事が出来ても、

女性はなかなか有名な会社の指導者になれま

せん。それにもかかわらず、時々女性企業家

の中にも素晴らしいキャリアを持って、経済

界で重要な位置を占める人が出てきます。 

例えば Emma Marcegaglia (エッマ・カルチ

ェガリア )と言う女性企業家はイタリアの経

済界でとても優秀で、そして権力者にもなっ

た人です。 

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

Nata in una famiglia di grandi industriali (il 

padre ha fondato la Marcegaglia S.p.A., una 

 



società che produce manufatti di acciaio) 

Emma Marcegaglia ha studiato economia 

all̀ università e fin da giovanissima ha 

lavorato a fianco del padre fino a quando, 

una decina di anni fa, non è stata nominata 

amministratore delegato dell̀ azienda di 

famiglia. Sotto la sua gestione la ditta ha 

raggiunto risultati importantissimi, tanto che 

nel 2008 è stata eletta presidente nazionale 

di Confindustria (l`unione degli industriali), 

diventando la prima donna a ricoprire 

questa prestigiosa carica.  

----------------------------------------------------------- 
有 名 な 企 業 家 の 家 族 に 生 ま れ （ 父

は”Marcegaglia S.p.A.” と言う鉄鋼会社の

設立者）、ミラノ大学で経済学を学び、卒業後、

父の会社で働いて、１０年ほど前に社長にな

りました。エッマ・マルチェガリア社長の経

営によって、会社は規模を拡大し、良い成果

を残しています。会社経営で成功したので、

２００８年からイタリア産業総連盟の会長に

任命されました。エッマ・マルチェガリア会

長より前は、イタリア産業総連盟の会長はい

つも男性でしたので、女性で初めての会長で

す。日本の経団連会長に相当すると思います。 

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

“preparato” 基 礎 知 識 の あ る 人

/ ”dirigenza” 経営/ ”posizione di grande 

prestigio” 素晴らしいポシション / ”S.p.A. 

(Società per Azioni)” 株 式 会 社

/ ”ricoprire” (任務を)負う/ ”carica” 任務 

イタリア語で何と言う？(７) 

去年ヨーロッパ経済は大変でしたが、今年

も引き続き問題が残る可能性があります。昨

年以来、倒産した会社が多く、首になった人

も増えています。仕事がない人が多い時には、

犯罪も増えて、気を付けねばなりません。例

えば、時々イタリアでも“おれおれ詐欺”と

言うかたりのケースがあります。イタリア語

で“おれおれ詐欺”は“Truffa telefonica”と

呼ばれています。“Truffa telefonica”を行う

悪者は（イタリア語で“Truffatore”と呼ばれ

ています）おじいさんとおばあさんに電話し

て、クレジットカードの問題があったと言っ

て、クレジットカードの番号を言わさせます。 

“Truffa telefonica”の被害を受けたら、イタ

リア語では“Essere vittima di una truffa 

telefonica”と言います. 

面白いイタリア語の紹介（２３） 

☆“Spartano” 

イタリア語で“簡素な”とか“厳しい”とか

“無骨な”と言う形容詞を言いたい時

に”spartano”と言う形容詞をよく使いま

す。”Spartano”と言う言葉の語源はとても面

白いです。意味は昔のギリシャにあった「ス

パルタと言う町の」です。スパルタはとても

厳しくて、強くて無骨なイメージがあったか

ら、“spartano”はシノニム（同意語）になり

ました。  

何という？ 日本の「諺」 (５) 

☆“一蓮托生” 

”Essere sulla stessa barca.” 
（同じ船に乗る。） 

別々の人が同じ状態にいて、同じ様に困った

としたら、“Loro sono sulla stessa barca”と言う

諺を使います。船に乗った人は、皆同じよう

に海の真ん中にいるので、同じ状態にいるイ

メージです。 

☆“一を聞いて、十を知る” 

”A buon intenditor poche parole.” 
（良く聞いてくれる人には、言葉は少し） 

頭がよくて、空気をすぐ読める人なら、少し

だけ教えたら何でも理解します。こういう人

に対してこの諺を使うことが出来ます。 

☆“一寸の光陰軽んずべきからず” 

”Il tempo è denaro.” 
（時間は金です）（=時は金なり） 

時間は世界で一番価値があるものです。時間

は全く取り戻すことが出来ませんから。その

結果、イタリアの文化の中で時間は金のよう

に高価なもので、とても大事にします。 

☆“一石二鳥” 

”Prendere due piccioni con una fava.” 
（一つの豆で鳥を２匹落とす） 

こちらの諺はイタリア語でも日本語と同じで

面白いですね。イタリアでも、一つのことを

やって二つ良い結果を得たら、一撃で鳥を二

匹落とすといいますから、似ています。 

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) 

（２） グループレッスン 

（３） インターネットによる自宅学習 

（４） インスタントマスター 

（５） E メールによる作文添削 

（６） E メールによる文法学習 

（７） E メールによる読解学習 

（８） 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 

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 

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。 

編集後記：30 号です。2012 年が始まりま

した。イタリアからも、昨年末クリスマス

や新年のメッセージが沢山届きましたが、

今年は良い年を期待する声が、切実な感じ

がします。しかし、日本にとって、ヨーロ

ッパは決して対岸の火事ではないようで

す。丁度これを書いている時に、イタリア

でクルーズ船の座礁のニュースが入って来

ました。地中海クルーズは大変人気のある

観光ですが、どこにも危険はありますね。

驚いたのは、乗客 2～3 人に対して 1 人の船

員がいること。先進国の産業にしてはかな

り労働集約的ですね。犠牲者が増えないこ

とを祈っております。今年もどうぞよろし

くお願いします。 
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Notizie italiane イタリアのニュース 
☆☆☆ 

☆ Gli orafi guadagnano meno degli 
operai?  

Sembrerebbe proprio di si. Almeno secondo 

le dichiarazioni dei redditi dello scorso anno, 

dalle quali si evince che il reddito medio di 

un orafo è di 14.000 Euro all`anno, ben al di 

sotto dei 18.000 dichiarati da un operaio. 

Secondo l`Agenzia delle entrate, questi dati 

sbalorditivi non sono una conseguenza del 

calo delle vendite dei gioielli: c`e` il fondato 

sospetto che gran parte degli utili dei 

gioiellieri non vengano dichiarati e che ci 

siano quindi ingenti capitali che sfuggono 

all̀ erario.    

☆ Auto di lusso: debutta in America la 
500 Limousine.  

Questa originalissima vettura è stata create 

in un unico esemplare da una nota 

carrozzeria di Milano. Non è stato reso noto 

il nome del committente. Secondo alcune 

indiscrezioni, si tratterebbe di un eccentrico 

collezionista di auto di New York che 

cercava un`auto rigorosamente italiana per 

muoversi tra le grandi vie e i grattaciali della 

metropoli americana.  

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

”Dichiarazione dei redditi” 所得の申告

/”rendere noto” 知らせる 

お勧めのイタリアの田舎（８） 

Bellano: che bel paesino! 
ベッラーノ：面白い村です！ 

 

Nella storia della letteratura italiana sono 

numerose le poesie o le prose dedicate al 

Lago di Como e ai monti che lo sovrastano. 

In particolare, molte sono le opere dove è 

citato Bellano, un 

paesino dove vale la 

pena di fare una 

gita. Ci sono molti 

luoghi d`interesse e 

monumenti, tra cui è 

doveroso ricordare la chiesa di San Nazzaro 

(nella foto) e il palazzo della stazione.  

Come sempre in Italia, anche a Bellano non 

mancano piatti tipici assolutamente deliziosi. 

Oltre alla polenta e agli ottimi formaggi 

vaccini provenienti 

dai vicini alpeggi, 

qualora si 

passasse in zona 

sarebbe d`obbligo 

assaggiare la tradizionale pasta di grano 

saraceno condita con verze, patate e 

formaggio, nota con il nome di “pizzoccheri” 

(nella foto). 

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

イタリア文学の中には、コモ湖が出てくる詩

や物語が沢山あります。湖もその周りのアル

プスもとても綺麗で、景色が絵の様です。特

に 、湖と山の 真ん中にあるベッラ ーノ

(Bellano)と言う村は本当に素敵です。観光的

な観点から、行く価値のある所が多くありま

す。村の中心には興味が持てるロマンチック

な小路や綺麗な建物や古くて素敵な教会があ

ります。勿論、料理もとても美味しいです。

お 勧 め は 地 方 の そ ば 粉 で 作 っ

 

 

た”Pizzoccheri”というパスタです。ソースは

キャベツとじゃがいもとチーズで作られてい

て、本当に美味しいです。 

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

”poesia” 詩 /”prosa” 散文 /”dedicare a~” 

～に献じる/ ”In particolare” 特に/ ”citare” 

引用する/ ”valere la pena di (動詞)” ～した

ほうがいいです/ ”luogo d`interesse” 面白

い所 /”doveroso” 必要 /”vaccino” 雌牛の

/”alpeggio” （アルプスの）高地放牧 

有名なイタリア人(２９) 

Alessandro Manzoni 
Alessandro Manzoni 

è considerato il più 

grande romanziere 

della letteratura 

italiana. Nato a Milano 

nel 1785, ha sempre 

vissuto tra il capoluogo lombardo e Firenze. 

Nella sua lunga e interessante vita, si è 

battuto con grande impegno per diffondere 

la lingua italiana, tanto che, in segno di 

gratitudine, è stato nominato Senatore a 

Vita. La sua opera principale è il romanzo 

storico intitolato “I promessi sposi”, 

pubblicato in versione definitiva nel 1840 a 

Milano.   

----------------------------------------------------------- 
アレッサンドロ・マンゾーニはイタリア文学

の歴史の中で一番重要な作家です。日本の文

学と比べたら、マンゾーニは紫式部のような

素晴らしい文学者になるでしょう。ミラノで

１７８５年に生まれ、ずっと北イタリアに住

み、長く面白い人生を過ごしました。１９世

紀にはイタリアは統一されたばかりで、イタ

リア語を話せる人もとても少なかったので

す。皆自分の町の方言しか分かりませんでし

たので、マンゾーニはイタリア語を広めるた

めにとても努力しました。彼のおかげでイタ

リア語が分かる人は約２倍になり、感謝の印

として終身上院議員に指名されました。マン

ゾーニの一番有名な作品は ”I promessi 

sposi（婚約者）”と言う物語です。 

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

 



“I promessi sposi” è un romanzo storico 

ambientato in Lombardia tra il 1628 e il 

1630. La trama è costruita attorno alla storia 

d`amore dei due protagonisti, due giovani 

che si chiamano Renzo e Lucia. In questa 

importantissima opera c`è anche una 

descrizione del popolo italiano molto precisa 

e accurata. E` quindi molto utile per poter 

capire le peculiarità, i pregi e i difetti che 

ancora al giorno d`oggi caratterizzano la 

società italiana.   

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

“I promessi sposi”のあらすじはとても面白

いです。ロンバルディア州における１６２８

年から１６３０年までの時代という位置づけ

で、主人公は Renzo と Lucia と言う婚約者同士。

ラブストーリですが歴史と、イタリアの社会

の話がありますので、本当に面白いです。特

に当時のイタリア社会の様子が分かりますの

で、本当におすすめです。 

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

“romanziere” 小説家/ ”citta` natale” 生ま

れ た 町 / ”romanzo storico” 歴 史 物 語

/ ”intitolare” ～に表題を付ける/ ”versione 

definitiva” 決 定 版 / ”trama” プ ロ ッ ト

/ ”pregio” 敬意/ ”difetto” 欠点/ ”al giorno 

d`oggi” 現在に 

イタリア語で何と言う？(８) 

これから日本語の中で、イタリア語に翻訳し

にくい言葉の紹介をしましょう！ 

☆民芸品 

旅行では、そこの代表的な料理を食べたり、

伝統的なものを見ることが出来たら、楽しく

て面白いですね。代表的な料理は“Piatti tipici”

で簡単に翻訳ができますが“民芸品”のほう

が少し難しくて”Prodotti artigianali locali”

になります。 

☆寝冷えする 

去年と比べたら、今年はもっと寒いと思いま

す。従い、これは季節の言葉です。イタリア

でもとても寒い所では、風邪を引かないよう

に注意しなければならなくて、“寝冷えする”

と言う言い方があり、“prendere freddo 

dormendo”といいます。 

☆立体駐車場 

立体駐車場は、イタリアではとても珍しく、

東京にくるイタリア人はこれを見たらびっく

りします。イタリア語で“立体駐車場”

は、”Parcheggio a più piani”と言います。 

面白いイタリア語の紹介（２４） 

☆“Naufragare” 

先週イタリアでクルーザーが沈んでしまいま

した。あのクルーザーは本当に有名で、大き

な船なので、イタリアのテレビのニュースや

新聞もこの事故について沢山話題にしてお

り、現在でもトップページにこの遭難の話が

出てきています。そのため、”naufragare”と

いう動詞が良く出てきます。意味は“遭難す

る”ですが、他の意味もあり“失敗する”と

言う意味にも使います。 

船と海には関係ない話にも使う事ができます

ので、“試験に失敗しました”と言いたい時に、

“Sono naufragato all`esame!”と言うこと

もできます。 

何という？日本の「諺」 (６) 

☆“内弁慶” 

”Un leone in casa, un coniglio fuori.” 
（家の中ライオンですが外はウサギになる。） 

イタリア文化では、“ライオン”はとても強く

て勇気のある動物なので、勇気があって強い

人に対しても使う事ができます。例えば:“Lui 

è un leone”(彼は勇気のある人です)。逆に、

“ウサギ”は怖がり動物なので、形容詞とし

て使い“臆病”と言う意味になります。 

☆“あの親にしてこの子あり” 

”Tale padre, tale figlio.” 
（息子はお父さんと似ている。） 

息子たちはイタリアでも育ててくれる人とと

ても似ています。従い、お父さんが悪者なら、

息子も悪者になる可能性があります。勿

論、”padre”の代わりに”madre”も使え

て、”figlio”の代わりに”figlia”を入れてもい

いです。 

☆“瓜二つ” 

”Uguali come due gocce d`acqua.” 
（水のしずく二つのように同じ） 

イタリアでは、とても似ている人は水のしず

くに例える（て比べる）時もあります 

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) 

（２） グループレッスン 

（３） インターネットによる自宅学習 

（４） インスタントマスター 

（５） E メールによる作文添削 

（６） E メールによる文法学習 

（７） E メールによる読解学習 

（８） 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 

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 

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。 

編集後記：今回の記事の中に「立体駐車場」

が珍しいとありました。イタリアは路上駐

車ですから、可動式立体駐車場は必要ない

のでしょうね。日伊双方にあるものないも

の探すのも楽しいですね。イタリアでは、

夕食事は 9 時から 12 時くらいですが、日本

の特にオフィス街では、9 時以降に食事だ

けの場所を探すのは大変です（牛丼くら

い？）。逆にイタリアで日曜日に空いている

お店を探すのは大変。イタリアにある、ベ

ランダ用の蚊帳（zanzariere）は夏をベラ

ンダで過ごすのに快適です。ウオッシュレ

ットは、日本ではもうあって当たり前。オ

ートマチック車も日本では普通。イタリア

では誰もが冬に着る Hasky という軽コー

トがあります。さて、他のどんなものが？？ 
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Notizie italiane イタリアのニュース 
☆☆☆ 

☆ Neve a Roma!  

 
Per la prima volta dopo trent`anni una forte 

nevicata ha imbiancato le vie e i monumenti 

della “città eterna”. Si è trattato di un evento 

straordinario che ha colto di sorpresa le 

autorità e ha causato notevoli disagi alla 

circolazione stradale e ferroviaria. In 

particolare, un treno sulla linea Pescara – 

Roma è rimasto bloccato dalla neve ed è 

arrivato a destinazione con più di venti ore 

di ritardo! 

☆ Energia e ambiente: in Italia si 
concuma troppo gas.  

Secondo l`ENI (la più grande società 

italiana che opera nel settore degli 

idrocarburi) a causa delle temperature 

eccezionalmente fredde delle ultime 

settimane, il consumo di metano è 

aumentato a dismisura. Se la situazione non 

dovesse cambiare, le attuali scorte 

potrebbero risultare inadeguate e il Governo 

potrebbe decidere di razionarle. 

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

”Imbiancare” 白くする/”Città eterna” 永
遠の町（ローマは“永遠の都”と呼ばれてい

ます) /”destinazione” 到着/”razionare” 配
給制にする 

お勧めのイタリアの田舎（１０） 

Barletta: che bel paesino!  
バルレッタ：  

 
(Una veduta del castello di Barletta) 

Barletta è un incantevole paesino del Sud 

Italia situato a pochi chilometri da Bari. La 

sua fondazione è antichissima e per questo 

ci sono numerosi monumenti medievali. 

C`è anche un famoso castello, nel cui cortile 

nel 1500 dieci cavalieri italiani hanno 

sconfitto altrettanti cavalieri francesi in una 

sfida conosciuta sui libri di storia come la 

“Disfida di Barletta”. Anche nel centro 

storico, grazie alle innumerevoli costruzioni  

perfettamente conservate come nel passato 

c`è un`atmosfera particolare e affascinante, 

tanto che anche solo una semplice 

passeggiata sembra quasi un viaggio nel 

tempo. Per quanto riguarda la cucina, a 

Barletta e nel resto della Puglia il piatto più 

famoso è un tipo di pasta fresca denominato 

“orecchiette”. Non mancano poi gli oliveti e 

i frantoi, nei quali si produce un olio di ottima 

qualità e ottimo per la salute. 

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

南イタリアにあるバルレッタと言う村はとて

も綺麗です。歴史はとても古く、都心にも、

町の周りにも沢山中世の記念建造物がありま

す。お城もあって、イタリアの歴史でも有名

な所です。１５００年に、城の庭で有名な出

来事がありました。イタリアの騎手対フラン

スの騎手の戦いがあり、イタリアが勝ちまし

た。これは、「バルレッタの決闘」と呼ばれ、

歴史の教科書に出てきます。このお城の周り

だけでなく、町の狭い道にも古い建物が多く、

ただ散歩するだけでも、中世のイタリアの雰

囲気を感じることができます。伝統的な料理

もとても美味しくて、おすすめです。一番美

味しい料理は”orecchiette”と言う生パスタで

す。イタリア語で“orecchiette”の意味は“小

さい耳”で、生パスタの形が耳と似ているこ

とからそう呼ばれます。オリーブ園も多くて、

この場所で作られているオリーブ油は大変美

味しく体にいいと言われます。 

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

”incantevole”魅惑的な /”medievale”中世の

/”sfida” 試合、挑戦/”frantoio” オリーブ油製

造所 

有名なイタリア人(３０) 

Marcello Dell`Utri 
Marcello dell`Utri è un 

famoso imprenditore e 

politico italiano. E` 

considerato il “braccio 

destro” di Silvio 

Berlusconi, sia nella 

gestione delle aziende che all`interno del 

loro partito. Nato a Palermo nel 1941, 

Dell`Utri ha studiato a Milano e tuttora abita 

e lavora nel capoluogo lombardo.  

----------------------------------------------------------- 
マルチェッロ・デッルトリはイタリアの政治

家です。ベルルスコーニの右腕として、有名

になりました。パレルモに生まれましたが、

若い時に北イタリアへ移って、ミラノ大学に

通いました。大学で、ベルルスコーニと会っ

て、友達になり、卒業後にベルルスコーニの

会社で働き、すぐに責任者になりました。 

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

Durante la sua attività imprenditoriale e 

politica, Dell̀ Utri è stato indagato e ha 

subito processi per reati anche gravi come 

tentata estorsione e frode fiscale. E` anche 

stato accusato di aver avuto rapporti con la 

Mafia siciliana. Nei processi però si è quasi 

sempre salvato, tanto che in molti casi è 

stato assolto perchè i giudici non sono 

riusciti a dimostrare la sua colpevolezza. 

Nel tempo libero si dedica allo studio della 

bibliofilia e della letteratura. Nel 2007 aveva 

annunciato di aver trovato i diari segreti di 

Mussolini e li aveva successivamente 

consegnati ad alcuni storici che però, dopo 

un` analisi, ne hanno smentito l`autenticità.   

 



彼は、面白くかつ神秘的な人で、何回も裁判

にかけられたことがあります。マフィアの構

成員だとして訴えられたこともありますが、

今まで有罪を証明することはできていませ

ん。暇な時には、文学や蔵書に興味があるた

め、古い本の収集をしています。 しかし、

２００７年に、古本市場でたまたまムッソリ

ーニの極秘日記を見つけたと言い、有名な歴

史研究家に調べさせました。その研究家は細

かく調査した結果、贋作だと発表しています。 

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

“braccio destro” 右腕 / ”tuttora” いまだ

に/ ”indagare” 捜査する/ ”accusare” 非難

す る / ”assolvere” 無 罪 の 判 決 を 下 す

/ ”bibliofilia” 蔵書癖 

イタリア語で何と言う？(９) 

☆“脱税行為” 

現在イタリアの税金はとても高くなりまし

た。去年まででも、イタリアの税金はヨーロ

ッパで一番高かったので、今は本当に厳しく

なってきました。その結果、税金を払いたく

ない人（脱税者）がどんどん増えており、収

税事務所（Agenzia delle entrate）の係員は

脱税行為 （Frode fiscale）がないようにし

っかりと見張っています。 

☆“あなたのおっしゃった事は頭に入れてお

きます（留めておきます）” 

“あなたのおっしゃった事は頭に入れておき

ます”と言いたい時には、イタリア語で

“Prendere atto di 。。。”と言う表現を使います。

“Atto”は“公式な記録”なので、“Prendere atto 

di qualcosa”は“公式に記録する”と言う意味

になります。例えば： 

“Prendo atto della tua decisione ma non sono 

d`accordo” 

(君が決めた事は頭に入れておきますが、いい

意見ではないと思います) 

☆“、、、をするのは気恥ずかしいです” 

辞書を調べても“気恥ずかしい”はイタリア

語に翻訳しにくいと思いますが、使いやすい

表現もあります。“Essere ritroso nel (不定

詞)”と言う表現です。例えば: 

“Sono ritroso nel parlare in pubblico.” 

(沢山人の前で話すのは気恥ずかしいです) 

イタリアの子供の伝統的な遊び（１） 

世界中、子供の習慣は同じで、国が変わって

も文化が変わっても、同じ様な遊びをやって

いますね。イタリアにも日本と同じような遊

びがあります。これから紹介します。 

☆“Un, due, tre stella” 

この遊びは、日本の“だるまさんが転んだ”

と言う遊びと良く似ています。イタリアで鬼

になった子供は(イタリア語で“鬼になる”は

“Fare la conta”になります)、“だるまさん

が転んだ”の代わりに“Un, due, tre stella!”

と言います。ヨーロッパでは有名な遊びで、

イギリスでは“red light, green light”（信号

機の色）と呼ばれます。 

イタリアにある日本にないもの (１) 

イタリアと日本の文化は違うので、イタリア

になく日本にあるもの、日本になくイタリア

にあるものがあります。ここでは日本にはな

くイタリアにあるものを紹介してみます。 

☆“Guardia di Finanza” 

イタリアで、町を歩いてみると、色々違う警

察官を見る時があるかと思います。イタリア

では警察の種類が沢山あって、全部別々で、

制服も変わります。例えば、“Guardia di 

Finanza”と言う警察は、制服はグレイで財務

警備隊として行動します。任務は脱税行為と

戦って、正しく税金が支払われるようにする

ことです。イタリアに入国するときの、空港

の税関にも彼らがいて、観光者の荷物のチェ

ックをして、税金をごまかさないように行動

しています。 

何という？日本の「諺」 (７) 

☆“籠の中の鳥” 

”Essere come un uccellino in gabbia.” 
（籠の中の鳥のような。） 

イタリア語で自由ではなくて抑圧された人の

ことを教える時に、籠に住んでいる鳥と比較

します。イタリアの文化の中では、鳥は籠の

中にいたら寂しくて抑圧されているというイ

メージがあります。:例えば： 

“Il marito è molto severo, lei è come un uccellino 

in gabbia!”(彼女の旦那さんは厳しくて、彼女

は籠の中にある鳥みたいだ) 

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) 

（２） グループレッスン 

（３） インターネットによる自宅学習 

（４） インスタントマスター 

（５） E メールによる作文添削 

（６） E メールによる文法学習 

（７） E メールによる読解学習 

（８） 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 

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 

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。 

編集後記：九段アカデミーは今年 10 周年で

す。最近知った当校で受講頂いた方の消息

の１．Y さんはイタリア語を学習して、フ

ランスへ行きパリで 6 年暮らしたあと、帰

国しバイオリニストとしてキャリアを積み

始めました。2 月 24 日に東京は三軒茶屋で

コンサートです。フランス人によるフラン

ス語朗読付きです。その２．M さんは、イ

タリア語を学習しイタリアへ。もう 8 年目

くらいになるのではないでしょうか。今は、

日本の鞄メーカーが経営するイタリアバッ

クのミラノのお店の店長をされています。

みんながんばれ！Forza! そして彼女たち

に続いて世界に挑戦する人、応援します！ 
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Notizie italiane イタリアのニュース 
☆☆☆ 

☆ Vent`anni da “tangentopoli”  
Sono passati esattamente vent`anni da quel 

giorno di Marzo del 1992 in cui un gruppo di 

magistrati di Milano ha scoperto un vasto 

sistema di tangenti (chiamato “tangentopoli” 

sui giornali) che si infiltrava in tutti i pubblici 

uffici fino a raggiungere i partiti di Governo e 

il presidente del consiglio in persona. Ma 

oggi, dopo l̀ arresto o il pensionamento 

anticipato dei responsabili, com`è la 

situazione della società italiana? La 

corruzione è stata veramente sconfitta? 

Sembrerebbe proprio di no, dal momento 

che tutti gli anni vengono individuati e 

arrestati funzionari pubblici disonesti che 

richiedono denaro per favorire qualcuno. 

Naturalmente rispetto al passato la 

situazione è diversa e per coloro che 

accettano mazzette la vita è molto difficile, 

pertanto si può ben sperare per un futuro 

migliore. 

☆ Maltempo: ancora neve in centro 
Italia.  

Il maltempo e le abbondanti nevicate che 

già hanno imbiancato il centro e il  nord 

Italia non daranno tregua neanche nelle 

prossime settimane. Secondo le previsioni 

del tempo, soprattutto in val Padana cadrà 

ancora almeno mezzo metro di neve. 

Questa volta però le autorita` si sono dette 

pronte ad affrontare l`emergenza senza 

causare dei disagi al traffico e alle aziende. 

☆ Classifica delle citta` belle e 
dimenticate:  vince Trieste.  

Un sondaggio organizzato da una rivista 

britannica ha dimostrato che la città di 

Trieste è la più affascinante e suggestiva tra 

quelle solitamente ignorate dai turisti. Sulla 

stessa rivista, l`autore dell`inchiesta si 

domandava le cause di questa situazione, 

dal momento che Trieste è certamente una 

delle città più interessanti del Nord Italia  

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

”tangente” ワイロ/”Tangentopoli” 贈収賄

疑 獄 /”infiltrarsi” ... に 入 り 込 む

/”pensionamento” 年金給付 /”anticipato” 

予定より早く /”favorire” えこひいきする

/”imbiancare” (雪で)白くなる/”suggestivo” 

見とれるような/”ignorare” 知らないふりを

する/”inchiesta” アンケート 

有名なイタリア人(３１) 

Lucrezia Borgia 
Lucrezia Borgia è 

stata una 

nobildonna italiana 

del quindicesimo 

secolo. Era figlia di 

Rodrigo Borgia, un 

cardinale di origine spagnola divenuto papa 

con il nome di Alessandro IV nel 1942 ed è 

stata una figura di primissimo piano nella 

politica italiana di quegli anni difficili e 

turbolenti. E` stata duchessa di Ferrara, 

Modena e Reggio Emilia e nel suo palazzo 

ha spesso ospitato e sovvenzionato grandi 

letterati e pittori.  

----------------------------------------------------------- 
ルクレツィア・ボルジアはイタリアの１５世

紀の有名な貴婦人です。スペインはバレンシ

ア出身のロドリーゴ・ボルジアと言う枢機卿

の娘でした。１４９２年に、ロドリーゴはロ

ーマ法王になり、ルクレツィアと彼女の弟チ

ェサレもその時代のイタリア国の政治の中で

大変重要な人物になりました。ルクレツィア

はモデナとフェッラーラそしてレッジョ・エ

 

ミリアの侯爵夫人になって、住んでいた宮廷

で多くの素晴らしい詩人や画家や作家を集め

て、イタリアの文学と文化のために活動しま

した。 

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

La famiglia dei Borgia, i cui membri 

principali erano il papa Alessandro VI e i 

suoi figli Cesare e Lucrezia, è molto 

importante sia nella storia che nella cultura 

popolare italiana. Le loro azioni e la loro 

sfrenata ambizione è stata dettagliatamente 

descritta da Nicolò Macchiavelli nel suo 

romanzo storico “Il Principe” . Sono stati 

anche presi come esempio di condotta 

politica spregiudicata, malafede e 

corruzione. I borgia erano altresì noti come 

assassini, dato che erano spietati nel fare 

eliminare tutti coloro che osavano ostacolarli 

nella loro scalata al potere. Per uccidere i 

loro avversari, spesso utilizzavano dei veleni 

letali, nel cui utilizzo erano dei veri esperti. A 

causa di questa loro abitudine, nella cultura 

popolare “Borgia” è sinonimo di 

avvelenatore ed esiste anche un idiom 

(“Questo l`ha cucinato il Borgia!”) 

utilizzato per definire i cibi così disgustosi da 

sembrare avvelenati. 

----------------------------------------------------------- 
ボルジアと言う家族の中で最も権力をもって

いた人はロドリーゴと彼の娘ルクレツィアそ

して彼の息子チェサレでした。イタリアの１

５世紀の歴史上重要な家族とされており、イ

タリア文化史上も貴重な存在です。ボルジア

たちの行動と果てしない野心はニコロ・マキ

アベッリの“Il principe”と言う歴史物語に

細かく説明されています。悪い評価が高く、

悪い政治家の見本のような人だと言えます。

多くの殺人を犯したこともあり、彼らに反対

していた人、勢力を抹殺しました。毒をよく

使ったので、毒殺者としても有名でした。そ

の結果、イタリア語で、とても不味くて毒が

入ったような料理に対して、“Questo l`ha 

cucinato il borgia”と言うイディオムまで出

来ています。意味は“この料理はボルジアが



作ってくれた料理です”になります 

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

“nobildonna” 貴 婦人 / ”sovvenzionare” 

助 成 す る / ”ambizione” 野 心

/ ”dettagliatamente” 細 か く

/ ”avvelenatore” 毒殺者 

日本人学習者にイタリア語表現の紹介(１８) 

☆“Cinema” e “film” 

イタリア語で“映画”と言う言葉の翻訳には、

“Cinema”と言う言葉を使う時もありますが

“Film”と言うこともあります：広く映画を

指す時に、“Cinema”,または

“Cinematografia”を使いますが、一本の映

画を指す時には”Film”,“pellicola”のほうが

いいです。例えば： 

“ニコールキッドマンは映画スターです” 

“Nicole Kidman e` una stella del cinema.” 

（広い映画を指しているから“Cinema”を使

います） 

“昨日見た映画は面白かったです” 

“Il film che ho visto ieri era interessante.” 

（昨日見た映画は一本の映画なので “Film”

を使います） 

イタリア語の会話の例（１） 

“Settimanale Kudan”では、イタリア語の

会話で良く使うフレーズの紹介もしたいと思

います。会話の勉強に、フレーズを聞くこと

もとても大事なので、九段アカデミーのウエ

ーブページでファイルのアップロードをいた

しますので、“Settimanale Kudan”で紹介さ

れたフレーズを聞くことができます。

www.kudanacademy.com をクリックして、一

緒に勉強しましょう！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

今週紹介したいフレーズは、映画と映画館と

関係あるフレーズです： 

☆1: “Che cosa danno al cinema stasera?” 

今夜、映画館でどんな映画がありますか？ 

☆2: “C`è lo sconto per gli studenti?” 

学割がききますか？ 

☆3: “Preferisce un posto in galleria o in 

platea?” 

階段状の２階席（galleria）と平土間席

（platea）とではどちらがよろしいですか？ 

☆4: “Quanti spettacoli ci sono?” 

上映は何回ありますか？ 

☆5: “A che ora comincia l`ultimo 

spettacolo?” 

最後の上映は何時に始まりますか？ 

イタリアにある日本にないもの (２) 

イタリアにあるコーヒーショップは日本にあ

る店と少し違います。例えば、イタリアでス

タバーックスとか、ドトールのような大きな

チェインはなく、ほとんどは、小さいコーヒ

ーショップです。それに、イタリアのコーヒ

ー店の中には必ずカウンターがあります。カ

ウンターで飲む場合とテブールで座って飲む

場合、同じ飲み物の値段は変わる時もありま

す。例えば、カウンターで飲むコーヒーは１

ユーロぐらいですが、テブールに座って飲ん

だら１．５ユーロになるかも知れません。イ

タリアのコーヒー店は、テレビもあって、日

曜日にコーヒーショップで友達と会って、テ

レビでサッカーの試合を見る人が多いです。

同じチームのファンは同じコーヒー店で集ま

って、一緒に試合を見て、スタジアムの雰囲

気と似ている雰囲気を作りますので、楽しく

て面白いです。最後に、イタリアのコーヒー

店ではお酒とか、ワインも売られていて、

“Calcio balilla”(サッカーゲーム台)もあり

ます。たまに“flipper”（ピンボールの機械）

もありますが、“Calcio balilla”のほうが人気

です。 

何という？日本の「諺」 (８) 

☆“金科玉条” 

”Regola aurea.” 
（金のルール） 

イタリアでも大事で伝統的な規則や大切な教

えは、金と比べられています。例えば： 

“Rispettare la natura è una regola aurea” 

(自然を守ることを金科玉条としています) 

☆“我田引水” 

”Tirare acqua al proprio mulino.” 
（自分の水車に水を聞く） 

自分の水車に水を引くという意味は、自分の

利益だけ考えて、エゴイストな人に対して良

く使います。 
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編集後記： ローマでは 2 月に本格的な雪が

降りました。これは 1986 年以来とのことで

すから、26 年振りとなりますか。ローマの

雪景色は珍しいので、YouTube を見ると沢

山アップしてありました。今年は一般に雪

とは縁がないと思われているナポリにも雪

が降っています。ただ、良く調べると、ナ

ポリも時々は気象記録上の雪は、結構ふっ

ています。2011 年、2010 年、2009 年と各

一回づつ。その前は 2003 年と 2002 年に各

一回づつなど。いずれにしろもう 3 月です。

昔はイタリアの 1 年は 3 月から始まってい

ました。そして 3 月の最終日曜日から夏時

間に変わります。イタリアが始動します。 
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Notizie italiane イタリアのニュース 
☆☆☆ 

☆ Scontri in piazza per fermare la 
costruzione della linea ad alta 

velocita` tra Torino e Parigi.  

Non si fermano le proteste degli abitanti 

della Valsusa per bloccare la costruzione 

della ferrovia ad alta velocita` che 

colleghera` Torino con Parigi e che 

attraversera` appunto la valle. Questa volta 

per tentare di ostacolare il cantiere sono 

state organizzate delle manifestazioni e 

alcuni teppisti hanno tentato di bloccare il 

traffic in tutte le vie percorse dai mezzi delle 

aziende edili che stanno lavorando 

aull`opera. La polizia ha pero` risposto con 

fermezza e le stesse autorita` hanno 

sottolineato che nonostante le proteste la 

costruzione della nuova strada ferrata non 

verra` assolutamente sospesa. 

☆ Incendio su una nave da crociera 
Costa: tanta paura ma nessun ferito.  

A quanto pare, la “Costa crociere” sta 

attraversando un periodo no. Dopo 

l`affondamento della “Concordia” di due 

mesi fa, su un`altra nave del gruppo in 

viaggio nell`Oceano Indiano si e` verificato 

un incidente. Un incendio in sala macchine 

ha messo fuori uso i motori e i generatori di 

corrente, tanto che la nave non era piu` in 

grado di muoversi ed e` stato necessario 

l`intervento di un rimorchiatore. 

Fortunatamente pero` non ci sono state ne` 

vittime ne` feriti. 

☆ Costi della politica: in arrive una 
diminuzione degli stipend dei 

deputati?  

Sembrerebbe proprio di si. Anche se la 

proposta non e` ancora stata ampiamente 

discussa e quindi il condizionale e` 

d`obbligo. Anche perche` in passato e` gia` 

successo che delle proposte di riduzione dei 

compensi dei politici sono state cestinate. 

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

”collegare” 連絡する/”ostacolare” 邪魔す

る /”con fermezza” 毅 然 と し て

/”attraversare un periodo no” 困 る

/”generatore” 発電機 /”il condizionale e` 

d`obbligo” 。。。はまだ仮説だけである 

有名なイタリア人(３２) 

Lucio Dalla 
Lucio Dalla è stato 

un cantante di 

successo. Nato a 

Bologna il 4 Marzo 

1943, e` morto 

improvvisamente il 

2 Marzo di 

quest`anno. Durante la sua vita ha scritto e 

cantato numerose canzoni famose in tutta 

Europa come “Attenti al Lupo” e “Caruso” ed 

ha collaborato con alcuni tra i principali 

cantanti italiani.  

----------------------------------------------------------- 
１９４３年にボロニャに生まれたルチョ・ダ

ッラはイタリアの有名な歌手です。残念なが

ら、今年の三月の二日に急に亡くなりました

けど。これまでとてもヒットした歌を書いた

り歌ったりし、また他のヨーロッパの有名な

歌手とデュエットでも歌いました。 

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

Lucio Dalla era un appassionato di sport e 

seguiva soprattutto il calcio e la 

pallacanestro. In occasione dei Giochi 

Olimpici di Pechino del 2008 aveva anche 

scritto e cantato l̀ inno della delegazione 

italiana che si intitolava “un uomo solo 

 

“puo` vincere il mondo”. Amava molto 

anche il mare e aveva una casa nelle 

campagne della Sicilia, in una valle vicino 

dell`Etna. In questa sua tenuta produceva 

anche un vino rosso, chiamato “Lo 

stronzetto dell̀ Etna”. 

----------------------------------------------------------- 
スポーツも大好きで、特にサッカーとバスケ

ットボールに興味がありました。スポーツが

大好きだったので、北京の２００８年のオリ

ンピックの時にはイタリア代表団の歌の作詞

も担当しました。“Un uomo solo puo` vincere il 

mondo”(一人だけで世界で成功することがで

きる)と言う歌です。南イタリアの海も大好き

で、シチリアに小さい農場もありました。こ

の農場で“Stronzetto dell`Etna”と言う赤ワイン

を作っていました。 

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

“Durante + 名詞”。。。の間に/ ”collaborare” 

協力する/ ”In occasione di” 。。。があった時

に/ ”tenuta” 野業 

お勧めのイタリアの田舎(１１) 

Mortara: che bel paesino! 

モルターラ：面白い村です！ 

 

Immerso nelle risaie della pianura Padana, 

nella provincia lombarda di Pavia, c`e` il 

piccolo paesino di Mortara. Fondata nel 

medioevo, la cittadina e` stata prima sotto 

Milano e successivamente sotto gli spagnoli 

fino a quando, nel 1707, non e` stata 

conquistata dai piemontesi e annessa al 

Ducato di Savoia.  Come molti in altri 

borghi antichi della zona, anche a Mortara 

non mancano i luoghi di interesse e i 

monumenti, tra cui spiccano il Duomo, il 

teatro Vittorio Emanuele II e l̀ abbazia di 

Sant`Albino. Abitato da circa 15.000 



persone, la principale risorsa del territorio 

risulta essere l`agricoltura (vengono prodotti 

soprattutto riso e mais) e l̀ allevamento delle 

oche, con la cui carne si produce il prodotto 

tipico della zona, cioe` la “salama d`oca di 

Mortara”. 

----------------------------------------------------------- 
パダーナ平野の水田の真ん中にあるモルター

ラはとても面白い村です。中世に建てられて、

最初にミラノ公国の町であったけどその後ス

ペインとサボヤ公国に侵入されました。モル

ターラでは、歴史な出来事や大きな会戦も起

こったので、面白くて歴史な記念建造物も沢

山あります。例えば、モルターラのドゥオー

モと、ビットリオエマヌエーレ劇場もお勧め

です。モルターラには農場が多いので、一番

有名な食品はお米と、トウモロコシとガチョ

ウの肉です。特に、ガチョウの肉で作ったサ

ラミは美味しくて珍しく、本当におすすめで

す。もし北イタリアを旅行したら、ぜひモル

ターラにも行ってみて下さい！ 

イタリア語の会話の例（２） 

“Settimanale Kudan”では、イタリア語の

会話で良く使うフレーズの紹介もしていま

す。会話の勉強には、聞くこともとても大事

なので、九段アカデミーのウエーブページで

音声ファイルをアップロードしますので、

“Settimanale Kudan”で紹介されたフレー

ズを聞くことができます。

www.kudanacademy.com をクリックして、一

緒に勉強しましょう！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

今週紹介したいフレーズは、地下鉄と乗り物

と関係あるフレーズです： 

☆1: “Da che binario parte il treno per 

Milano?” 

（ミラノ行電車はどの腺から出発します

か？） 

東京にある駅で、同じ行きの電車はいつも同

じ線から出発しますが、イタリアでは良く変

わります。その結果、いつも確認して駅員に

聞いたほうがいいので、イタリアで旅行した

らこのフレーズを覚えておきましょう。 

☆2: “Mi scusi, a causa del ritardo rischio 

di perdere la coincidenza. Potrebbe dirmi a 

che ora ci sara` il prossimo treno？” 

（すみませんが電車の遅れの為乗り換えが出

来ません。次の電車は何時に出発しますか？） 

☆3: “Questo treno e` garantito in caso di 

sciopero?” 

（もしストライキがあっても、この電車は出

発しますか？） 

イタリアではストライキがよくありますが、

ストライキの時にも走る電車があっ

て”garantito”と言う電車で、電車の番号の所

に大きな“Ｇ”マークがあります。従い、イ

タリアにいる間にストライキがあり電車に乗

る予定なら、このフレーズも大事！ 

☆4: “Dove posso convalidare il iglietto?” 

（どこで改札をすることができますか？） 

イタリアで電車に乗る前に改札するのは必要

で、駅にある機械にきっぷを入れねばなりま

せん。残念ながら、時々機械が故障のため、

駅員に“どこで改札をすることができますか”

を聞けるようになったほうがいいです。 

何という？日本の「諺」 (９) 

☆“勝てば官軍負ければ賊軍” 

”I vincitori hanno sempre ragione.” 
（勝者はいつも正しいです） 

他の似てる諺もありますが“La storia la 

scrivono i vincitori”で、“歴史の本は勝った人々

によって書かれている”と言う意味です。 

☆“壁に耳あり” 

”Anche i muri hanno le orecchie.” 
（壁も耳があります） 

イタリアでも秘密を守るのはとても難しく

て、小さい声で話しても聞いている人がいま

す。従い、イタリアでも“壁が耳がある”と

言う諺が使われています。 

☆“果報は寝て待て” 

”Le cose belle accadono solo a chi sa 

aspettare.” 
（いいことは待つことができてがまんする人

だけに起こります） 
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