sempre di più gli impiegati che lasciano

ragione, i loro film western sono stati definiti

monolocali singoli per trasferirsi in case più

dai critici cinematografici i “fagioli western”,

grandi con 3 o 4 coinquilini.

richiamando in modo idonico la definizione

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

di “spaghetti western” formulata per le

”scogliera”

pellicole del grande Sergio Leone.

岩 礁 /”incagliarsi” 座 礁 す る

/”equipaggio” 乗 組 員 /”in

condivisione”

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

”diffondersi”

Bud Spencer と Terence Hill は”Lo chiamavano

割り振り/”riflettere” 考える/

1

Kudan

Aprile

Language

2012

Academy

広がる/”coninquilino” 借家人

Trinità”と”Continuavano a chiamarlo Trinità”と言

有名なイタリア人(３３)

う映画のおかげでヨーロッパとアメリカで大

Bud Spencer e Terence Hill
Numero 35

変有名になりました。この映画は、西部劇で

Bud Spencer e

すが、喜劇的な内容もあって、このような映

Terence Hill sono

画は初めてでした。Bud と Terence が演じた人

i nomi d`arte di

物はインゲン豆が大好きで、映画の中でいつ

due attori italiani,

も沢山インゲン豆を食べる場面があります。

molto famosi in

それで、映画評論家は彼らの映画を“Fagioli

Europa

nel

Western”と名付けました。この呼び名は、Sergio

Il traffico marittimo italiano si trova in un

mondo tra gli anni 70 e 80. Sebbene i loro

Leone の有名な”Spaghetti Western”(日本ではマ

periodo certamente sfortunato. A circa tre

nomi reali siano Carlo Pedersoli (Bud

カロニウエスタン)をもじっています。
。

mesi dal grave incidente del transatlantico

Spencer) e Mario Girotti (Terence Hill), i due

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

affondato all`Isola del Giglio, un`altra grande

sono conosciuti solamente con i loro

“pseudonimo”

imbarcazione si è scontrata contro una

pseudonimi da più di trent`anni, tanto che

な の で /

scogliera

sono ben poche le persone che conoscono

/ ”mancare” 。。。がない/ ”con

Fortunatamente pero` la grande nave da

la loro identità e la loro reale nazionalità.

しく/

carico si è incagliata a pochi metri dalla

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

ironico”

costa e non è affondata. Anche tra i membri

Bud Spencer と Terence Hill ７０年代と８０年

お勧めのイタリアの田舎(１１)

dell`equipaggio non ci sono stati feriti.

代にとても有名だったイタリアの役者の芸名

Asiago: che bel paesino!

です。彼らの本当の名前は Carlo Pedersoli と

アシアーゴ：楽しい村！

Notizie italiane イタリアのニュース
☆☆☆
☆-Ancora

un incidente navale: un cargo

finisce sugli scogli in Sicilia.

subendo

gravi

danni.

e

”tanto che”

芸名/

”scazzottate”

”richiamare”

たいそう

殴 り 合 い

gusto”

引用する/

美味

”in modo

皮肉的に/ ”definizione” 定義

Mario Girotti ですが、芸名のほうが知られてい
ますし、彼らの本当の国籍と名前を知ってる
人は少ないです。
☆-L`aumento

degli affitti fa la fortuna

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

delle guest house e degli appartamenti in

Il loro grande successo è iniziato dopo le

condivisione.

commedie

Di solito sono gli studenti fuori sede a

Trinità” e “Continuavanon a chiamarlo

cercare degli appartamenti da condividere

Trinità”, che tra l`altro sono stati i primi

Al centro di un grande altopiano nel cuore

nelle grandi città per poter dividere le spese

esempi di film comici ambientati nel vecchio

delle alpi in provincia di Vicenza e a circa

fisse e l`affitto e risparmiare qualche soldo.

West. In tutte queste pellicole, le solite

1000 metri sul livello del mare c`è il

Se però anche gli adulti e I lavoratori

sparatorie tra cow boy erano sostituite da

bellissimo paese di Asiago. L`intero paese,

iniziano a farlo vuol dire che c`è qualche

risse e scazzottate irreali e divertenti.

così come i grandi palazzi di pietra del

problema e che forse gli stipendi sono

Un`altra

personaggi

centro storico che ricordano l`architettura

troppo bassi in rapporto ai costi della vita.

interpretati da Bud e Terence è il loro amore

austriaca, cono stati costruiti negli anni 20.

Bisogna quindi riflettere con attenzione

per i fagioli; infatti, non manca mai una

Questo

davanti a questa nuova tendenza che si sta

scena in cui loro mangiano con gusto una

completamente distrutto durante la prima

diffondendo nelle città italiane dove sono

padella enorme di questi legumi. Per questa

guerra mondiale. Asiago è stato infatti teatro

western

caratteristica

“Lo

dei

chiamavano

perchè

il

paese

è

stato

di diverse battaglie tra l`esercito italiano e gli

☆1: “Mi scusi, vorrei noleggiare un`auto

austriaci e sebbene siano passati ormai

con il cambio automatico.”

quasi 100 anni, ancora oggi sono visibili

(すみません、オートマチック車を借りたいで

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

nelle vicinanze del paesino i resti di trincee,

す)

（２）

グループレッスン

fortificazioni e cimitari militari. Il prodotto

イタリアにある車の多はマニュアル車です

（３）

インターネットによる自宅学習

tipico della zona è un tipo di formaggio

が、大きなレンタカー会社にオートマチック

（４）

インスタントマスター

stagionato, noto priprio con il nome di

の車もあります。

（５）

E メールによる作文添削

“Asiago” particolarmente gustoso e ottimo

☆２: “Mi scusi, quali sono i documenti

（６）

E メールによる文法学習

se gustato accompagnato a vini bianchi

necessari per noleggiare un`auto?”

（７）

E メールによる読解学習

(すみません、車を借りるには、どんな書類が

（８）

E メールによるリスニング学習

freschi e leggeri.

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

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

必要ですか？)

生活スタイルに合わせた学習が可能

Vicenza 県のアルプス地方にある大きな高原の

免許書だけで大丈夫ですが、外国人ならパス

お問い合わせは、

真ん中に、楽しく美しいアシアーゴと言う村

ポートも必要ですので、電話で確認したほう

九段アカデミー

があります。村の都心にある石の建物は、古

がいいです。

いオーストリアとドイツの伝統的な建物と似

☆２: “E` possibile pagare in contanti?”

ていて、古い建物みたいですが本物ではなく

(現金で払ってもいいですか？)

TEL：０３（３２６５）６３６８

て、１９２０年ぐらいに建てられました。第

クレジットカードで払うのが普通ですが、電

FAX：０３（３２６５）６３６８

１次世界大戦の時に、アシアーゴに大きな戦

話で相談したら現金も大丈夫になりますの

http://www.kudanacademy.com

いがあって、村の家は完全に破壊し尽くされ

で、このフレーズも覚えましょう！

http://federico.giri.jp

て、戦争の後で再び建てられました。でも、

日本人学習者にイタリア語表現の紹介 (２４)

今でもあの戦いの跡が見えますし、近くにあ

☆“Tanto che”

編集者：Federico Mosoni

る山には、古い堀と城が沢山あります。アシ

イタリア語で、
“たいそう。。
。なので”と言い

発行者：九段アカデミー 出版部

アーゴの伝統的な料理は美味しいチーズで

たい時に、”tanto che”と言う表現を使う時が多

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

す。味は甘くてデリケートなので大人気で、

いです。例えば：

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

飲みやすくてスレッシュな白ワインを飲みな

“Faceva freddo tanto che era impossibile uscire

“Settimanale KUDAN”購読希望と

がら食べるのは本当におすすめです。もしこ

senza giacca” – (とても寒かったので、ジャ

書いて、お申込下さい。

こに行ったら、ぜひお召し上がりください！

ケットがないと出かけられなかったです)

編集後記： 日本でもガソリンが高くなって

イタリア語の会話の例（３）

“Tanto che…”はあった出来事の結果を教える

きましたが（円高なのに？）Euro 圏ではも

“Settimanale Kudan”では、イタリア語の

時にも使えますので、日本語の“だから”と

っと高い様ですね。確かリラの時代でも日

会話で良く使うフレーズの紹介もしていま

“その結果”と言う表現と似ています。例え

本よりは高かったと思います。イタリアに

す。会話の勉強には、聞くこともとても大事

ば:

はメジャーに対抗した民族資本の英雄が出

なので、九段アカデミーのウエーブページで

“L`incidente in autortrada è stato molto grave,

て来ましたが(飛行機事故で死亡)、陰謀説も

音声ファイルをアップロードしていますの

tanto che il traffic era bloccato.” – (高速道路で

消えません。日本ではどうなんでしょうか。

で、
“Settimanale Kudan”で聞くことができ

起こった事故はとても大きかったです。その

ガソリンだけでなく、電気代も相当値上が

ます。www.kudanacademy.com をクリックし

結果、道路交通は完全に止められました)

て、一緒に勉強しましょう！

何と言う？日本語の諺(１０)

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

2010 年 10 月 1 日

発行人 中原 進

りしそうですね。Il Settimanale

20 号

（2011 年 8 月 1 日）で「イタリアと日本が

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆“堪忍は一生の宝”

協力して代替えエネルギー」という記事が

最近イタリアでもガソリンはとても高くな

”La pazienza e` una virtu`.”

ありましたが、あれはその後どうなったん

り、１リットルは２EURO ぐらいで、日本円

（我慢できるのは美徳です）

でしょうか。出来たらフォローしていきた

で２１０円ぐらいになりました。従い、イタ

この表現はラテン語の“Patientia rara virtu`”と

いものです。

リア旅行には、電車などの乗り物を使ったほ

言う表現から来ています。

うがいいです。しかし、田舎へ行ったら車を
借りるしかないので、レンタカーで良く使わ
れているフレーズを覚えましょう

www.kudanacademy.com

magistratura,
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Numero 36

Notizie italiane イタリアのニュース
☆☆☆
☆-Anche il

il

tesoriere

del

partito,

dittatoriale. “Sostiene Pereira” è un romanzo

d`accordo con alcuni dirigenti, avrebbe

certamente interessante e, dato che e` stato

sottratto centinaia di migliaia di Euro dalle

tradotto anche in giapponese, vi consiglio di

casse del partito. Per adesso tali accuse non

leggerlo!

sono state dimostrate, tuttavia se si

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

rivelassero

segretario

タ ブ ッ キ の 一 番 有 名 な 物 語 は “Sostiene

Umberto Bossi si troverebbe in una

Pereira”と言う物語です。１９３８年のリス

situazione molto difficile e probabilmente

ボンに時代設定をしており、主役は大人しく

sarebbe costretto alle dimissioni.

て物静かな人文記者です。この新聞記者は（名

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

前はぺレイラ）いつも文化に関する記事だけ

”inganno”

を書き、ポルトガルにファシスト独裁がある

fondate l`attuale

ごまか し /”meccanismo” 仕組

み/”blitz” 強制捜査/”tesoriere” 経理部長

ので、政治的には関心がない行動を取ってい

有名なイタリア人(３４)

ます。でも、ストーリー上で色々なことが起

Antonio Tabucchi

Presidente della Repubblica è

きて、ぺレイラの性格が変わっていって、つ

Antonio Tabucchi è

いには、独裁者に強く反対する記事を書きだ

stato vittima di una truffa on line!

un famoso scrittore

します。 ”Sostiene

Ultimamente gli inganni su internet sono

italiano recentemente

訳されていますので、おすすめです。面白い

sempre più numerosi e il numero delle

scomparso. Originario

小説ですから。

vittime cresce a dismisura. Lo dimostra il

di Pisa, ha vissuto per

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

fatto che anche gli uffici del Quirinale (il

molti

“scomparso”

anni

in

Pereira”は日本語にも翻

亡くなった/

”dittatura”

”lusitano”

ポル

”pacato”

大人

palazzo di Roma dove risiede il Presidente

Portogallo, precisamente a Lisbona, dal

トガルの/

della Repubblica Giorgio Napolitano) sono

momento che era un grandissimo estimatore

しい/ ”involontariamente” 心ならずも

caduti nella rete di un truffatore informatico.

della cultura e della letteratura portoghese.

お勧めのイタリアの田舎(１２)

Fortunatamente però il meccanismo della

Per via di questo suo grande amore per gli

Stresa: che bel paesino!

truffa è stato scoperto prima che fossero

scrittori portoghesi, si è anche dedicato alla

ストレーサ：美しい村！

toccati dei soldi e la pagina internet in

traduzione in italiano e alla diffusione di

questione è stata oscurata dalla polizia

molte opere letterarie lusitane.

postale.

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

☆ -Continuano

独裁/

i blitz della Guardia di

アントニオ・タブッキは最近亡くなったイタ

Finanza. Questa volta le fiamme gialle

リアの大変有名な作家です。ピサ出身で、ポ

hanno visitato Capri.

ルトガル語とポルトガルの文化が大好きだっ

Vita dura per gli evasori fiscali: approfittando

たので、リスボンにずっと住んでいました。

delle vacanze di Pasqua, gli agenti della

ポルトガルの文学を評価する熱烈な讃美者

Esattamente a metà strada tra le Alpi e il

Guardia di Finanza si sono presentati negli

で、ポルトガル語で書いてある面白い本の翻

Lago Maggiore si trova il bellissimo paesino

alberghi di lusso di Capri e hanno effettuato

訳をしました。

di Stresa. Si tratta di una località

controlli sui proprietari e anche sui clienti.

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

incantevole, tranquilla e romantica, ideale

L`obiettivo è quello di individuare tra i

La sua opera più famosa è il romanzo

per un viaggio in coppia. A pochi minuti di

frequentatori dei locali di lusso persone che

“Sostiene Pereira”, ambientato a Lisbona

traghetto dal porto della cittadina è anche

dichiarano guadagni troppo bassi e che

nel 1938, quindi durante la dittatura di

possibile raggiungere le tre isole del Lago

risultano senza reddito per il fisco.

Salazar. Il protagonista è un giornalista dalla

Maggiore che sono famose in tutte Europa

☆-Politica

vita molto tranquilla e pacata che, in seguito

per i loro giardini eleganti, i loro monumenti

Lega Nord ha sottratto fondi al partito?

a una serie di eventi tragici in cui rimane

antichi e gli ottimi ristoranti dove è possibile

Una vera e propria tempesta rischia di

involontariamente

di

assaporare la vera cucina tradizionale della

abbatersi sulla Lega Nord. Secondo la

scrivere alcuni articoli contro il regime

zona. Stresa è una cittadina famosa anche

e scandali: il tesoriere della

coinvolto,

decide

per quanto riguarda la storia recente. Nel

☆２: “Mi scusi, l`albergo è distante dalla

www.kudanacademy.com

1935 nello splendido palazzo dell`Isola Bella

stazione?”

イタリア語を学習するなら：

importante

(すみません、ホテルは駅から遠いですか？)

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

conferenza tra Mussolini, Hitler e gli inviati di

電車で旅行するなら、駅からホテルまで歩い

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

Francia e Inghilterra.

て行けるかどうか確認したほうがいいです。

（２）

グループレッスン

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

☆３: “A che ora devo lasciare la stanza?”

（３）

インターネットによる自宅学習

ストレーサと言う村は本当に美しいです。マ

(チェックアウトは何時ですか？)

（４）

インスタントマスター

ッジョーレ湖とアルプスの真ん中にあって、

これも大事なことなので、覚えていたら便利

（５）

E メールによる作文添削

自然も多く、歴史的な記念建造物も沢山あり

だと思います。

（６）

E メールによる文法学習

ます。春の夜に、湖畔の道を散歩したら、素

☆４: “Arrivo a mezzanotte. E` un

（７）

E メールによる読解学習

problema?”

（８）

E メールによるリスニング学習

è

stata

organizzata

una

晴らしいタイサンボクの花も見ることがで
き、とてもロマンチックです。ストレーサの

(夜の１２時にホテルに着きますが、大丈夫で

生活スタイルに合わせた学習が可能

港に近い３つの島もとても綺麗です。オシャ

すか？)

お問い合わせは、

レな公園、古い建も、そして美味しくて伝統

時々小さなホテルでは、夜遅くはフロントに

九段アカデミー

的なレストランが沢山あります。ストレーサ

誰もいないことがあるので、到着の前に電話

は歴史の視点からも面白いです。１９３５年

で確認しましょう。

に、 ”Isola Bella”と言う島にある建物に、ム

面白いイタリア語の紹介 (２5)

TEL：０３（３２６５）６３６８

ッソリーニとヒットラーとイギリスの首相と

☆“Portoghese”

FAX：０３（３２６５）６３６８

フランスの大統領が集まって、大事な国際会

最近ポルトガル研究の大家であるアントーニ

http://www.kudanacademy.com

議をしたことでも有名です。

オ・タブッキと言う作家が亡くなりました。

http://federico.giri.jp

イタリア語の会話の例（４）

その為、イタリアのテレビや新聞でポルトガ

“Settimanale Kudan”では、イタリア語の

ルの話が良く出て来ます。イタリアでは、ポ

編集者：Federico Mosoni

会話で良く使うフレーズの紹介もしていま

ルトガルは商人と航海者が多いということ

発行者：九段アカデミー 出版部

す。会話の勉強には、聞くこともとても大事

で、有名です。料理も美味しく、文化も深い

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

なので、九段アカデミーのウエーブページで

のでポルトガルはいいイメージがある国です

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

音声ファイルをアップロードしていますの

が、ポルトガルと関係ある少し悪い表現もあ

“Settimanale KUDAN”購読希望と

で、
“Settimanale Kudan”で聞くことができ

ります。 ”fare

ます。http://federico.giri.jp をクリックして、

す。 ”Fare

一緒に勉強しましょう！
☆☆☆☆☆☆☆☆

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

il portoghese”と言う表現で

2010 年 10 月 1 日

発行人 中原 進

書いて、お申込下さい。

il portoghese”の意味は、乗り物

編集後記： 九段アカデミーでは外国語の学

でちゃんと切符を払わないということで、少

習の為のコンテンツを数多く制作していま

しひどいですね。

す。既存のテキストを使うやり方も併用し

先週は自動車のレンタルに関する会話の勉強

例 え ば ：

in

ますが、それは主としてイタリア語が先に

をしました。車を借りることを習ったので、

metropolitana”の意味は“切符を買わずに地

あって日本語に訳して理解するやり方です

今度はホテルの予約のやり方について少し勉

下鉄に乗る”と言う意味になります。また

から、当方で作るコンテンツはその反対の

は ”Sull`autobus

ci sono tanti portoghesi”

日本語をイタリア語にする作文スタイルで

の意味は“バスの中に切符を買っていない人

す。学習過程でイタリア語を見てそれを覚

が多いです”になります。

えて行く方法と、日本語をイタリア語にし

何と言う？日本語の諺(１０)

てそれを覚えて行く方法と、どちらの方が

強してみましょう。
☆1: “Mi scusi, vorrei prenotare una
camera doppia per il prossimo fine
settimana.”

”Fare

il

portoghese

(すみません、来週の週末にダブルの部屋を予

☆“眼光紙背に徹す”

より記憶に残るのかということを考えてい

約したいのですが。)

”Leggere tra le righe.”

ます。今週号の「ただ乗りをする」は fare il

ダブルベッドの部屋なら、 ”Matrimoniale”

（行間を読む）

portoghese ですが、これをイタリア語から

と ”Doppia”を間違わないように気を付けま

難しい文章を完全に理解するためには、言葉

先に学ぶのか、日本語から先に学ぶのかで

す。 ”Doppia”は、 ベッドは２つありますが

を読むのは必要ですが、全体の文章に合わせ

す。あなたはどちらがいいと思いますか。

別々です。 ”Matrimonlale”なら、ダブルベッ

て、意味を読み取ることも大事です。従い、
“文

ドがありますので少し違います。

章の行の間を読む”と言う表現を使います。
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centenario dell`affondamento del Titanic,

すので、大変有名になりました。昔イタリア

durante questa giornata sarebbe giusto

で起こった大きなスキャンダルについても

ricordare tutti i membri dell`equipaggio della

テレビで告発しました。

nave annegati insieme ai passeggeri. Per

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

questa ragione, alcuni giornali hanno

Recentemente Beppe Grillo si è anche

dedicato alcuni articoli alla storia del signor

dedicato alla politica e ha fondato un

Luigi Gatti, direttore del ristorante italiano

partito che si chiama “Movimento 5

della prima classe del Titanic e morto

stelle”. Il “Movimento a 5 stelle” è un

insieme ai suoi collaboratori nel naufragio

gruppo politico nuovo che non si schiera

del 15 Aprile 1912.

nè a destra nè a sinistra. I suoi obiettivi

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

principali sono rendere più libero il mondo

”tassare”

dell`informazione, la diminuzione dello

/”così

Notizie italiane イタリアのニュース

税 金 を 課 す /”sano” 体 に い い

facendo”

そ う す る と /”mettere

stipendio dei politici e la diffusione delle

（ 物 ） を差 し 押 さ える

nuove tecnologie. Ulteriori informazioni sul

sotto sequestro”

☆☆☆

”tomo”

”inventario”

programma del partito sono disponibili sul

☆-Una tassa sui cibi grassi?

/

Chi ha cattive abitutini alimentari dovrà

/”eventuale” も し も の 時 の /

pagare di più. Per incentivare il consumo di

紛失 /

prodotti alimentari sani e con pochi grassi, il

１ ０ ０ 年 債

Governo ha deciso di tassare di più i cibi che

/ ”collaboratore” 共同者

自分の”Movimento 5 stelle”と言う政治団体を

fanno male salute. Di conseguenza, chi

有名なイタリア人(３５)

設立しました。彼の”Movimento 5 stelle” (５星

分冊/

”lavoratore”

vorrà risparmiare sulla spesa sarà costretto

労働者 /
/

在庫調べ

”sparizione”

sito www.beppegrillo.it.

”centenario”

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

”direttore”

部 長

Beppe Grillo

最近ベッペ・グリッロは政治活動も開始し、

の運動)は、とても新しい意見を持っている

a comprare solo prodotti sani. Così facendo,

政治団体です。保守政党ではないが、左翼政

oltre a guadagnarci economicamente, ne

党でもありません。”Movimento 5 stelle”の主要

guadagnerà in salute!

な目的は、マス・メディアがもっと自由に行

☆-Cultura:

動することと、政治家の給料をもっと安くす

chiude la storica biblioteca

Girolamini di Napoli.

ること、そしてインタネットと新しいテクノ

La storica biblioteca napoletana che ospita

ロ ジ ーを広 め ること です 。 彼の 意 見は 、

migliaia di libri antichi risalenti anche al 1500

www.beppegrillo.it と言うウエブページに説明

è

されていますので、興味があれば少し読んで

stata

messa

sotto

sequestro

dai

carabinieri. Si sospetta che nelle ultime

Beppe Grillo è un noto comico genovese.

みてください。

settimane ci siano stati dei furti di tomi di

E` famoso perchè durante i suoi spettacoli,

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

grande valore e per questo motivo le autorità

oltre a pronunciare dei monologhi divertenti

“comico”

hanno ritenuto opportuno chiudere la

e leggeri, si è anche dedicato ad argomenti

白/

struttura per poter fare un dettagliato

importanti

/ ”denunciare” 告発する / ”partito” =

inventario e scoprire eventuali sparizioni.

dell`ambiente e l`economia. E` anche

”gruppo politico”

☆-Primo Maggio: la festa dei lavoratori!

riuscito a scoprire e denunciare per tempo

主要な /

In Italia il primo Maggio è la giornata

alcuni scandali economici particolarmente

informazioni”

dell`anno dedicata ai lavoratori. Per questa

gravi che sono scoppiati in Italia negli ultimi

イタリアにある日本にないもの (３)

ragione, le aziende e gli uffici chiudono e

anni.

vengono

altre

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

イタリアの町の道路上に新聞だけ売ってい

manifestazioni culturali. Ovviamente, questa

ベッペ・グリッロはジェノバ出身のコメディ

る”Edicola”と言う店があります。建物の中に

giornata è anche dedicata al ricordo di

アンです。彼はショーの間に、楽しく軽く、

ある店ではなく、とても小さくて、街頭にあ

coloro che sono morti o sono rimasti feriti sul

お笑いのセリフだけではなく、経済や環境の

ってコンテナーみたいな店です。本当に沢山

lavoro. Dato che quest`anno ricorre il

問題のような大事な話題についても話しま

あります：駅の近く、バス停の近く、沢山人

organizzati

concerti

e

come

la

salvaguardia

コメディアン/

”leggero”

軽い/

”argomento”

独

話題

政治運動/ ”principale”

”diminuzione”

Edicola:

”monologo”

削減/

”ulteriori

さらなる詳報

新聞と雑誌だけ売る店

が集まる所にあります。昔は”Edicola”は新聞

とか、税金がありません。

www.kudanacademy.com

だけ売っていましたが、最近インタネットで

☆３: “Con questo telefonino è possibile

イタリア語を学習するなら：

ニュースを読む人が増えてきて、新聞の売り

connettersi a internet?”(この携帯電話でイ

上げが落ちていますので、１０年ほど前か

ンタネットができますか？)

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

ら”Edicola”では、本と CD も売られていま

イタリアでは携帯でインタネットを使う人

（２）

グループレッスン

す。”Edicola”と関係がある表現もあります：

は少ないです。電波状況はあまり良くなく、

（３）

インターネットによる自宅学習

“Uscire in edicola”と言う表現がそれで、意味

料金は高いですから。でも、使うのは可能で、

（４）

インスタントマスター

聞き方を覚えていれば便利です。

（５）

E メールによる作文添削

例えば：

☆４: “Vorrei comprare un caricabatterie

（６）

E メールによる文法学習

＊”Un nuovo libro è uscito in edicola.”

per questo cellulare”

（７）

E メールによる読解学習

(新しい本が出版されました)

(この携帯に使える充電用アジャスターを買

（８）

E メールによるリスニング学習

＊”Il giornale di oggi è uscito in edicola.”

いたいです。)

生活スタイルに合わせた学習が可能

(今日の新聞が発刊されました)

残念ながら、アジャスターをなくしたり、壊

お問い合わせは、

したりしますと、充電ができなくなります。

九段アカデミー

は”出版させる”になります：

イタリア語の会話の例（５）

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

“Settimanale Kudan”では、イタリア語の

その場合は新しいのを買えないと困ります

会話で良く使うフレーズの紹介もしていま

ので、店員にはこう言えば大丈夫です。イタ

5-14

す。会話の勉強には、聞くこともとても大事

リアで、アジャスターは携帯のモデルによっ

ジェネシス九段南ビル４F

なので、九段アカデミーのウエブページで音

て変わりますので、買う時には店員さんに携

TEL：０３（３２６５）６３６８

声ファイルをアップロードしていますので、

帯も見せたほうがいいです。

FAX：０３（３２６５）６３６８

“Settimanale Kudan”で聞くことができま

面白いイタリア語の紹介 (２６)

http://www.kudanacademy.com

す。http://federico.giri.jp をクリックして、

☆“Un bel po`”

http://federico.giri.jp

一緒に勉強しましょう！

イタリア語母語者は、“とても”と言いたい

☆☆☆☆☆☆☆☆

時に“Un bel po`”と言う表現を使います。毎日

編集者：Federico Mosoni

イタリアで携帯電話を買うのは安くて簡単

の生活で良く使われている言い方で、これか

発行者：九段アカデミー 出版部

です。パスポートだけ必要で、観光ビサでも

ら簡単に使えるようになりましょう!

2010 年 10 月 1 日

発行人 中原 進

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

大丈夫です。でも、イタリアの携帯電話のシ

“Oggi fa un bel po` caldo”

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

ステムは日本と少し違いますので、もし携帯

(今日はとても暑いです)

“Settimanale KUDAN”購読希望と

を買いたかったら覚えたほうがいい言葉と

“Queste scarpe costano un pel po`.”

書いて、お申込下さい。

フレーズがあります。

(この靴はとても高いです)

編集後記： 今年の 4 月は意外と寒かった

☆1: “Mi scusi, vorrei acquistare una

“Un bel po`” を書く時に、少し注意すること

のではないでしょうか。それでも、もう 5

carta ricaricabile. Quanto costa?”

があります。”Po`”を書く時に、必ずアポスト

月です。この号が発行されるのは、ゴール

(すみません、充電カードを買いたいですけ

ロフィを使います。アクセントでは少し変で

デンウイークの真っただ中。海外へ行く人

ど。いくらぐらいになりますか？)

すので、気を付けましょう！

も多いようですね。これからイタリアを始

イタリアの携帯の多くは、チャージ可能

何と言う？日本語の諺(１１)

めヨーロッパも花が咲き乱れます。特に道

（"ricaricabile"）です。パケット料金の携

☆“寸分たがわず”

路沿いや線路沿いには、真っ赤な花が目立

帯は高くて、あんまり売られていません。

”Spaccare il minuto”

つことでしょう。これは、ポピーですが、

☆２: “Scusi, vorrei fare una ricarica da

（一分を割る）

イタリア語では Papàvera と言います。フ

50 Euro.”(すみませんが 50 ユーロ分のチャ

イタリアで人とか、乗り物とか、全然遅刻し

ランス語では「コクリコ」スペイン語では

ージをしたいのですが)

ない時に、”Spaccare il minuto”と言う諺を良く

「アマポーラ」中国語では、
「虞美人草」

勿論、携帯を使う前に充電は必要です。どこ

使います。例えば:

そして日本語は「雛罌粟（ひなげし）
」と

でも（携帯の店でも、タバコ屋にも、スパー

“Questa mattina il treno in arrivo da Milano ha

多くの詩的な表現を持つポピーはその赤

にも）できますし、お金がかかりません。例

spaccato il minuto” (今朝、ミラノから来た電車

の鮮やかさが大変印象的な花です。

えば、50 ユーロを払ったら、携帯に 50 ユー

は全然遅延しませんでした)

ロのチャージができます。他のコミッション

”caccia”

狩 り /”attivita`” アク テ ィ ビ ティ

modo libero e originale: insofferente

/”proteggere” 守 る /”regolamento” 規 定

dell`etichetta di corte e alle cerimonie alle

/”animalista” 動 物 愛 護 家 /”referendum”

quali avrebbe dovuto prendere parte come

投票/”abolire” 廃止する/”attivita`” アクテ

moglie del principe ereditario, viveva in un

ィ ビ テ ィ /”eccezionalmente” 素 晴 ら し く

appartamento separato dal marito dove

/”Luna

同時に

riceveva filosofi, letterati e altri intellettuali.

年 金 受 給 者

Di idee moderne e liberali, non amava il

piena”

起 こ る /
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満月/

”coincidere”

”pensionato”

/ ”superare” 勝る

Regime Fascista e inizio` anche ad

有名なイタリア人(３６)

ostacolarlo

Maria Jose` del Belgio

venne

firmata

l`alleanza con la Germania. Pur essendo
destinata a diventare Regina d`Italia, lei

Numero 38

era belga e quindi riteneva pericolose le
mire espansionistiche del nazismo.

Notizie italiane イタリアのニュース

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

☆☆☆
☆ -La

quando

caccia verra` abolita anche in

王国の時代に、マリア・ジョーセは皇太子と

Piemonte?

結婚しましたが、とても自由で独創的な行動

Nel Nord Italia la caccia e` una attivita`

をしました。厳しい王宮の規則を嫌い、皇太

tradizionale

da

子と別れてアパートに住んでいました。家

tantissime persone. Per proteggere gli

で、哲学者と、有名な文学者たちと会ってい

che

viene

praticata

animali gia` da diversi anni esiste un

Maria Jose` del Belgio (Ostenda, 4

ました。マリア・ジョーセの政治的意見はリ

regolamento molto severo. Cio` nonostante,

agosto 1906 – Ginevra, 27 gennaio 2001)

ベラルで、現代的で、ファシスト政府はあま

gli animalisti contrari sono in aumento tanto

e` stata l`ultima Regina d`Italia. Era la figlia

り好きではありませんでした。特にベルギー

che hanno richiesto un referendum regionale

del Re del Belgio ma durante la sua

人としてドイツの拡張政策を危険視し、ロー

per abolirla completamente.

giovinezza ha vissuto e studiato in Italia. Si

マ・ベルリン枢軸にはとても反対でした。

☆-Lo spettacolo della super-Luna!

e` sposata con il principe ereditario

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

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6

Umberto e, nel 1946 e` diventata regina,

“principe ereditario”

Maggio in cielo abbiamo potuto osservare

sebbene il suo regno sia durato solamente

di corte”

una Luna eccezionalmente grande e

40 giorni.

ル/

luminosa. Questo perche` si e` verificato un

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

フ ァ シス ト 政 府 /

raro fenomeno nel quale la Luna piena

ベルギーのマリア・ジョーセはイタリアの最

espansionistiche”

coincide con il momento di massima

後の女王でした。ベルギー王の娘ですが、若

イタリアにある日本にないもの (４)

vicinanza del satellite alla Terra.

い時からイタリアに住んでいて、イタリアで

☆-Nelle

勉強して、イタリアの皇太子

famiglie italiane piu` cani che

Umberto di

皇太子/

王宮の規則 /

”cerimonia”

儀式/

”liberale”

リベラ

”regime fascista”

”ritenere”

Oratorio:

”etichetta

思う/

”mire

拡張政策

青少年集会所

イタリアはカトリック国で、人口の多くはカ

bambini.

Savoia

Anche in Italia, come negli altri paesi ricchi,

６年に女王になりましたが４０日後には、イ

小さい村にも、教会は大事です。教会のすぐ

le nascite sono in calo e si prevede che

タリアは共和国が設立し、王と一緒に追放さ

近くに一般的には、オラトリオと言う所があ

entro alcuni decennia i pensionati saranno

れました。追放された後には、スイスのジュ

ります。青少年のための場所です。オラトリ

piu` dei giovani. Ormai le famiglie italiane

ネーブに住んでいました。１９８７年に、ウ

オには、村に住んでいる子供たちが使える遊

non hanno figli e un recente studio finanziato

ンベルトの死の後で、イタリアにやっと帰国

び場がありますし、時々宿題を助けるボラン

dal comune di Milano ha dimostrato che le

をゆるされましたが、一度アオスタに旅行し

ティアもいます。子供たちは普通は、早く学

coppie con un animale domestico come un

ただけでした。

校を出ますが、両親はまだ仕事で忙しいの

gatto o un cane superano quelle con uno o

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

で、家に一人でいるしありません。そんな時

piu` figli a carico.

La principessa Maria Jose`, in epoca

に、他の子供たちと集まって、安全な所で宿

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

monarchica, si e` sempre comportata in

題をしたり、他の子供と遊んだりしたら、安

と付き合って結婚しました。１９４

トリック教徒です。その結果、大きな町にも、

心で便利です。オラトリオでは、サッカー場

☆La barzelletta della settimana.

もあって、夏になったらサッカートーナメン

１８２１年の５月５日ナポレオンが亡くな

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

トも組織されています。イタリアの社会の中

りました。フランスの帝王でしたが、出身は

（１）

個人レッスン(文法も会話も)

dell`oratorio”(オラトリオの

コルシカ島のアイアッチョと言う町です。生

（２）

グループレッスン

トーナメント)は大変有名で、だいたい皆は

まれた時は、コルシカ島はまだジェノバ共和

（３）

インターネットによる自宅学習

一回は参加したことがあります。表現として

国で、イタリアでした。ナポレオンの名字も

（４）

インスタントマスター

も“Torneo dell`oratorio” が使われます。

（ボナパルテ –

Bonaparte）イタリアの名

（５）

E メールによる作文添削

これは、あんまり意味がなくて重要ではない

前で、音はイタリア語の“多くにとっ

（６）

E メールによる文法学習

トーナメントに対して使われています。例え

て”
、 ”Buona

parte”と言う表現と似ていま

（７）

E メールによる読解学習

ば：

す。ナポレオンの軍は色んな国に侵入して、

（８）

E メールによるリスニング学習

で“Torneo

イタリア語を学習するなら：

＊”La Coppa Italia di calcio e` il torneo

その国にあった芸術作品を略奪した事でも

生活スタイルに合わせた学習が可能

dell`oratorio .”

有名です。その結果、フランスの軍人に対し

お問い合わせは、

て、少しいじわるい笑い話があります。

九段アカデミー

(サッカーのイタリア杯はあんまり重要な
トロフィーではありません)

“I soldati francesi sono tutti ladri?

102-0074

東京都千代田区九段南 4 丁目

Tutti no, ma Bonaparte si.”

5-14

“Settimanale Kudan”では、イタリア語の

（フランスの軍人は皆泥棒ですか？皆泥棒

ジェネシス九段南ビル４F

会話で良く使うフレーズの紹介もしていま

で は な い け ど 多 く は 泥 棒 で す 。）

TEL：０３（３２６５）６３６８

す。会話の勉強には、聞くことも大事なので、

“Bonaparte”はナポレオンの名字なので、

FAX：０３（３２６５）６３６８

九段アカデミーのウエブページで音声ファ

“Tutti no ma Bonaparte si.”と言うフレ

http://www.kudanacademy.com

イルをアップロードしていますので、

ーズは意味は二つあります：一つは“皆泥棒

http://federico.giri.jp

“Settimanale Kudan”で聞くことができま

ではないけど多くは泥棒です。”と言う意味

す。http://federico.giri.jp をクリックして、

になりますが、他のは“皆泥棒ではないけど

イタリア語の会話の例（５）

一緒に勉強しましょう！
☆☆☆☆☆☆☆☆

ボナパルテは泥棒です。
”
何と言う？日本語の諺(１２)

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

イタリアに留学したら、郵便局を使う時もあ

☆“急病は悪日なし”

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

ると思います。例えば、ポストカードと小包

”Le urgenze non vanno in ferie.”

“Settimanale KUDAN”購読希望と

と手紙を送ったりします。従い、郵便局で使

（「非常時」は休日がありません。
）

書いて、お申込下さい。

えるフレーズを覚えてみましょう！

イタリアでも残念ながら祝祭日にも急に問

編集後記：

☆1: “Mi scusi, vorrei spedire per via

題が怒る時もあり、非常に必要になることも

aerea questa lettera in Giappone.”

出てきます。

(すみません、日本に航空便で手紙を送りた

では、日本語には“急病は悪日がなし”と言

いです。)

う言い方があって ”Le urgenze non vanno

郵便で小包を送ったら、郵便局が小包をなく

in ferie”と言う諺です。

してしまう時もありますので、送る時に保険

☆“ぐうの音も出ない”

をかけた方がいいと思います。

”Non c`e` niente da dire.”

☆２: “E` possibile assicurare la

（言うこともありません。）

spedizione?”

“ぐうの音も出ない”と言う諺は ”Non c`e`

(発送に保険ができますか？)

niente da dire”です。意味は、相手の人が言

最後に、郵便局を出る前に届くには何日ぐら

っていることは正しいので何も言えません。

いかかることも聞きましょう！

www.kudanacademy.com

☆３: “In quanto tempo arrivera` a
destinazione?”
(届くのは何日ぐらいかかりますか？)
笑い話をイタリア語で (２)
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Numero 39

verranno organizzate delle piccolo cerimonie

di

per festeggiare la ricorrenza.

raggiungevano l`Italia dagli Stati Uniti. In

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

questo modo, Cuccia è arrivato a ricoprire

”Si tratta di...” ～ で す /”docente” 先 生

una posizione importantissima grazie alla

/”(essere)

sollevato dall`incarico” 解雇さ

quale poteva influenzare la gestione dei

れ る /”inneggiante” ( 刑 ) ほ め ち ぎ る /”e`

colossi dell`economia italiana, tra cui ad

previsto/a” ～の予定 /”Frecce Tricolori”

esempio la Montedision (attiva nel settore

３色の矢（＊イタリア空軍のアクロバット飛

della chimica), la Fiat e l`ENI (estrazione di

行 チ ー ム ） /”celebrare”

petrolio). Nonostante ciò, il suo nome è

祝 う

gestire

i

flussi

di

denaro

che

/”celebrazione” 記念

rimasto per decenni sconosciuto alla

有名なイタリア人(３７)

massa. Cuccia era infatti un uomo molto
tranquillo e odiava essere al centro

Enrico Cuccia

Notizie italiane イタリアのニュース

dell`attenzione.
---------------------------------------------------------

☆☆☆

Mediobanca と

☆Tokyo: Giogio Amitrano è il nuovo

１９４４年に、クッチャは

direttore del centro di cultura italiana.

言う銀行の頭取になりました。Mediobanca

Il Ministero degli Affari Esteri ha nominato un

は大きな投資銀行で、アメリカの財政援助を

nuovo direttore per il centro di cultura

一手に取り仕切りました。それで、アメリカ

italiana di Tokyo. Si tratta di Giorgio

Enrico Cuccia (Roma, 24 Novembre 1907

の財政的援助を受ける会社はクッチャが、決

Amitrano, già docente di lingua e letteratura

– Milano, 23 giugno 2000) è stato un pezzo

めることになり、イタリアの経済界におい

giapponese all`Università di Napoli e autore

da novanta della finanza italiana ed

て、彼はとても強い力をもつようになり、イ

delle traduzioni in italiano dei più famosi

europea. All`inizio della sua brillante

タリアの大きな会社の経営にも大きな影響

romanzi di Banana Yoshimoto e Haruki

carriera, negli anni trenta, ha lavorato

力を持つようになりました。４０年ぐらいの

Murakami. Cogliamo quindi l`occasione per

come

colonie

間絶大な力を発揮し、少しはスキャンダラス

porgere al nuovo presidente i nostri migliori

dell`Africa Orientale Italiana, ottenendo

なことにも巻き込まれましたが、いつもしっ

auguri di buon lavoro!

importanti

かりして、不法な事は一回もしたことがあり

☆ Osaka: richiamato in Italia il console

amministrativo che dal punto di vista

ませんでした。

Vattani.

dell`ordine pubblico. In Somalia era infatti

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

Il Console Vattani è stato sollevato

riuscito a individuare ed eliminare una

Cuccia è morto nel 2000 ed è stato

dall`incarico e richiamato con urgenza in

banda di falsari.

sepolto a Meina, un paesino sul lago

Italia. Il severo provvedimento è stato preso

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

Maggiore.

in seguito alla diffusione di un video

エンリーコ・クッチャはイタリアとヨーロッ

disoccupati hanno rubato la sua salma e

imbarazzante in cui il diplomatico cantava

パにおける、金融界の大物でした。１９０７

hanno chiesto un riscatto alla famiglia,

alcune canzoni

年ローマに生まれ、最初はイタリアの東アフ

tuttavia sono stati scoperti dalla polizia e

fascista.

リカの植民地（Africa

arrestati.

☆ Due giugno 2012: la Repubblica

AOI）で官僚として働き、素晴らしい成果を

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

Italiana compie 66 anni!

示しました。特に、治安の維持という点では

クッチャはミラノで２０００年に亡くなっ

Per celebrare questo avvenimento è

大きな成功を収めました。強大で危険な偽造

て、マッジョーレ湖の近くにあるＭｅｉｎａ

prevista una parata militare per le vie della

団を捕まえました。

と言う村の墓地に埋葬されました。少し後、

capitale. Interverranno anche le “Frecce

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

二人の男が彼の棺を盗んで、クッチャの家族

Tricolori” che disegneranno sul cielo di

Sul finire della guerra Cuccia è stato

に身代金を要求しました。でも警察が割り出

Roma

italiana.

nominato presidente di Mediobanca, una

し、捕まるという事件がありました。

Contemporaneamente, nelle ambasciate in

banca di investimenti con sede a Milano.

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

giro per il mondo, come nella sede di Tokyo,

Questo istituto di credito aveva la funzione

“pezzo da novanta” 大 物 、 大 立 物

una

inneggianti al regime

grande

bandiera

funzionario
risultati

statalenelle
sia

dal

punto

Orientale Italiana -

Alcuni

anni

dopo,

due

/

”funzionario statale” 官僚 / ”falsario”

贋造者/ ”banca

di investimenti” 投資銀行

なので、九段アカデミーのウエブページで音

www.kudanacademy.com

声ファイルをアップロードしていますので、

イタリア語を学習するなら：

”colosso” 巨 大 な も の / ”fare affari

“Settimanale Kudan”で聞くことができま

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

con...” (人)と取引がある/ ”riscatto” 身代金

す。http://federico.giri.jp をクリックして、

（１）

個人もグループレッスンも

一緒に勉強しましょう！

（２）

インターネットによる自宅学習

Il caffè sospeso:

☆☆☆☆☆☆☆☆

（３）

インスタントマスター

誰かが払ってくれたコーヒー

イタリアで洋服を買いに行くときには、サイ

（４）

E メールによる作文添削

イタリアで、一番人気があり一日に何回も飲

ズは日本と違いますので、買う前に一回着て

（５）

E メールによる文法学習

む飲み物はコーヒーです。いつも飲まれてい

みたほうがいいと思います。従い、店で“試

（６）

E メールによる読解学習

ますので、どこにもカフェーがあり、または

着をしてもいいですか”と、軽く訊けるよう

（７）

E メールによるリスニング学習

コーヒーの自動販売機があって、値段もどこ

になりましょう！

/

イタリアにある日本にないもの (４)

生活スタイルに合わせた学習が可能

へ行ってもそんなに変わりません。例えば、

☆1: “Mi scusi, posso provare questa

お問い合わせは、

カウンターで飲むエスプレッソは、イタリア

camicia?”

九段アカデミー

ではどこでも１ユーロぐらいです。コーヒー

(すみません、このシャツを試着してもいい

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目

はイタリアのどこでも一番飲まれており、北

ですか。)

5-14 ジェネシス九段南ビル４F

でも、南でも食文化として大事なものです。

残念ながら、試着したら、サイズが合わない

TEL：０３（３２６５）６３６８

しかし、ナポリには面白くて珍しい習慣があ

時もありますので、２番のフレーズも忘れな

FAX：０３（３２６５）６３６８

ります。Caffè

いようにしましょう！

sospeso と言う習慣です。

昔も今もナポリは経済的には、少し貧しい町

☆2: “Questa camicia mi sembra troppo

とされていますが、お金が少ししかない人が

grande. Posso vederne una più piccola?”

沢山います。それで、お金がある人がバール

(このシャツは少し大きいです。もっと小さ

に行って、コーヒー代を２杯分払って、一杯

いのを見せて貰っていいですか？)

だけ飲みます。もう一杯は Caffè

sospeso

特にイタリアで使われている靴のサイズは

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

と呼ばれています。それは、もしコーヒーを

日本と違って、難しいです。でも、次のフレ

希望の方は、info@kudanacademy.com へ

飲みたくてお金がない人が来たら、ウエイタ

ーズを覚えたら困りませんね。

“Settimanale

Caffè sospeso がありますか”と聞い

KUDAN”購読希望と

☆3: “Questa misura a quanti centimetri

書いて、お申込下さい。

て、もしあればただでコーヒーを飲むことが

corrisponde?”

編集後記： 今日はコーヒーの話。1970 年

できるためのものです。この習慣はナポリだ

(このサイズは何センチですか？)

代初め、コーヒーは 50 リラで、1990 年頃

ーに

けにありますが、現在では本当にそれをやる

何と言う？日本語の諺(１３)

は、900 リラくらい、今は１ユーロと言う

カフェーは減ってしまいました。でも、珍し

☆“薬も過ぎれば毒になる”

話は、第４号に書きました。しかし、caffe`

くてやさしい習慣なので、ナポリの人の多く

”Il troppo storpia.”

sospeso の話は知らなかったですね。

は、辞めないでほしいと思っています。だか

（過ぎれば悪くなる。）

Napoli という町は、イタリアでは特異な

sospeso の習慣を忘れないよう

何かいいことであっても、しすぎてしまった

町として有名ですが、それは言葉（ナポリ

に、去年の１２月１０日にナポリの市役所は

ら状態は悪くなります。”Storpiare”は足を

弁）もそうですが、住民の独立意識が強い

Caffè sospeso の日というイベントをしま

不自由にさせると言う意味がありますが“状

ということです。ナポリは貧しいと言われ

した。来年もまたやるかもしれないので、こ

態が悪くなる”と言う意味もありますので”Il

る一方、確か銀行預金量が一番多いのもナ

れからも Caffè sospeso をやるカフェーは

troppo storpia”と言う表現がよく使われて

ポリだったかと記憶しています。そういう

増えていくかも知れません。もしナポリに行

います。

町だから、caffe` sospeso のような習慣が

ら、Caffè

くチャンスがあれば、Caffè

sospeso のこ

☆☆☆☆☆☆

残っているのでしょうね。たかがコーヒー

☆ぐうの音も出ない”

一杯というなかれ、イタリア人にとって

イタリア語の会話の例（６）

”E` muto come un pesce.”

は、されどコーヒーなんでしょうね。

“Settimanale Kudan”では、イタリア語の

（魚のように音が出ない。
）

会話で良く使うフレーズの紹介もしていま

イタリアでは、無口な人に対して、“魚のよ

す。会話の勉強には、聞くこともとても大事

うに話さない”と言う表現をよく使います。

とを聞いて見てください。
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Jal appassionati di musica. L`evento e` stato

occasione

organizzato dal coro Monte Mucrone di

dell`undici settembre 2001 ha scritto nel

Biella ed ha avuto un grande successo,

quale denunciava i pericoli del terrorismo

tanto che si parla gia` di organizzare delle

islamico.

repliche anche nei prossimi anni.

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

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

新聞記者として、多くの有名な人にインタビ

”relatore” 報告者/”campus universitario”

ューができました。例えば、８０年代には、

大学のキャンパス/”itinerario” ルート

イタリアとリビアは敵国でしたが、トリポリ

有名なイタリア人(３８)

まで行って、ムアンマル・アル＝カッザーフ

Oriana Fallaci
Numero 40

dell`attentato

terroristico

ィにインタビューしたことは大変話題にな
りました。９０年代にニューヨークに引っ越
して、２００１年９月１１日のテロ行為があ

Notizie italiane イタリアのニュース

った時には、イスラムのテロに強く反対し
て、多くの記事を書きました。

☆☆☆

☆Tokyo: conferenza dell`Ambasciatore

Oriana Fallaci, nata a Firenze nel 1929 e

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

italiano Vincenzo Petrone.

deceduta sempre nel capoluogo toscano

Negli ultimi anni della sua vita, e` stata

L`Universita` di Tokyo ha organizzato una

nel 2006, e` stata una giornalista molto

colpita da una forma molto grave di cancro

grande conferenza dedicata alle prospettive

importante. E` stata la prima donna in Italia

e nel 2006, pochi giorni prima di morire, e`

e possibilita` future dell`Euro e dell`Unione

a svolgere il pericoloso lavoro di inviato

ritornata a Firenze. Questo perche`

Europea. Il relatore principale di questa

speciale in zone di guerra. Nella sua vita

nonostante avesse viaggiato moltissimo

interessante iniziativa che si svolgera` al

ha scritto anche diversi libri di attualita e

per lavoro, e` sempre stata molto legata

campus

romanzi, con i quali ha riscosso un grande

alla sua terra d`origine e prima di morire

l`ambasciatore italiano a Tokyo. Chi fosse

successo.

desiderava rivedere un`ultima volta la citta`

interessato e volesse partecipare e` pregato

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

dove era nata.

di prenotare attraverso il sito dell`universita`

オリアーナ・ファッラーチはイタリアのとて

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

di Tokyo.

も有名な新聞記者です。１９２９年にフィレ

２００６年に、ひどい癌にかかり、体調はと

☆ Trasporti: la ferrovia del Gottardo

ンツェに生まれ、そこで２００６年になくな

ても悪くなりました。それで、生まれたフィ

restera` chiusa per almeno un mese.

りました。戦場やその他危険な所ばかりで特

レンツェに戻りました。仕事で世界中どこで

Brutte notizie per chi progettava di viaggiare

派員として働きました。彼女より前には、女

もいったことがありましたが、自分の実家の

in treno tra la Svizzera e l`Italia. A causa di

性の特派員といのはなく彼女が初めて海外

ある場所が大好きで、生まれた所で死にたい

una frana sul versante svizzero, la ferrovia

特派員をやった女性でした。新聞記者として

と言っていました。

del Gottardo ha subito dei danni molto gravi

働きながら、大変有名な本も沢山書いていま

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

che richiederanno almeno un mese per

す。いつも、本のテーマは政治と社会と時事

“inviato speciale” 特 派 員 / ”terrorismo

essere riparati. Chi aveva intenzione di

問題でした。

islamico” イスラムのテロリズム

seguire questo itinerario per spostarsie tra

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

日本人学習者にイタリア語表現の紹介(21)

Lucerna e Milano sara` quindi costretto a

Come giornalista, e` stata autrice di articoli

“prendere”

passare per il Sempione, allungando pero` il

estremamente importanti tra cui l`intervista

“Prendere”と言うイタリア語の動詞は沢山意

tempo di percorrenza di almeno 90 minuti.

esclusiva a Gheddafi. Quest`ultimo articolo

味がありますし、いろんな異なる状態で使う

☆Il Gappone e l`Italia si incontrano a

e` stato completato in un periodo in cui

ことができます。“Prendere” だけで、“捕ま

Biella.

c`erano diversi contrasti tra la Libia, gli

える”
、
“好機を待つ”
、
“責任を取る”
、
“生け

Sabato 9 giungo al Teatro Sociale di Biella

Stati Uniti e l`Italia e lo stesso dittatore

捕りにする”、“引き出す”、“(卒業)証書を得

centinaia di spettatori hanno ascoltato i canti

libico era visto da tutti come un pericoloso

る”と言う意味などを言うことができます。

offerti dal coro Narita Gakuyuukyoukai, un

nemico. Verso la fine degli anni 90 la

☆捕まえる：警察が悪者を捕まえた

gruppo di dipendenti ed ex dipendenti della

Fallaci si e` trasferita a New York e in

ら、”Artestare” の代わりに、”Prendere”と

universitario

di

Hongo

sara`

イタリア語を学習するなら：

言う動詞を使うことができます。例えば、
“警

“Settimanale Kudan”で聞くことができま

察はテロリストを捕まえました”と言うフレ

す。http://federico.giri.jp をクリックして、

ー ズ な ら 、 “La polizia ha preso il

一緒に勉強しましょう！

（１）

個人もグループレッスンも

terrorista.” も “La polizia ha arrestato il

☆☆☆☆☆☆☆☆

（２）

インターネットによる自宅学習

terrorista”も正しいです。

残念ながら旅行をしている時に、少し体調が

（３）

インスタントマスター

☆好機を待つ： ”Temporeggiare”と言う動詞

悪くなる時もあります。それで、病院と、医

（４）

E メールによる作文添削

を使ってもいいですが”Prendere tempo”と言

者と話す時に使えるフレーズを覚えたほう

（５）

E メールによる文法学習

う表現も使うことができます。例えば：“す

がいいでしょう。イタリアで、体調が悪くな

（６）

E メールによる読解学習

ぐ投資をする代わりに、好機を待ったほうが

ったら、病院まで行かなくて良く、医者は家

（７）

E メールによるリスニング学習

いいです”なら”Invece di investire subito e`

まで来てくれます。それで、医者に電話をす

生活スタイルに合わせた学習が可能

meglio temporeggiare” 、 ま た は ”invece di

る必要があれば、ホテルでフロントの人に次

お問い合わせは、

investire subito e` meglio prendere tempo.”。

のフレーズを使うことができます。

九段アカデミー

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介

☆ 責 任 を 取 る ： ”Prendersi

la

☆1: “Non mi sento molto bene. Potrebbe

102-0074 東京都千代田区九段南 4 丁目

“Assumersi

la

chiamare un medico per favore?”

5-14 ジェネシス九段南ビル４F

responsabilita`” も ,

responsabilita`”も使うことができます。意

(ちょっと体調が悪いです。医者を呼んでい

TEL：０３（３２６５）６３６８

味はまったく同じなので、同じ様に両方とも

ただけませんか？)

FAX：０３（３２６５）６３６８

使いましょう。

診察の後で、飲む薬があるときもあります。

http://www.kudanacademy.com

☆生け捕りにする：”Catturare”と言う動詞

薬は正しく飲まないと、たぶんなおらないか

http://federico.giri.jp

でも大丈夫ですが”Prendere”も使うことが

ら、確認として飲み方を二回ぐらい聞いたほ

できて、意味は変わりません。例えば、”彼

うがいいでしょう。従い、次のフレーズも覚

はトラを生け捕りにしました。”と言うフレ

えましょう！

ーズは、“Lui ha catturato una tigre.”も“Lui

☆2 “Scusi, potrebbe spiegarmi ancora

購読：半年分 12 部送料込み 1.800 円

ha preso una tigre”も正しいです。

una volta quando e come devo prendere

希望の方は、info@kudanacademy.com へ
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“Settimanale

出版部

KUDAN”購読希望と

☆引き出す：ＡＴＭでお金を取りに行った

questa medicina?”

ら 、 普 段 に 使 う ”Prelevare” の 代 わ り

(すみません、いつどうやってこの薬を飲ん

書いて、お申込下さい。

に、”Prendere i soldi” ということもできま

だほうがいいかもう一回教えていただけま

編集後記：最近は、スマートフォンが良く

す。例えば、
“帰る前に銀行でお金を取りに

せんか？)

売れて、コンピュータや更にテレビなどよ

行きます”と言うフレーズなら、“Prima di

最後に、薬を飲んでも結果がない時もありま

りも、家電店が力を入れるようになりまし

tornare a casa prelevo in banca.”も“Prima

すので、次のフレーズも忘れないようにしま

た。ある大手家電店へ行くと一回が全て携

di tornare a casa prendo i soldi in banca.”

しょう：

帯売り場になっていました。だからという

も大丈夫です。

☆1: “Se non dovessero esserci

わけではありませんが、当校もスマホ用に

☆卒業証書を得る：学校を卒業した

miglioramenti che cosa posso fare?”

アプリを作りました。「イタリア語旅行会

ら 、 ”conseguire un diploma” の 代 わ り

(もし良くならなかったら、どうすればいい

話集」と「スマホで学ぶイタリア語文法」

に、”Prendere un diploma”を使うことがで

ですか？)

というふたつです。前者は、イタリア旅行

きます。例えば、
“彼女は高校を卒業しまし

何と言う？日本語の諺(１４)

へ持って行っても使えるようにというこ

た ” と 言 う フ レ ー ズ な ら 、 “Lei ha

☆“郷に入ては郷に従え”

conseguito il diploma.”も“Lei ha preso il

Paese che vai, usanze che trovi.

diploma” も間違っていません。

（行く村で、自分の村と違う習慣がある）

とで、丁度この新聞の「イタリア語の会話」
と同じ様な内容をスマホに携帯して持っ
て行けます。アンドロイドをお持ちの方は

イタリア語の会話の例（６）

イタリアの文化や習慣は村によって変わる

試してみて下さい。Iphone 用は今検討中

“Settimanale Kudan”では、イタリア語の

時もあります。従い、他の村に行ったら、自

です。Buon Viaggio!

会話で良く使うフレーズの紹介もしていま

分の村の習慣の代わりにその村の習慣を守

す。会話の勉強には、聞くこともとても大事

らなければなりませんので、この諺がよく使

なので、九段アカデミーのウエブページで音

われています。

声ファイルをアップロードしていますので、

www.kudanacademy.com

