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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Resti romani a Kyoto!  

Alcuni archeolologi hanno ritrovato dei 

gioielli risalenti all`epoca romana facendo 

degli scavi nelle vicinanze di Tokyo. Questo 

interessante ritrovamento non dimostra 

comunque l`esistenza di un contatto diretto 

tra la Roma imperiale e il Giappone; è infatti 

molto più probabile che questi preziosi siano 

stati importati in Giappone da alcuni 

mercanti cinesi in un`epoca storica di 

parecchio successiva alla caduta di Roma 

avvenuta nel 476 dopo Cristo.   

☆Finale Emilia: una cena tutti insieme 

per farsi forza dopo il Sisma. 

 

Anche in Emilia, la voglia di ricostruire e di 

ritornare alla normalità è sempre più forte 

del terremoto. Per questo motivo, 

nonostante la presenza di macerie e palazzi 

danneggiati, gli abitanti del piccolo paese di 

Finale Emilia non hanno volute rinunciare al 

tradizionale banchetto di fine giugno che, 

ogni anno fin dall`antichità, si svolge per le 

vie del centro alla presenza di quasi tutti gli 

abitanti.  

☆Finalmente inizia l`estate! 

Siamo ormai a luglio, la temperatura sale e 

la stagione delle piogge si avvicina, 

finalmente, alla fine. Con l`estate si 

avvicinano anche i tanto ambiti giorni di 

vacanza di agosto e chissà che non ci sia 

all`orizzonte l`opportunità di fare un bel 

viaggio! 

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

”parecchio” と て も /”macerie” 瓦 礫 

/ ”danneggiato” 壊れた  /”rinunciare” 諦

める / ”ambito” かねがね望んでいた 

有名なイタリア人(３９) 

Italo Balbo 

 

Il 1 luglio 1933, esattamente 79 anni fa, 

una squadra di idrovolanti guidata dal noto 

aviatore Italo Balbo attraversava l`Oceano 

Atlantico e raggiungeva in volo le città di 

New York e Chicago. Questo viaggio, il 

primo di una squadra composta da più 

velivoli tra l`Europa e gli Stati Uniti, 

all`epoca venne salutato come una grande 

impresa e Balbo venne accolto in America 

come un moderno eroe. Per celebrare 

questo successo, a Chicago il sindaco 

decise di intitolare una delle principali vie 

della città (la tuttora esistente “Balbo 

Avenue”) all`intrepido aviatore italiano. 

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

１９３３年7月にイタリアの飛行機の編隊が

初めてローマからニューヨークとシカゴま

で飛びました。編隊の隊長は、イタリアの大

変有名なイタロ・バルボという飛行士でし

た。当時、飛行機で大西洋を渡るのはとても

危険で、失敗する可能性が大いにありました

ので、バルボの編隊が成功したことは、世界

中で称賛されました。特にシカゴの市長は町

の道路にバルボの名をつけました。今もシカ

ゴにある Balbo Avenue と言う道です 

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

Nato nei dintorni di Ferrara nel 1896, Balbo 

fin da giovane si dedicò alla carriera 

militare. Aderì al fascismo fin dalla sua 

fondazione e collaborò con il Regime fino a 

diventarne uno dei gerarchi piu` potenti e 

prestigiosi. Contemporaneamente al suo 

impegno politico, si interessò anche al 

mondo dell`aviazione e cercò di incentivare 

la diffusione e il miglioramento degli 

aeroplani. Prese parte anche alla Seconda 

Guerra Mondiale come pilota. Tuttavia morì 

poche settimane dopo essere stato 

richiamato in servizio. Il 28 giugno 1940 

infatti il suo aereo venne colpito per errore 

dalla contraerea italiana nei cieli della Libia 

e precipitò causando la morte di tutte le 

persone a bordo. 

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

彼は、フェラーラの近くで１８９６年に生ま

れて、若い時に軍隊に入りました。最初から、

ファシスト党に加入して、大変努力をして、

指導者レベルになりました。政治活動以外に

は、飛行機が大好きで、飛行機の性能を改良

するためには一生懸命努力し行動しました。

１９４０年に、戦争状態になり、飛行士とし

て召集されました。戦争でリビアに行きまし

たが、着いて一種間後ぐらいにイタリアの高

射砲隊から間違って射撃されて、亡くなりま

した。 

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

Balbo fu un fascista atipico, 

particolarmente determinato, colto e 

intelligente. Contrariamente alla maggior 

parte degli altri gerarchi, era 

profondamente antitedesco ed era 

contrario al totalitarismo. Spesso ebbe dei 

forti contrasti anche con Mussolini, tanto 

che quest`ultimo arrivò a temere un suo 

tradimento. Per questo motivo, secondo 

alcuni storici l`aereo di Balbo non fu 

abbattuto per errore ma si tratto` di un vero 

e proprio omicidio ordinato dal Duce, 

tuttavia non sono mai state individuate 

delle prove a sostegno di questa tesi. 

http://www.corriere.it/cronache/12_giugno_24/pic-nic-anti-terremoto-radio-bruno_eb2b67b0-be20-11e1-a8f4-59710be8ebe6.shtml
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italo_Balbo.jpg


バルボは他のファシスト党のリーダーたち

とは、少し違いました。勇気があって、頭が

良くて、何でもできる人で、ナチズムが嫌い

で全体主義に強く反対しました。ムッソリー

ニも何度もバルボとケンカをしており、彼が

裏切るかもしれないと思って心配していた

ようです。その為に、バルボがなくなった事

故について、事故ではなくて計画的な殺人だ

ったと思う人もあります。 

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

“aviatore” 飛 行 士 / “impresa” 企 て / 

“intrepido” 勇気がある/ “atipico” 変形の/ 

“gerarca” 指導者/ “totalitarismo” 全体主

義 / “per questo motivo” その結果 / “a 

sostegno di ...” 。。。を援助する 

面白いイタリア語の紹介 (21) 

Italiano e latino （イタリア語とラテン語） 

イタリア語はラテン語から来た言語です。勿

論、ローマ時代に使われていたラテン語は現

在のイタリア語とは、とても違いますが似て

いることもあります。ラテン語からくる言葉

は沢山ありますし、ラテン語とローマ時代の

文化から作られた表現も沢山あります。良く

使われている表現の紹介をします。 

☆”Ad hoc” 

(特定の目的のための / わざと) 

例えば：”Queste magliette sono state fatte 

ad hoc per la partita.” （このシャツは特別に

この試合のために作られました。） 

☆”In primis” 

(最初に/ とりあえず) 

例えば：”In primis devo fare i preparativi.” 

（最初に準備をやるのは必要です） 

＊”In primis”は少し強い言い方なので、話の

中で、一番大事なトピックで最初に持ってく

る時に、よく使われています。 

☆”Idem” 

(前述に同じ) 

例えば：”Ieri ho lavorato e oggi idem.” （私

は、昨日働いて、今日もまたそうです） 

☆”Sui generis” 

(特別な) 

例えば：”E` una situazione sui generis.”  

(それは特別な状態です) 

☆”Curriculum vitae” 

(履歴書) 

例えば：”Ho inviato il Curriculum Vitae a 

quella ditta americana.” (あのアメリカの会

社に履歴書を送りました。) 

＊ラテン語で”Curriculum vitae”の意味は”生

活の経過”です。”Curriculum”は”経過

で”vitae”は”生活の”と言う意味になります。 

☆”Ex novo” 

(最初から) 

例えば：”Non ero soddisfatto dei risultati 

quindi ho rifatto tutto ex novo.” (結果につい

て満足しなかったのでも一回最初から全部

やりました) 

イタリア語の会話の例（６） 

“Settimanale Kudan”では、イタリア語の

会話で良く使うフレーズを紹介しています。

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ブページで音声フ

ァイルをアップロードしていますので、聞く

ことができます。http://federico.giri.jp をク

リックして、一緒に勉強しましょう！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

イタリアで病気になった時に、必ずしも病院

に行く必要はなく、先生は家まで来てくれま

す。でも、医者はいつも忙しいので、ただの

風邪なら先生を呼ばないほうがいいでしょ

う。もし、薬がなければ、薬屋に行って、薬

剤師と相談したほうがいいです。それで次の

フレーズを覚えましょう！ 

☆”Mi scusi, che medicina mi consiglia 

per il raffreddore?” 

（風邪ならどの薬がお勧めですか？） 

☆”Questa medicina ha effetti collaterali?” 

(この薬は副作用がありますか？) 

☆”Quando e come devo prendere questa 

medicina?” 

(この薬の飲み方はどうしますか？) 

何と言う？日本語の諺(１５) 

☆“鶏口となるも牛後となるなかれ” 

E` meglio essere il primo al villaggio 

che il secondo a Roma. 

（ローマの次の 2 番目より、小さい村の一番

目であることのほうがいい） 

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） 個人もグループレッスンも 

（２） インターネットによる自宅学習 

（３） インスタントマスター 

（４） Eメールによる作文添削 

（５） Eメールによる文法学習 

（６） Eメールによる読解学習 

（７） Eメールによるリスニング学習 

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： 曜日の表現では面白いことが

あります。日本語の日月火水木金土は、ど

の語とも一致しないということです。英語

は、土曜（Saturday）日曜（Sunday）、

月曜（Monday）は夫々、天体の名前で日

本語と一致ですが、他は違います。中国語

は、日曜（星期日（または天））だけは一

致しますが、他の曜日は１から６までで表

しますから違います。イタリア語は、月

（Lunedi）火（Martedi）水（Mercoledi）

木（Giovedi）金（Venerdi）は夫々、di

の前は、月か惑星の名前で日本語と一致し

ますが、土（Sabato）日（Domenica）は、

天体とは関係なく、日本語とは違います。

では、日本語の曜日はどこから来たのでし

ょうか。もうすぐ七夕です。アマの川はイ

タリア語では、Via Latteaと言います。 

 

http://federico.giri.jp/
http://www.kudanacademy.com/
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Ritrovata al largo della Sardegna la 

Corazzata Roma. 

A poche miglia a nord delle coste della 

Sardegna, a una profondità di circa 1000 

metri, giace il relitto della nave ammiraglia 

della flotta italiana durante la Seconda 

Guerra Mondiale. La nave, una corazzata di 

enormi dimensioni, era affondata durante un 

attacco aereo nel 1943 e fin dall`immediato 

dopoguerra erano iniziate le ricerche per 

tentare di recuperarla e trasformarla in un 

museo galleggiante. Finalmente, dopo più di 

60 anni di ricerche, il relitto è stato 

individuato ma, a causa dell`eccessiva 

profondità, non sarà possibile tentare di 

riportarla in superficie. 

 

(Un particolare della prua fotografato dai 

ricercatori) 

☆Tromba d`aria vicino a Rimini!  

Pochi giorni fa sul lungomare di Igea Marina, 

un tranquillo paesino in Emilia Romagna 

affacciato sul mare, è stata avvistata una 

tromba d`aria. Fortunatamente il pericoloso 

vortice è rimasto in mezzo al mare e non si è 

avvicinato alla terraferma, quindi non ci sono 

stati nè feriti nè danni.  

☆Studiamo gli idiom su Facebook!  

Su Facebook è nata una pagina dove si 

possono studiare tanti idiom, proverbi e 

modi di dire italiani. Se avete occasione, 

cercate  “イタリア語のイディオム ”  

sul social network, iscrivetevi e divertiamoci 

insieme imparando l`italiano! 

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

”relitto” 難破船の残骸 /”corazzata” 戦艦 

/ ”tromba d`aria” 竜巻/”lungomare” 海岸

道/ ”terraferma” 陸地 

有名なイタリア人(４０) 

Enrico Bondi 

 

Enrico Bondi è un manager molto astuto e 

capace. E` nato ad Arezzo nel 1934 e nella 

sua vita e` stato membro dei consigli di 

amministrazione di alcune delle principali 

societa` italiane, tra cui la Montedison e la 

Parmalat. Nel mondo della finanza è 

considerato molto abile nel sanare i bilanci 

e tagliare gli sprechi. Per questa ragione in 

passato è stato assunto in società in 

difficoltà e a rischio fallimento ed è riuscito 

sempre a risanarle.  

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

エンリコ・ボンディはイタリアの大きな会社

のマネジャーです。辣腕で有名です。1943

年にトスカナ州のアレッゾに生まれて、イタ

リアの経済界の中の、力のある大きな色々な

会社で仕事をしてきました。特に、１９９０

年代に、経営的に行き詰っていた Parmalat

と言う会社に入り、半年でたてなおして、時

局を収集したことは、有名です。 

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

A causa della crisi economica 

recentemente anche il Governo Italiano ha 

problemi di liquidità ed è necessario 

tagliare la spesa pubblica. Per questo 

motivo, il primo ministro Mario Monti ha 

deciso di chiamare Enrico Bondi come 

consulente per farsi aiutare a individuare 

gli sprechi e le spese inutili dell`apparato 

statale.  

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

最近、イタリアの経済は困窮状態にあり、イ

タリア政府もできる限り支出を制限したい

ところです。ボンディは会社再建に関して

は、とても有名なので、モンティ首相から呼

ばれました。彼の目標はイタリアの国の予算

の無駄遣いを調べて取り消すことです。 

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

Una curiosità su Bondi è il fatto che odia i 

computer e ha sempre paura degli hacker. 

Per questa ragione, non collega mai il suo 

computer portatile su internet e conserva 

tutti i documenti importanti in copie 

cartacee.  

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

ボンディは珍しい人です。ずっと昔から大き

な会社で働いたのに、パソコンが大嫌いで

す。それに、ハッカーを恐れていて、パソコ

ンをインタ-ネットと接続しませんし、大事

な書類は紙にプリントして、いつも金庫に入

れています。 

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

“astuto” 頭がいい/ “capace” (形) 仕事が

とてもできる人/ “essere abile in” 。。。が上

手/ “risanare” 改善する/ “spreco” 無駄遣

い / “apparato statale” 国家組織 / “per 

questa ragione” その結果 / “collegare” 

接 続 す る / “conservare” 保 存 す る / 

“cartaceo” 紙の 

イタリアのお勧めの田舎 (22) 

Igea Marina: Che bel paesino! 

 

イジェァ・マリーナは北イタリアのエミリ

ア・ロマーニャ州にあるとても面白い村で



す。綺麗な海に近くて、夏は暑いのにいつも

風が吹いて、とても気持ちがいいです。町の

周りに、歴史的なところも沢山ありますが、

一番有名な記念建造物は ”Torre dei 

Saraceni”と言うタワーです。昔はよく、

海からサラセンの海賊が襲撃をしにきたり

していたので、１５００年頃にイジェアマリ

－ナの漁師は村を守るために”Torre dei 

saraceni”を建てました。 

イジェァ・マリーナの料理もおいしいです。

エミリアロマーニア州なので、サラミと生ハ

ムと生パスタもお勧めですが、海から近いの

で魚も貝もとてもおいしいです。それに、

Piadina と言う料理もあります。形はピザの

台のように丸く焼いた無酵母の薄いパンで、

チーズと生ハムとで食べます。 

イジェァ・マリーナにはホテルが多く、面白

いことも多いし、天気もいいし、料理もうま

いので、夏には観光客が多いです。特にドイ

ツの方が多くて、地元の人よりドイツの観光

客が多い時もあります。どこにもドイツ語で

書いてある表示があって、新聞を売っている

キオスクでもイタリアの新聞より、ドイツ語

の新聞と雑誌の方が多いです。 

イタリア語の会話の例（６） 

“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ブページで音

声ファイルをアップロードしていますので、

“Settimanale Kudan”で聞くことができま

す。http://federico.giri.jp をクリックして、

一緒に勉強しましょう！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

もう夏で、海の日も過ぎました！イタリアで

も７月は海に行く時期で、海辺はとても混ん

でいます。それで、海辺に行って、デッキチ

ィアとビーチパラソルを借りたかったら、早

めに電話で予約します。その時は、次のフレ

ーズを使います。 

1 ☆”Mi scusi, vorrei prenotare un 

ombrellone con due sedie a sdraio.” 

（すみません、ビーチパラソルとデッキチェ

アを二つ予約したいです。） 

海辺なら、いろんなところがあります。とて

も値段が高いところもありますので、予約す

る前に値段の確認をしましょう。 

2 ☆”Quanto costa al giorno?” 

(一日あたりいくらですか？) 

最後に、場所によって違うルールがあります

ので、やりたいことがあれば、できるかどう

か確認したほうがいいです。その時は、”E` 

possibile...”と言うフレーズを使えば簡単

で便利だと思います。それで、例えば： 

3 ☆”Sulla spiaggia e` possibile 

giocare a palla?” 

(海辺では、ボールで遊んでもいいですか？) 

面白いイタリア語の紹介（２６） 

”Traboccare di...” 

(。。が沢山あります) 

イタリア語で”Traboccare”と言う動詞の意

味は“（飲み物が）あふれる”と“氾濫する”です

が、“。。。が沢山あります”と言いたい時に使

うことができます。例えば： 

“La sua scrivania trabocca di fotografia 

della moglie e dei figli.” 

(彼の机の上に、奥さんと息子たちの写真が

沢山あります。) 

または： 

“In estate il paesino vicino al mare 

trabocca di turisti.” 

(夏に、海から近い村に観光客が沢山います。) 

何と言う？日本語の諺(１６) 

☆“恋は思案のほか” 

L`amore e` cieco. 

（恋は盲目） 

イタリアでも、恋とは理性のないことで、人

は全くわからずに恋に落ちる時もあります

し、どうして恋に落ちたか説明ができませ

ん。この状態に対して、”L`amore e` cieco”

と言う諺を使います。 

☆“光陰矢のごとし” 

Il tempo vola. 

（時間は飛ぶ＝光陰矢のごとし） 

時間が過ぎるのは速いです。特に楽しい時間

ほど、とても速く飛んでいる感じがします。 

従い、”il tempo vola”,と言う諺がよく使わ

れます。 

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） 個人もグループレッスンも 

（２） インターネットによる自宅学習 

（３） インスタントマスター 

（４） Eメールによる作文添削 

（５） Eメールによる文法学習 

（６） Eメールによる読解学習 

（７） Eメールによるリスニング学習 

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 
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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： 日本も大変暑くなりましたね。

丁度この号を出す前には、大雨の為九州地

方では多くの犠牲が出ています。日本は、

自然災害が多い国ですが、イタリアも台風

を除いては、地震、大雨、大雪、噴火など

の災害によく見舞われます。この号では、

イタリアで発生した tromba d’aria（竜

巻）を紹介しています。日本でも最近竜巻

の被害が見られますが、同じようにイタリ

アでも竜巻がニュースになっています。い

ろいろ共通点が多い 2国のような気がし

ますね。昨年のこの時期に Colpo di 

calore(熱中症)を紹介しました。忘れなよ

うにもう一度書きます。Colpo di calore

に注意して夏を過ごしましょう。 

 

http://federico.giri.jp/
http://www.kudanacademy.com/
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Euro ai minimi storici dal 2000: ormai  

vale meno di 95 Yen! 

Le vacanze estive dei prossimi giorni 

potrebbero essere un`ottima occasione per 

fare un viaggio in Italia. Questo perche` 

certamente il viaggio non sarà troppo 

costoso, dal momento che oggi un Euro vale 

solo 94 Yen. A causa di questo crollo della 

moneta unica europea, probabilmente anche 

i prodotti importati in Giappone dall`Italia 

costeranno meno e forse ci sarà un 

aumento degli ordini grazie al quale 

l`economia ormai in crisi potrebbe ricevere 

una boccata d`ossigeno. 

☆Italia: per risparmiare verranno abolite 

le province. 

Delle attuali 107 province d`Italia ne 

resteranno solamente una sessantina. 

Anche le loro funzioni verranno 

ridimensionate e la maggior parte dei 

dipendenti verranno destinati ad altro 

incarico oppure licenziati. Cosi` facendo, 

resteranno come autorità locali solamente i 

comuni e le regioni, mentre il Governo 

central potrà evitare di spendere diversi 

milioni di Euro. 

☆Londra 2012: al via le Olimpiadi! 

Con la cerimonia di apertura della settimana 

scorsa si sono ufficialmente aperte le 

Oimpiadi di Londra. Questo grande ed 

atteso evento durerà fino al 12 Agosto. 

Riusciranno in questi ultimi giorni di gare gli 

atleti giapponesi e italiani a vincere qualche 

altra medaglia? Noi tifosi aspettiamo 

fiduciosi… 

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

”ordine” 発注 /”provincia” (国の行政区画

としての県) / ”maggior parte di...” 。。。の多

くにとって/ ”destinare ad altro incarico” 

他の職に就ける / ”atteso” 予期された 

有名なイタリア人(４１) 

Guglielmo Marconi 

 

Guglielmo Marconi è nato vicino a Bologna 

nel 1874 ed è morto a Roma nel 1937. E` 

stato un grande scienziato famoso in tutto 

il mondo per aver inventato prima il 

telegrafo senza fili e poi la radio. 

Nonostante fosse un brillante inventore, 

all`inizio della sua carriera in Italia sono 

stati ben pochi coloro che lo hanno aiutato 

o sovvenzionato. Per questa ragione è 

dovuto emigrare in Inghilterra dove nel 

1905 ha potuto fondare la sua prima 

società che si occupava dell`installazione 

e della manutenzione di apparecchiature 

senza fili per comunicare.  

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

ボローニャの近くに１８７４年に生まれた

グリエルモ・マルコーニはイタリアの発明者

です。無線電信機およびラジオの発明をし、

とても有名な人になりました。大学生の時に

も優秀で、すばらしい研究成果が上がってき

たにもかかわらず、イタリアでは誰もマルコ

ーニの科学研究に助成金を出さず、そのため

に彼はイギリスへ移住しました。ロンドンで

イタリア大使館とイギリスの大学から助成

金をもらって、会社を作りました。彼の会社

は無線機を作る会社でした。 

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

La sua compagnia è stata la prima a 

installare dei telegrafi sulle navi da crociera 

che viaggiavano tra l`Inghilterra e 

l`America, in modo da rendere più sicuro 

l`attraversamento dell`Oceano Atlantico. 

Gli effetti positivi dell`utilizzo di queste 

nuove tecnologie sono risultati evidenti fin 

da subito, dato che poco dopo l`inizio del 

loro utilizzo un bastimento in difficoltà è 

riuscito a chiedere aiuto grazie al telegrafo 

ed è stato possibile inviare dei soccorsi e 

salvare tutti i passeggeri a bordo.  

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

彼の会社は初めて巡洋艦にも無線機の設置

をしました。無線機のおかげで、船は近くに

ある他の船と連絡できるようになり、事故の

場合は助けを頼むことができるようになり

ました。初めて船で無線機を設定した時に、

大西洋の真ん中で大きな事故があり、その船

の船員は電信機で救助信号を送って、すぐ救

助隊が来、乗客は全部無事という出来事が起

こりました。 

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

Marconi è una figura importante non solo 

nella scienza ma anche nella linguistica, 

dato che la radio da lui inventata ha 

contribuito a diffondere la lingua italiana in 

un periodo storico in cui la maggior parte 

della popolazione parlava solo il dialetto.    

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

マルコーニの発明は、科学的分野だけでな

く、言語学の分野でもとても大事な発明でし

た。ラジオのおかげで、自分の町の方言だけ

で話す人に、標準のイタリア語を広めていく

ことが、とても簡単になったからです。 

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

“telegrafo” 電信機/ “brillante” すばらし

い/ “coloro che” 。。。するところの人たち/ 

“emigrare” 移住する/ “installazione” 設

置 / “manutenzione” 保存 / “nave da 

crociera” 巡 洋 艦 / “effetto” 結 果 / 

“linguistica” 言語学/ “dialetto” 方言 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Marconi.jpg


イタリア語の会話の例（８） 

“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ブページで音

声ファイルをアップロードしていますので、

“Settimanale Kudan”で聞くことができま

す。http://federico.giri.jp をクリックして、

一緒に勉強しましょう！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

８月になって、とても暑くなりました。今、

イタリアでもとても暑いですが、イタリア人

はエアコンはあまり使いませんので、イタリ

アの町に行ったら暑さで大変になる可能性

があります。もし、エアコンがないホテルに

泊まったら、次のフレーズを覚えて使ってみ

ましょう。 

1-“Mi scusi, dato che la notte fa molto 

caldo e non riesco a dormire posso avere 

un ventilatore?” 

 (すみません、夜はとても暑くて眠れないの

で、扇風機を貸してもらってもいいです

か？) 

イタリアにもエアコンがあるホテルが勿論

ありますが、エアコンの使い方は日本と違う

かも知れません。どうやって使うのか聞い

て、確認してみましょう。 

2 – “Mi scusi, come funziona l`aria 

condizionata?” (すみません、エアコンはど

うやって使えばいいですか) 

 残念ながら、エアコンは壊れる時もありま

す。特に電車で、エアコンが効かなくなるこ

とがあります。そういう場合は、次のフレー

ズを覚えましょう。 

3 – “L`aria condizionata è fuori uso. E` 

possibile aggiustarla?” (エアコンは故障中

です。直すことができますか？) 

面白いイタリア語の紹介（２７） 

歴史上の人物と関係ある言葉 

イタリア語でも、歴史上の人物から来る言葉

があります。ふつうは、毎日の習慣や何かを

発見した人に関係ある言葉が多いですが、社

会的に偉い人に関わる言葉も出てきます。 

★”Benzina”  (ガソリン) 

 日本語で、”Benzina”は車を使うガソリンで

す。これは、Benzと言うドイツの発明者の

名前から来る名詞です。Benzは初めてガソ

リンエンジンの発明をした人ですから。 

★”Marconista” (無線技師) 

Guglielmo Marconiは初めてラジオと無線

電信機を発明した科学者です。その結果、彼

の名前が来る”Marconista”と言う名詞の意

味は、” 無線技師”と言う意味になりました。

これに、似ている名詞もあります。それ

は、、”marconigrafia”と言う名詞です。意味

は”無線通信”になります。 

★”Cecchino” 

第一次世界大戦の時に、イタリアはオースト

リアと戦いました。その時に、オーストリア

は帝国でした。皇帝の名前は Francesco 

Giuseppeで、彼のニックネームは Cecco 

Beppeでした。そのために、彼の連隊の兵

士たちは”Cecchini”と呼ばれていました。

"Cecchino”の意味は”di Cecco”（Ceccoの）

と言う意味です。歴史上、”Cecchino”と呼

ばれていた兵士はとてもすばらしい小銃手

でしたので、今も”cecchino”は”狙撃兵”と言

う意味で使われています。 

★”Garibaldino” 

イタリアの歴史上の人物であるGaribaldiは

とても勇気のある人でした。彼の仲間

も”Garibaldino”と呼ばれていてとても勇気

のある人で、沢山勇猛な企てをしました。そ

の結果、今も”Garibaldino”と言う言葉が使

われています。でも、名詞ではなくて形容詞

として使われていて、意味は”勇猛な”です。 

★”Cesarismo” 

ローマ時代のGiulio Cesareはとても強い皇

帝でした。その結果、”cesarismo”と言う名

詞が出て来ました。意味は Giulio Cesare風

の政府”なので、日本語で“専制政治”と訳

されます。 

何と言う？日本語の諺(１７) 

☆“いちかぱちか 

“O tutto o niente.” 

（すべてか無か） 

交渉をする時によく使われている表現なの

で、覚えたほうがいいです！ 

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） 個人もグループレッスンも 

（２） インターネットによる自宅学習 

（３） インスタントマスター 

（４） Eメールによる作文添削 

（５） Eメールによる文法学習 

（６） Eメールによる読解学習 

（７） Eメールによるリスニング学習 

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： とうとうオリンピックが始ま

りました。とうとうというのは、しばらく

はニュースがオリンピック一色に染まる

時期が来たと言う意味を込めて。高校野球

もプロ野球も、政治でさえもニュースの順

番は後回しになるようですね。イタリアの

オリンピック選手と言えば、第 20号で紹

介した、Pellegriniという女子自由形世界

チャンピオンがいます。北京では 200mで

金メダル。彼女のすごいのは、当時話題に

なった高速水着を使わずに世界記録を出

したことです。水泳は、前半に行われます

から、この号が出るころには結果が出てい

るのかな。日本とイタリアにエールを送り

ます！FORZA!FORZA! 

 

http://federico.giri.jp/
http://www.kudanacademy.com/
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Un`estate strana: al nord piove e sulle 

Alpi fa freddo. 

Probabilmente l`estate 2012 in Italia sarà 

ricordata come un`estate anomala. Questo 

perchè nonostante le alte temperature 

registrate a giugno, da luglio fino ad oggi 

nella parte nord del paese ci sono stati 

diversi temporali. Sulle montagne della 

Lombardia si è addirittura verificato un vero 

e proprio alluvione e decine di persone sono 

state costrette a lasciare le loro case. 

☆Una sfida ai ghiacci a bordo di una 

barca a vela: le vacanze originali di alcuni 

ricercatori torinesi. 

Ad agosto molte persone vanno in vacanza 

e le mete più gettonate, come sempre, sono 

le località di mare oppure le più miti zone di 

montagna. Alcuni però preferiscono 

trascorrere le meritate ferie in modi più 

originali e un esempio di questo genere di 

vacanze avventurose è il viaggio 

organizzato da un gruppo di ricercatori 

torinesi che ha affittato una piccola 

imbarcazione a vela e ha fatto rotta verso il 

Polo Nord.  

 

Durante questo viaggio i ricercatori potranno 

ammirare le bellezze naturali di un`area 

ancora incontaminata e avranno anche 

l`occasione di scattare fotografie e 

raccogliere altri dati di grande utilità per la 

ricerca scientifica.  

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

”anomalo” おかしい  / ”temporale” 雷雨

/ ”verificarsi” 起こる / ”un vero e proprio” 

本当の / ”alluvione” 氾濫/ ”meta” 目的地

/ ”piu` gettonata” 一番人気/ ”meritato” 得

られた / ”fare rotta verso...” 。。。に進路を向

ける/ ”Polo Nord” 北極 

有名なイタリア人(４１) 

Valentina Vezzali 

 

Le Olimpiadi sono ormai concluse e sia 

l`Italia che il Giappone hanno ottenuto 

molte medaglie. Per quanto riguarda 

l`Italia, l`atleta più brava e vincente è stata 

la schermitrice marchegiana Valentina 

Vezzali. Nata a Jesi il 14 Febbraio 1974, 

lei ha esordito alle Olimpiadi ad Atlanta nel 

1996, conquistando subito una medaglia 

d`oro e una d`argento. I suoi trionfi sono 

continuati anche nelle edizioni successive 

dei Giochi Olimpici tanto che dal 1996 ad 

oggi ha ottenuto 6 medaglie d`oro, un 

argento e due bronzi ed è diventata l`atleta 

azzurra piu` di successo della storia. 

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

もうオリンピックが終わってしまいました。

イタリアも日本も頑張って、沢山メダルを獲

得しました。イタリアの代表団の選手の中

で、一番頑張った人は Valentina Vezzali (バレ

ンティーナ・ベッザーリ)と言うフェンシン

グ選手です。１９７４年２月１４日マルケ州

にあるイェージという町で生まれ、１９９６

年からオリンピックに参加して、沢山メダル

を取りました。１６年の間に、金メダル６個、

銀メダル１個、銅メダル２個を取り、イタリ

アでは、もっともメダルを取った人となりま

した。

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

Nonostante questi suoi grandissimi risultati 

alle Olimpiadi (ai quali si contano molti altri 

trionfi nei meno blasonati campionati del 

mondo ed europei), Valentina Vezzali non 

e` una professionista della scherma. Come 

lavoro fa l`agente di polizia dove, 

ovviamente, e` anche la giocatrice di punta 

della squadra di scherma. 

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

オリンピックではこれほど沢山メダルを取

っていますが、ベッザーリ選手はプロではな

くて、練習をしないときにはちゃんと仕事を

しています。今、警察官として働いて、勿論

警察のフェンシングのチームのためにも頑

張っています。 

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

“vincente” 勝利者 / “schermitrice” フェ

ンシング女性選手/ “esordire” 始めて参加

す る / “conquistare” 勝 つ / “atleta 

azzurra” イタリアの選手（イタリア代表団

の入りはブルなので、イタリアの選手はブル

選手と呼ばれています）/ “blasonato” 紋章

をつけた / “scherma” フェンシング / 

“agente di polizia” 警察官 / “giocatrice 

(giocatore) di punta” チームのリーダー 

イタリア語の会話の例（９） 

“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ブページで音

声ファイルをアップロードしていますので、

“Settimanale Kudan”で聞くことができま

す。http://federico.giri.jp をクリックして、

一緒に勉強しましょう！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

面白くて楽しいオリンピックが終わりまし

たが、日本とイタリアもよく頑張ってよかっ

たですね！もし、イタリアの友達とオリンピ

ックについて話したかったら、次のフレーズ

を使えると思います！ 

1 – Sei soddisfatto di come sono andate 

http://federico.giri.jp/


le Olimpiadi? (オリンピックの結果なら、満

足していますか？) 

2 – Qual è la gara che ti ha appassionato 

di piu? (一番あなたが熱狂した試合はどれ

でしたか？) 

3 – Secondo te chi è stato l`atleta più 

bravo? (あなたにとって、一番良かった選手

は誰でしたか？) 

面白いイタリア語の紹介（２８） 

“Mettere”はイタリア語でよく使われている

動詞で、意味は”置く”です。毎日使う表現と

イディオムの中にも良く出てきますので、こ

れから紹介します： 

★Mettere da parte 

意味は”残す”と”貯金”する。 

例えば：Prima di andare in Giappone ho 

messo da parte molti soldi. (日本に行く前

に、沢山貯金しました。) 

★Mettere insieme 

意味は”まとめる”と”組み立てる”です。 

例えば： Loro hanno messo insieme il 

mobile comprato all`Ikea (彼らはイケアで買

った家具を組み立てました) 

★Mettere nel sacco. 

意味は”だます”です。 

例えば： Lui è stato messo nel sacco da 

quel truffatore (彼はあのペテン師にだまさ

れてしまいました) 

★”mettere su” 

意味は”準備する”と”建てる”と”始める”です

が、少し注意したほうがいいことがありま

す。一般には、新しい会社とか、新しい家に

対して使われていて、主語の生活の中で大事

な状態の時だけに使います。 

例えば： Lui ha lasciato il lavoro e ha messo 

su la sua azienda （彼は仕事をやめて、自

分の会社を設立しました） 

“Mettere su l`acqua”と”mettere su 

pancia”と言う表現もありますが”お湯をわ

かす”と”太る”と言う意味になりますので注

意しましょう！ 

★”mettere in croce” 

元の意味は十字架にかけるですが、今”迷惑

をかける”と言いたい時だけに使います。 

例えば： Gli studenti maleducati mettevano 

in croce il professore (悪い学生たちは先生

に迷惑をかけました。) 

★”Mettersi in testa di + 不定詞” 

“。。。しようと決心する”と言う意味で、とて

もやりたいことがある時によく使います。 

例えば： “Mario si è messo in testa di 

imparare il tedesco.” (マリオはドイツ語の勉

強しようと決心しました) 

★Mettersi male 

”状況がだめになる”とか”状態は危なくなる”

と言う意味です。 

例えば： Se viene un terremoto forte si 

mette male (大地震がきたら、状況は悪くな

ります。)  もし、誰かの状況が悪くなる

と言いたかったら、”Per”と言う前置詞を使

います。例えば： All`esame si mette male 

per me. (試験の時に私はだめです。) 

“mettersi”の主語は”La situazione” (状態) 

なので、動詞は”per”の後の人称によって変

わりませんので、注意しましょう！ 

何と言う？日本語の諺(１８) 

☆三人寄れば文殊の知恵 

“Quattro occhi vedono meglio di due.” 

（目が４つのほうが２つより良く見える） 

何かやる時に、一人ではなくて二人以上な

ら、良い結果が出来る可能性は増えます。従

い、１人の目２つより、２人で４つの目があ

ったほうがいい。 

☆死屍を鞭打つ 

“Non si parla male di chi non c`è piu`.” 

（もういない人のことについて悪口を言っ

てはいけません） 

イタリアでも、もう生きていなくて、自分を

守れない人について悪口を言うのはとても

悪いことです。 

☆釈迦に説法 

“Insegnare a volare alle aquile.” 

（わしに飛び方を教える） 

余計なお世話として、自分よりもっとよく出

来る人に何か教えるのは、わしに飛ぶことを

教えるような意味がないことなので、この諺

をよく使います。 

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） 個人もグループレッスンも 

（２） インターネットによる自宅学習 

（３） インスタントマスター 

（４） Eメールによる作文添削 

（５） Eメールによる文法学習 

（６） Eメールによる読解学習 

（７） Eメールによるリスニング学習 

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 

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： オリンピックは終わってしま

いました。日本は最終的に 7つの金メダル

で総メダル数 38、イタリアは 8個の金メ

ダルで総メダル数 28でした。概ね G7と

かG8などの先進国に属する国が相応の金

メダルを取っているようですね。日本も G

（＝ゴールド）7になって、先進国に入っ

て良かったですね。この間に私は長崎へ行

ってきました。カステラやビードロは、

Castella（城）や vetro（ガラス）、バテレ

ンは padreから来た言葉です。ポルトガル

語ですが、イタリア語もほぼ同じですね。

今回「ギアマン」という言葉が気になりま

した。これは、オランダ語の Diaman(ダ

イヤモンド)から来た言葉だそうです。長

崎は、中国からの寺や文化流入も多く、国

際都市だという気がしました。皆さんは、

この夏どのように過ごされましたか？ 

 

http://www.kudanacademy.com/
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Incendi in Sud Itala: ettari di boschiglia 

distrutti e milioni di Euro di danni. 

Le temperature calde e secche delle ultime 

settimane anche quest`anno hanno favorito 

il sorgere di incendi in alcune aree boschive 

nei dintorni di Napoli. Subito i vigili del fuoco 

sono intervenuti per domare le fiamme 

tuttavia molte zone verdi sono andate 

irrimediabilmente distrutte. Le cause del 

rogo sono tutt`ora ignote ma la polizia ha 

apertu un`inchiesta dal momento che si 

sospetta che sia stata opera di un piromane. 

☆ Vacanze truffa: un caso anche a 

Torino. 

Durante le vacanze estive spesso si 

ricevono delle offerte per dei viaggi molto 

convenienti. Purtroppo pero` a volte succede 

che dietro queste proposte apparentemente 

molto vantaggiose si nascondano delle vere 

e proprie truffe. A Torino ad esempio, una 

signora ha pagato 200 Euro per affittare un 

appartamento a Capri per un fine settimana 

ma quando ha raggiunto la splendida isola 

campana ha scoperto che la casa dove 

avrebbe dovuto soggiornare non esisteva. 

Ovviamente la vittima ha sporto denuncia ai 

carabinieri e i responsabili sono stati 

costretti a restituirle il denaro, tuttavia le sue 

vacanze sono state rovinate. Per questa 

ragione, nel caso abbiate l`opportunita` di  

viaggiare in Italia, e` sempre meglio affidarsi 

ad agenzie serie e conosciute e diffidare dei 

privati che propongono offerte troppo 

favorevoli. 

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

”incendio” 火事/ ”vigili del fuoco” 消防士

/ ”domare le fiamme” 消 化 す る 

/ ”irrimediabilmente” 決 定 的 に

/ ”piromane” 放火魔 / ”conveniente” = 

“vantaggioso” 有 利 な / ”truffa” 祭 儀

/ ”ovviamente” 勿論/ ”avere l`opportunita` 

di” 。。。チャンスがある  

有名なイタリア人(４２) 

Emilio Salgari 

 

Emilio Salgari e` stato uno scrittore molto 

prolifico e famoso. Nato a Verona nel 1862 

e morto a Torino nel 1911, non ha mai 

viaggiato al di fuori dell`Italia. Cio` 

nonostante, quasi tutti i suoi romanzi sono 

ambientati in zone esotiche come i Caraibi, 

la Malesia e l`India. Le sue descrizioni 

ambientali sono molto particolareggiate e 

complete, tanto che e` difficile credere che 

non le abbia mai viste veramente.  

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

エミリオ・サルガリはとても有名で多作な作

家でした。１８６２年にヴェローナに生ま

れ、１９１１年にトリノでなくなりました。

終生ベローナとトリノにすんで、一度も海外

旅行をしたことがありませんが、彼の小説は

常に遠い外国の話でした。小説の中の場所の

描写が、とても細かくてすばらしいものでし

た。 自分の目で実際に見なくて、どうやっ

てそんな描写が出来るのか、小説の中の場所

にいったことがないのは信じられません

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

Salgari era un uomo sostanzialmente 

buono e aveva molta fiducia nelle persone. 

Per questa ragione, in molti casi e` stato 

imbrogliato dagli editori e sebbene i suoi 

romanzi avessero un grande successo, 

non ha mai potuto guadagnare tanti soldi. 

Anzi, soprattutto negli ultimi anni ha vissuto 

in miseria, tanto che e` caduto in 

depressione ed e` morto suicida.  

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

サルガリはとてもやさしくて、他の人もすぐ

に信用しやすい人でした。その結果、時々出

版社からだまされて、彼の小説は大変人気だ

ったのにもかかわらず、お金持ちになれませ

んでした。しかも、晩年は貧乏な生活をし、

うつ状態になって、１９１１年に自殺してし

まいました。 

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

La sua opera piu` famosa e` la raccolta 

delle storie dei pirati della Malesia. Il 

protagonista di questi racconti e` 

Sandokan, un coraggioso capitano di un 

gruppo di pirati che si oppongono ai 

soprusi degli inglesi che, all`epoca, 

avevano invaso la Malesia. Questa storia 

e` molto famosa in Italia: tutti la conoscono 

molto bene e ne sono stati tratti anche 

diversi sceneggiati televisivi.  

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

サルガリの一番有名な作品は”Storie dei 

pirati della Malesia”(マレーシアの海賊の

物語)と言う小説です。主役は Sandokan と

言う海賊です。Sandokan は海賊ですが、

立派な人で、困っている貧乏な人を助けて、

当時マレーシアを侵攻したイギリス人と対

立します。イタリアでは大変有名な物語なの

で、大体皆は子供の時に読んだことがありま

す。映画とテレビドラマにも沢山なりました

し、今も時々テレビでやっていて、大勢の人

が見ています。 

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

“prolifico” 多作/ “al di fuori di ...” 。。。の

外で/ “Cio` nonostante” それにもかかわ

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Emilio_Salgari_ritratto.jpg


らず / “esotico” 遠い外国から来るもの / 

“particolareggiato” 細かい  / “in molti 

casi” 何回も/ “essere imbrogliato” だま

される/ “vivere in miseria” 貧乏である / 

“morire suicida” 自殺する/ “pirata” 海賊/ 

“sopruso” 横暴  / “invadere” 侵攻する / 

“sceneggiati televisivi” テレビドラマ 

イタリアの田舎の村（１４） 

Solomeo: che bel paesino! 

ソロメオ：面白い村です！ 

 

Perugia から近いソロメオは本当にすばら

しい村です。人口は５００人だけですが、面

白いところが沢山あります。中心部には中世

の建物が多くて、古くて素敵な教会もありま

す。１３９０年に、ペルージャは教皇領に対

して宣戦を布告し、ソロメオを守るためにお

城も建てられました。ペルージャは戦争に負

けてしまいましたのでお城は破壊されまし

たが遺跡は今もまだあります。ソロメオはフ

ァッションでも有名です。カシミアの洋服の

Brunello Cucinelli と言うブランドの本社

がここにありますから。 

ウンブリア州なので、ソロメオの伝統的な料

理も大変おいしく、いろんな違うものを食べ

ることが出来ます。個人的に肉料理はお勧め

ですが、トリュフのリゾットとパスタもとて

も美味しいです。ソロメオの回りに農業地帯

も沢山ありますので、野菜と果物も安くて美

味しいです。 ウンブリア州にはアッシージ

みたいもっと有名なところがありますが、も

しその近くに行ったら、ぜひソロメオにも行

ってみてください。 

面白いイタリア語の紹介（２９） 

“prendere”はイタリア語でよく使われてい

る動詞で、意味は”乗る”と”取る”で、英語

の”Take”ととても似ています。毎日使う表現

とイディオムの中にも良く出てきますので、

これから紹介します： 

★Prendere il mare 

”航海にでる”と”他のところにいく”と言う意

味になります：。 

例えば：Il mio amico ha preso il mare. (私の

友達は他の所に行ってしまいました。) 

または La grande nave ha preso il mare. (大

きな船は航海に出ました。) 

★Prendere parte a... 

”。。。に参加する”と言う意味になります：。 

例えば：Quell`atleta famoso ha preso parte 

alle olimpiadi.  (あの有名な選手はオリンピ

ックに参加しました。) 

★Prendere per... 

”。。。と取り間違える”と言う意味です： 

例えば：Scusa ma ti avevo preso per 

un`altra. (申し訳ないけど君を別人と思い間

違えてしまいました。) 

★Prendersela comoda 

”ゆっくりする”と言う意味になります：。 

例えば：Nonostante il ritardo se la prente 

comoda. (遅刻なのにゆっくりしています。) 

★Prendere per i fondelli 

”バカにする”と言う意味になります：。 

例えば：Non prenderlo in giro perche` poi si 

arrabbia. (彼のことを馬鹿にしないで。怒っ

てしまいますから。) 

★Prendere fischi per fiaschi 

”何もわからない”と言う意味です。 

例えば：Nonostante avesse sentito la 

spiegazione ha finito per prendere fischi per 

fiaschi. (ちゃんと説明を聞いたのに何もわか

りませんでした。) 

★Prendersela con (人) 

”人に怒る”と言う意味になります： 

例えば：Dopo la sconfitta i tifosi se la sono 

presa con l`allenatore. (試合に負けた後でフ

ァンは監督に対して怒りました。) 

何と言う？日本語の諺(１９) 

☆自業自得 

“Prendere il pescatore con la sua 

stessa rete.” （いつも自分が使っている魚

網で漁師をつかまる。） 

成功するために準備したもののせいで失敗

したら、この諺を使いましょう！ 

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） 個人もグループレッスンも 

（２） インターネットによる自宅学習 

（３） インスタントマスター 

（４） Eメールによる作文添削 

（５） Eメールによる文法学習 

（６） Eメールによる読解学習 

（７） Eメールによるリスニング学習 

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：財政問題で大揺れに揺れている

EUですが、EU第三番目の経済規模を誇

るイタリア は、モンティ首相の評価が高

く、持ち直しつつあるようです。現在は、

EU四番目のスペインが大幅な財政赤字か

ら脱却出来ていないと伝えられています。

第 19号に個人的な感想として書きました

が、イタリアが「危機だ、危機だ」と叫ん

でいるのは、もう何十年前からのことで、

国民が耐乏生活に入るという感じは一切

ありません。財政を圧縮して経済を立て直

すことが出来るのは、まだそこに余裕があ

るからでしょうね。冗談ですが、イタリア

は本当に、本当に危機になっても、まだ

Pricelessの遺跡と美術品があるから大丈

夫だと言う話もありました。 

まだ残暑は続くようです。 

 

http://www.kudanacademy.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Solomeo.jpg
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Estate 2012: un Matsuri a Torino. 

Recentemente la cultura giapponese in Italia 

si sta diffondendo e gli italiani che guardano 

con interesse verso le tradizioni nipponiche 

sono sempre di più. Per accontentare 

queste persone, un`associazione di 

appassionati della lingua giapponese ha 

organizzato nella città di Torino un vero e 

proprio Matsuri con bancarelle che vendono 

cibi tradizionali come okonomiyaki e yakitori 

e lanterne luminose. L`evento si è svolto 

domenica 9 settembre e secondo gli 

organizzatori l`affluenza è stata superiore 

alle aspettative.  

☆Settembre: inizia la vendemmia! 

A Settembre i grappoli d`uva iniziano a 

essere maturi e sono pronti per essere 

raccolti e trasformati in vino. Nei vigneti nelle 

campagne si apre quindi la stagione della 

vendemmia. In Italia la produzione di vino è 

un aspetto basilare della cultura e questo 

periodo dell`anno è molto sentito. In diverse 

zone per celebrare l`inizio della vendemmia 

vengono anche organizzare delle feste di 

paese dove è possibile gustare prelibati 

prodotti locali accompagnati a un buon 

bicchiere di vino. Per questo motivo, qualora 

ne abbiate la possibilità, vi consigliamo di 

fare un viaggio per le campagna d`Italia 

anche tra la fine dell`estate e l`inizio della 

stagione autunnale.     

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

”diffondersi” 広まる/ ”nipponico” 日本の

/ ”bancarella” 売り場 / ”affluenza” 人の流

れ / ”grappolo” ( ブ ド ウ の ) 房  

/ ”vendemmia” ブドウの収穫 / ”vigneto” 

ブドウ畑 / ”basilare” 基底の / ”essere 

sentito” 大事である 

有名なイタリア人(４３) 

Alessandro Zanardi 

 

Il 9 settembre si sono concluse le 

Paralimpiadi di Londra e uno degli atleti 

che hanno vinto la medaglia d`oro è stato il 

bolognese Alessandro Zanardi, 

classificatosi primo in una gara di 

handbike. Prima di dedicarsi agli sport 

parolimpici, Alessandro Zanardi era un 

pilota automobilistico e tra il 1992 e il 1999 

ha corso anche in Forumla 1. Purtroppo 

però nel 2001 ha avuto un grave incidente 

durante una gara automobilistica in seguito 

al quale i dottori hanno dovuto amputargli 

entrambe le gambe. 

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

９月９日にパラリンピックが終わりました。

イタリアと日本の多くの選手たちも頑張り、

メダル多く手に入れました。イタリアの代表

団の中でメダルを勝ちとったアレッサンド

ロ・ザナルディは面白い人です。パラリンピ

ックに転身する前には、カーレースのパイロ

ットで、１９９１年から１９９９年までフォ

ーミュラ１のレースにも参加していました

が、２００１年に大きな事故にあい、両足を

切断されました。 

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

Sebbene l`incidente fosse stato molto 

grave e avesse rischiato di morire, Zanardi 

non si è perso d`animo e appena uscito 

dall`ospedale ha iniziato ad allenarsi per 

ritornare a gareggiare. Dopo un duro 

lavoro, sebbene non avesse le gambe, è 

riuscito a ritornare a correre in alcune gare 

automobilistiche, raggiungendo dei buoni 

risultati.  

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

このような大きな事故にもかかわらず、ザナ

ルディは落胆せず、ふたたびカーレーサーと

なるために、一生懸命努力しました。そして、

２００５年から再びレーサーとしてカーレ

ースに参加して、すばらしい結果を出して来

ました。 

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

Non si è però limitato alle corse 

automobilistiche e a partire dal 2008 si è 

dedicato anche all`handbike, una specie di 

bicicletta che si può condurre con le mani. 

Anche in questa sua nuova passione 

Zanardi ha raggiunto risultati ottimi, 

riuscendo addirittura a vincere la medaglia 

d`oro alle paralimpiadi. 

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

スポーツが大好きな人なので、カーレーサー

だけはなく、２００８年ならハンドバイクを

始めました。そしてハンドバイクでも、今年

のパラリンピックでは、金メダルを得まし

た。ザナルディは、このように大きな事故で、

両足をなくしながら、落胆せず、頑張ったこ

とで、皆に良い手本を示しています。 

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

“classificarsi” ランクされる / “pilota 

automobilistico” レーサー / “amputare” 

切断する/ “perdersi d`animo” がっかりす

る / “gareggiare” レ ー ス を す る / 

“dedicarsi a” 。。。に献身する/ “condurre” 

運転する/ “addirittura” 。。。さえも 

季節のイタリア語の言葉（１９） 

９月になったら、イタリアではぶどうの収穫

をします。田舎には昔から、ぶどう畑とワイ

ン工場が沢山ありますので、ぶどう収穫は文

化の視点からもとても大事なことです。ワイ

ンもイタリアの文化の中で大事なことです



し、イタリア人はワインを飲むのは大好きで

す。それで、ワインがとても美味しいという

意味の諺が沢山あります。昔から、酔っ払っ

てしまう時に言い訳として使いますから。 

“L'acqua divide gli uomini; il vino li 

unisce.” (水は人間を分けますが、ワインは

人を結びつける) 

一緒にワインを飲むと、仲良くなります。逆

に、川とか海があると、違う国の人はそれで

隔てられ会えなくなります。従い、ワインの

ほうが水より人間にいいということです。 

★★★ 

 “Bevi il vino e lascia andar l'acqua al 

mulino.” (ワインを飲んで、水は水車で使い

ましょう) 

水の代わりに、美味しいワインを飲んだほう

がいいですから。 

★★★★★★ 

“Dove regna il vino, non regna il 

silenzio.” (ワインが沢山ある所はにぎやか

です。) 

“Regnare”と言う動詞の意味は“答辞する”で

すが表現として使ったら“沢山ある”と言う意

味になります。それで、”Dove regna il 

vino”の意味は“ワインが沢山ある所”になっ

て、”non regna il silenzio”は“静けさがな

い”になります。 

★★★ 

“L'acqua fa male e il vino fa cantare.” 

(水は体に悪くてワインは人に歌わせる。) 

ワインを飲んだら、皆にぎやかになって歌い

ますので、水よりもワインのほうがいいと言

う意味です。 

★★★★★★ 

“La verità è nel vino.” (真実はワインから

やってきます。) 

ワインを飲んで酔っ払ったら本当のことを

言ってしまいます。この表現はラテン語

の”in vino veritas”から来てとても古い表

現です。 

★★★ 

もちろん、ワインにはメリット以外に、悪い

ところもありますし、そういった、ことと関

係ある諺もあります。例えば： 

“Ne annegano più nel vino che 

nell'acqua.” (水で沈む人より、ワインで沈

む人が多いです。)  

ワインを飲みすぎる人は沢山いますので、海

と川で沈む人より、ワインのせいで困る人が

沢山います。 

★★★★★★ 

“Vino e segreti non possono 

convivere.” (ワインと秘密は一緒に暮らせ

ません。) 

ワインを飲んだ後で話しすぎる時もありま

すので、秘密を守るのは難しいです。 

★★★ 

“Uomo di vino, non vale un quattrino.”

（酒飲みは価値がありません） 

”Quattrino”はイタリア語で価値がない硬貨

です。それで”Non vale un quattrino”と言

う表現は”安いコインの価値もない”と言う意

味になります。 

★★★★★★ 

“Il vino e i gatti sono traditori.”（ワインと

猫は裏切り者です。） 

ワインを飲んだら楽しくて美味しいですが

次の日におなかと頭が痛いです。その結果、

ワインは裏切りものと呼ばれています。 

ラテン語の諺の紹介(１) 

Una finestra sul latino 

イタリア語もイタリア文化もローマ時代か

ら来ていますので、ラテン語のイディオムと

諺は今でも良く使います。これか

ら”Settimanale”にも現在のイタリア人が

使うラテン語の諺を紹介します。 

★”Verba volant, scripta manent.” 

(言葉は飛んでしまうけど書いたことは残り

ます – 現在のイタリア語で”Le parole 

volano, gli scritti restano”) 

この諺は２０００年前にカイオ・ティートと

言う上院議員がローマ上院でしたスピーチ

から来ます。商談する時には契約条件を書類

として書いた方がいいです。書いたものはい

つも残りますが、言った言葉は忘れられます

から。とても有名な諺なので、イタリア語で

商談する時に、ラテン語をこのままをつかい

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） 個人もグループレッスンも 

（２） インターネットによる自宅学習 

（３） インスタントマスター 

（４） Eメールによる作文添削 

（５） Eメールによる文法学習 

（６） Eメールによる読解学習 

（７） Eメールによるリスニング学習 

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 
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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： 暦の上では秋になりました。

しかしまだまだ残暑が続きますね。九段ア

カデミーの生徒さんも、多くの人がイタリ

アやフランスなどへ行って現況を報告し

てくれます。あまり行く機会がない私たち

は、もっぱら皆さんの旅行の話を楽しみに

していますので、これから行く人は是非お

話を聞かせてください。行った方からは、

現地で、親切にされた話を良く聞きます。

旅行中に知らない人に親切にされたら嬉

しいですね。そういう印象は強く残るでし

ょうね。またそういう時に、片言でも良い

から現地の言葉で話が出来たり、有難うと

言えた１ら良いですね。言葉は知ってい

て、絶対損がないとは、よく言われますが、

そういう経験があれば、更に深く知りたく

もなるでしょう。Viva la Vita! 
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