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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆ Alto Adige: sparisce l`italiano dai 

cartelli stradali. 

La giunta provinciale di Bolzano ha preso 

una decisione che certamente nei prossimi 

giorni fara` discutere. Ha infatti deliberato di 

cancellare i nomi italiani dai cartelli stradali 

per lasciare solamente quelli in tedesco. La 

provincia di Bolzano, Bozen in tedesco, e` 

stata annessa all`Italia solamente nel 1918 

ma sebbene la maggior parte degli abitanti 

siano di madrelingua tedesca, c`e` almeno 

un buon 40% di madrelingua italiana che 

giustamente si sentono discriminati da 

questa esclusione della loro lingua e 

promettono battaglia. Al momento, tra liti e 

ricorsi, la disputa e` arrivata fino a Roma ed 

entro breve anche il parlamento si 

esprimera` a proposito.  

☆ Verbania: incontri sui giardini 

giapponesi! 

Il Lago Maggiore e` da sempre un luogo 

ideale per gli appassionati di giardinaggio, 

tanto che tutti gli anni in autunno viene 

organizzata una grande esposizione con 

ospiti internazionali su questo passatempo. 

Ogni anno viene proposto un tema 

particolare e quest`anno e` stato scelto il 

giardino tradizionale giapponese. Per questa 

ragione, verranno esposte fotografie di 

parchi famosi giapponesi, piante e fiori 

tradizionali e altri aspetti culturali legati alla 

flora come ad esempio l`Ikebana.   

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

”deliberare di” 。。。という事を決める

/ ”annettere” 合併する/ ”madrelingua” 母

語 / ”Al momento” 現今/ ”disputa” ケンカ  

/ ”entro breve” もうすぐ/ ”da sempre” 昔

から/ ”appassionato di...” 。。。が好きな人

/ ”per questa ragione” その結果 

有名なイタリア人(４４) 

Franco Bonvicini 

 

Franco Bonvicini, in arte Bonvi, e` stato un 

fumettista italiano. Nato a Modena nel 

1941, ha iniziato a disegnare fin 

dall`infanzia e dato che all`epoca non 

esistevano scuole per disegnatori di fumetti 

in Italia ha sempre studiato da autodidatta. 

Quando aveva poco piu` di vent`anni ha 

vinto un concorso di disegno che gli ha 

permesso di farsi conoscere prima solo in 

Italia ma poi anche in Europa. Negli anni 

settanta e ottanta ha prodotto migliaia di 

disegni e ha anche collaborato per la 

produzuione di cartoni animati, film e 

programmi televisivi. Purtroppo pero` e` 

scomparso prematuramente: nel dicembre 

del 1995 mentre stava passeggiando a 

Bologna e` stato investito da un pirata della 

strada ed e` morto sul colpo. 

L`automobilista responsabile dell`incidente 

e` pero` riuscito a fuggire e tuttora non e` 

ancora stato identificato.  

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

フランコ・ボンビチーニはイタリアの有名な

漫画家でした。１９４１年にモデーナに生ま

れて、子供の時から絵を描くのが大好きでし

た。当時はイタリアで漫画家のための学校が

なかったので、一人で一生懸命勉強しまし

た。二十歳になった時に、有名な絵のコンク

ールで成功して、イタリアやヨーロッパで有

名になりました。７０年代や８０年代にはテ

レビの番組にアニメを作る会社でも働きま

した。１９９５年に交通事故にあって亡くな

りました。ボローニャの道で歩いている時に

車にはねられました。その後でドライバーは

逃げてしまって、警察も捕まえることが出来

なかったので、誰がひき逃げ事故を起こした

のかは、今も分からないままです。 

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

Il suo capolavoro e` il fumetto satirico 

“Sturmtruppen”. I protagonisti di questa 

opera parodistica sono degli strampalati 

soldati tedeschi che, durante la seconda 

guerra mondiale, si trovano in diverse 

situazioni comiche. Con questi fumetti 

pero` l`autore non intendeva ridere di fatti 

tragici. Il suo obiettivo era quello di criticare 

duramente il totalitarismo e l`esaltazione 

della vita militare. Ovviamente, tra le 

“sturmtruppen” (che in tedesco vuol dire 

“truppe speciali d`assalto” da “sturm” che 

significa “tempesta” e “truppen” che 

significa “truppe”) non manca un 

personaggio italiano (il “Fiero alleaten 

Galeazzo Mussolesi”) e un personaggio 

giapponese, il cui nome e` “Nobile Alleaten 

del Sol Levante”.  

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

彼の一番人気の漫画は“ストゥルムトルッペ

ン”と言う漫画です。主人公は少し変わって

いる第二次世界大戦のドイツの軍師です。戦

争の話も出てくるのに、皮肉っているストリ

ーです。ボンビチーニの目的は風刺漫画で絶

対主義と軍国主義のことをバカにすること

でした。“ストゥルムトルッペン”にはドイ

ツの第二次世界大戦の軍師が出てきますが、

日本人やイタリア人も登場していますので、

面白いです。 

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

I personaggi delle “Sturmtruppen” parlano 

un italiano molto simile al tedesco. Ad 

esempio, al posto di “alleato” viene usato il 



nome inventato “alleaten” (il cui suono 

ricorda appunto il tedesco) mentre al posto 

delle c viene spesso inserita la lettera k. 

Risulta quindi di difficile lettura per uno 

studente straniero, tuttavia dare anche solo 

un`occhiata ad alcune delle vignette piu` 

famose e` certamente un`ottima idea. 

Qualora ne siate interessati, vi consiglio di 

fare una breve visita sul sito internet  

www.chrisound.de/sturm/bonvi.html 

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

この漫画の登場人物はもちろんイタリア語

で話しますが、ドイツ語と似てへんなイタリ

ア語です。例えば、イタリア語よりドイツの

ほうが音が強い言語なので、イタリア語で書

いても”c”の変わりに”k”を多く使っていま

す。イタリアの名詞もドイツ語と混ぜられて

いて、ドイツ語に似せてあって本当のイタリ

ア語と少し違う言葉もあります。例えば、ド

イツ語と似てる、”alleato” (同盟者) と言う名

詞の代わりに”alleaten”と彼が発明した言葉を

使います。その結果、残念ながらイタリア語

母語者ではないと少し読みにくいですが面

白いと思いますのでお勧めです。もし興味が

あれば、３コマ漫画をただで/読めますから、

こちらのページにクリックしてください。 

www.chrisound.de/sturm/bonvi.html 

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

“fumettista” 漫画家/ “all`epoca” あの時/ 

“fumetti” 漫 画 / “studiare da 

autodidatta” 一 人 で 勉 強 す る / 

“prematuramente” 早計に/ “pirata della 

strada” ひき逃げドライバー/ “tuttora” い

ま だ に / “parodistica” パ ロ デ ィ ー / 

“criticare” 批評する/ “esaltazione” 褒め

たたえること/ “Qualora ne + 接続法” ぱ

ろでぃー。。。の場合/ “dare un`occhiata” 

チラッと見る 

何と言う？日本語の諺(２０) 

☆沈香も焚かす屁もひらず 

“Non commette errori solamente chi 

non fa niente.” 

（何もしない人は間違いもしません） 

ローマ時代でも、現在のイタリアでも、初め

てミスをする人に対しては寛容です。それ

で、初めて間違った人を安心させるために、

この諺をよく使います。今度イタリアに行っ

て、何か間違いをしでかした人にこの諺を言

ってみれば、とてもやさしいと相手の人はび

っくりするでしょう！ 

ラテン語の諺の紹介(２) 

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。 

★”Pacta sunt servanda.” 

(協定は守らなければなりません 

-”I patti devono essere rispettati.”) 

このフレーズは２０００年以上に書かれた

ローマの憲法からきています。ローマ時代に

も、約束と協定を守るのはとても大事なこと

で、協定を守らない人に対してもとても厳し

くしました。イタリアで今もこのラテン語の

フレーズをよく使います。特に、話す時に“約

束を守ってください”と言いたい状態にいた

ら、ぜひこのまま”Pacta sunt servanda.”

を使ってみてください。 

★”Errare humanum est, perseverare 

autem diabolicum.” 

(間違うのは人間らしいですが、同じ間違い

するのは悪魔的なことです-”Sbagliare e` 

umano, perseverare e` diabolico.”) 

いつかは誰でも間違う時があります。その結

果、ミスをすることと、忘れ物をすることと、

ひどい間違いをすることは人間らしく、しよ

うがありません。その結果、一回だけ間違っ

た人のことをわかってあげるのは大事なこ

とです。でも、同じ間違いを２回しないよう

に頑張るのは必要です。同じミスを何回もす

ることは悪魔的でとても悪いことですから。

これからイタリア語で話す時に、間違いの話

が出てきたら”Errare humanum est”を言

ってみてください。(少し長い諺なので, 

“Errare humano est”だけも使えますから) 

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：ラテン語や古代ギリシャ語は欧

州言語の父母です。ドイツなどでは古代ギ

リシャ語を見直そうと小学校の授業に取

り入れたというニュースもあります。た

だ、英語では It’s all Greek to me.といえ

ば、私にはチンプンカンプンという意味に

なるくらい難しい言語のようです。一方ラ

テン語も、最早バチカンでしか使われてい

ないという言語ですが、使われていない言

語は変化しないので、学術書用の言葉とし

ては最適だそうです。色々な使われ方があ

るものですね。この新聞では、現在に生き

ているラテン語を連載で書いています。日

本語との関連は薄いですが、英語を始め西

洋言語には深い関わりがあるようです。例

えば am,pm, ps, cf, e.g.などもそうです。 

 

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

☆☆☆ 

☆Come difendere il Sushi vero dalle 

contraffazioni? 

Negli ultimi tempi in Italia sono spuntati 

come funghi tanti ristoranti dove è possibile 

mangiare alcuni tra i piatti giapponesi più 

famosi come ad esempio il sashimi, il sushi 

o anche il ramen e l`okonomiyaki. Sebbene 

una gran parte degli operatori del settore 

siano preparati e professionali, è possibile 

che in taluni casi isolati ci sia il rischio che 

alcuni piatti risultino troppo diversi dalle 

ricette originali e finiscano per dare 

un`immagine distorta e non veritiera della 

prelibata cucina giapponese. Per questo 

motivo, la FIPE (Federazione Italiana dei 

Pubblici Esercizi, cioè l`associazione che 

riunisce i gestori di bar e ristoranti) ha 

proposto di creare una certificazione di 

autenticità per segnalare ai consumatori i 

locali che offrono della vera cucina 

giapponese in modo da isolare e combattere 

le imitazioni.  

☆Arte: finalmente completato il grande 

restauro quinquennale della Basilica di 

Vicenza. 

Vicenza riparte dal suo simbolo, cioè dalla 

maestosa basilica costruita da Palladio che 

è stata completamente aperta al pubblico in 

questi giorni dopo 5 anni di chiusura a causa 

di un grande intervento di restauto. 

All`interno della struttura da oggi sarà anche 

possibile visitare un intero padiglione 

dedicato all`architetto veneto. Questa 

struttura è stata inaugurata domenica 7 

Ottobre, data in cui e` stato proposto anche 

un grande concerto gratuito di musica 

classica. 

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

”contraffazione” 偽造  / ”spuntare come 

funghi” 沢山出てくること/ ”preparato” (刑) 

仕事が出来る人 / ”taluno” いくらかの 

/ ”non veritiero” 正直ではない/ ”prelibato” 

とても美味しい  / ”quinquennale” ５年の

/ ”maestoso” いかめしい/ ”inaugurare” 開

会させる/  ”gratuito” 無料 

有名なイタリア人(４５) 

Valentino Rossi 

 

Valentino Rossi è un motociclista italiano 

molto famoso in tutto il mondo. E` nato nel 

1979 a Urbino e ha vinto il suo primo 

capionato mondiale nel 1997, a soli 18 

anni, in sella alla moto italiana Aprilia. A 

questo trionfo ne sono seguii molti altri, 

tanto che ad oggi nel suo palmares 

personale ci sono più di 100 gare vinte e 

10 titoli mondiali.   

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

バレンティノ・ロッシは世界で有名なイタリ

アのオートバイレーサーです。１９７９年に

ウルビーノという町に生まれ、１９９７年

に、１８歳の時に、アプリリアと言うイタリ

アのチームで初めて１２５ｃｃ排気量のオ

ートバイのワールドカップを制しました。当

時から、素晴らしい結果を積み上げ、今まで

の勝利数は１００以上で、１０回ぐらいワー

ルドチャンピオンになりました。 

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

In Italia è famosa la grande rivalità di 

Rossi con il motociclista romano Max 

Biagi. Quando correvano nella medesima 

categoria, i due campioni combattevano 

spesso molto duramente e anche 

servendosi di metodi non del tutto corretti. 

In un`occasione nel 2001 al termine di una 

gara in Olanda, i due piloti hanno avuto un 

diverbio molto acceso ed è quasi 

scoppiata una rissa. In seguito a questo 

fatto entrambi si sono resi conto di aver 

esagerato e ognuno ha spesso 

punzecchiato l`altro nelle interviste ai 

media, non sono piu` venuti alle mani. Col 

passare del tempo pero` questa rivalita` si 

è via via affievolita fino a sparire del tutto 

nel 2010 quando in un incontro i due rivali 

si sono stretti la mano sportivamente.  

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

イタリアではマックス・ビアッジというオー

トバイレーサーとはライバル同士です。同じ

レースで戦う時には、いつもとても競争心を

燃やし、相手を蹴落とすために二人ともずる

いようなことをやったこともあります。特に

２００１年には、オランダでのレースの後で

取っ組み合いのケンカをしました。この事件

の後で、二人は和解しました。２００１年か

ら２００５年までは、取っ組み合いはしませ

んでしたが、時々テレビや新聞で、二人とも

相手のことを非難するような発言を続けて

いました。しかし、２００５年からこの手の

競争はどんどん弱まって、２０１０年頃に会

って、スポーツマンシップを守ろうと握手し

て、完全に和解しました。 

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

Rossi è senza dubbio un personaggio 

molto particolare. Esuberante e amante 

degli scherzi, per festeggiare le sue vittorie 

in passato usava organizzare delle 

coreografie divertenti suscitando la 

simpatia e l`ilarità del pubblico. Nonostante 

ciò è una persona riservata e della sua 



vita privata si sa molto poco. 

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

ロッシは面白い人です。いつも元気で、冗談

が大好きです。始めた時から、レースに勝っ

たときにいつも面白い振り付けをします。イ

タリアにも世界にも沢山ファンがいて、イタ

リアのレーサーの中では一番の人気でしょ

う。とても元気な一方、彼はとても慎重な性

格があって、自分のプライベートに関して

は、友達と家族にしか話さないと言われてい

ます。

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

“motociclista” オートバイ・レーサ / “in 

sella a (ｵｰﾄ )” 。。。と言うオートで / 

“palmares” 入賞順位 / “rivalita`” 競争 / 

“medesima” 同じ/ “categoria” カテゴリ

ー/ “rissa” 殴り合い/ “punzecchiare” い

じめる / “venire alle mani” 取っ組み合う/ 

“via via” どんどん/ “affievolirsi” 弱める/ 

“esuberante” 元気はつらつとした人 / 

“coreografia ” 振り付け 

何と言う？日本語の諺(２１) 

☆“食指を動かす” 

“Fa venire l`acquolina in bocca.” 

（よだれが出るように美味しい） 

イタリア語でとても美味しい料理に対して

よく使いますので、今度イタリアに行って、

うまい料理を食べるチャンスがあればぜひ

使ってみてください。 

■ ■ ■ ■ 

☆“詩を作るより田をつくれ” 

“La letteratura non dà da mangiare.” 

（文学で料理は食べられない） 

イタリアでも文学と哲学の勉強では、いろん

な面白いことも学びますが、残念ながら昔も

今も、いい給料がもらえなくて、貧乏で困る

ということを言っています。 

■ ■ ■ ■ 

☆“水火も辞せず” 

“Gettarsi nel fuoco.” 

（火の中に飛び込む） 

とても頑張りたい時、何か出来るために何と

してもやりとげるつもりであれば、この面白

い表現を使う事が出来ます。 

例えば： 

“Si getterebbe nel fuoco per difenderli.” 

(彼は彼らを守るためなら、水火も辞さない) 

■ ■ ■ ■ 

☆“水魚の交わり” 

“Essere amici per la pelle.” 

（死ぬまで友達である） 

“水魚の交わり”の翻訳では、”essere amici 

per la pelle”と言う表現を使います。 

言葉は変わりますが意味はとても似ている

と思いますから。 

ラテン語の諺の紹介(２) 

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。 ”Settimanale” 

で現在のイタリア人が使うラテン語の諺を

紹介します。 

★”Cui podest?” 

(起こったことから利益を引き出す人はだれ

ですか？-”Chi trae vantaggio?.”) 

何か分かりにくい事件が起こって、この事件

から誰が利益を引き出すことが出来るかは

っきりわからない時に使う事が出来ます。 

例えば： 

“Da questa polemica sui giornali cui 

podest?”  

(この論争から、誰が利益を得ますか？) 

■ ■ ■ ■ 

★” De gustibus non disputandum est” 

(好みは論議の対象にはならない – “sui 

gusti non si discute”) 

最近インタネットのフォラムとブログでマ

イクロソフトとマックとではどちらがいい

かについて論議が出てきました。トピックは

面白いかもしれませんがマイクロソフトが

好きな人もマックが好きな人も自分の意見

はかわりませんので、結果がない論議になり

ます。この状態は今も、昔も何回もあったこ

とがあるので、ローマ時代からこの表現を使

う時があります。今度、イタリア人と話して、

自分が好きなものについて話を聞いたら“De 

gustibus non disputandum est”と言う表現

を使ってください。 

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：今回の人物欄はバレンティー

ノ・ロッシです。以前仕事の関係で直接で

はありませんが、コマーシャルの縁があっ

て、ロッシが出場した鈴鹿の G1 レースの

パドックに招待されたことがあり近くで

見たことがあります。当時ロッシは滅茶苦

茶速く、常に優勝候補筆頭でした。危険と

隣り合わせのレーサーと言えども命は大

事にしますから、コーナーでは慎重になり

ますが、彼の運転ぶりは、いわば素人目に

は、他の誰よりも、もう一度か 2 度かカー

ブでの角度が低く見えました。つまり地面

すれすれ。とにかく、無茶という言葉がぴ

ったし。しかし、事故も起こさず優勝を重

ねたのですから、結局はうまかったんでし

ょうね。すごいイタリア人だと思ったもの

です。Valentino Rossi si getta nel fuoco 

per vincere.勝利の為なら何でもする 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Motori: grande successo sul mercato 

italiano per la moto Suzuki Inazuma. 

Negli ultimi tempi la crisi economica ha 

abbassato il potere d`acquisto di molti 

cittadini e conseguentemente le vendite di 

molte aziende sono crollate. Altre ditte però 

sono riuscite a sfruttare questa situazione 

negativa a loro vantaggio e sono riuscite a 

combattere la crisi proponendo dei prodotti 

di buona qualità a un prezzo accettabile. Tra 

questi un esempio perfetto è la moto 

“Inazuma” prodotta dalla Suzuki che, pur 

essendo un`ottima motocicletta, ha un 

prezzo inferiore a 4000 Euro e quindi 

accessibile anche per persone che hanno 

subito delle riduzioni dello stipendio. Grazie 

a ciò, sebbene il mezzo sia stato lanciato sul 

mercato da poche settimane, gli ordini sono 

stati numerosi, tanto che hanno addirittura 

superato le previsioni. 

☆ Trasporti: ancora guai per l`alta 

velocita`. 

Ancora una brutta figura per le ferrovie 

italiane. Il treno Italo, recentemente 

presentato come il fiore all`occhiello delle 

linee ferroviarie del Bel Paese, è rimasto 

bloccato per diverse ore nei dintorni di 

Firenze. Il convoglio era partito da Roma e 

avrebbe dovuto raggiungere Milano ma 

purtroppo mentre sfrecciava nei dintorni del 

capoluogo toscano si è verificato un guasto 

al motore. I macchinisti inizialmente hanno 

tentato di ripararlo ma dopo un`ora hanno 

dovuto gettare la spugna e hanno dovuto 

attendere che arrivasse una nuova 

locomotiva. Ovviamente l`attesa è stata 

molto lunga e i passeggeri che hanno 

raggiunto la destinazione con diverse ore di 

ritardo erano inferociti, sebbene siano tutti 

stati rimborsati del prezzo del biglietto.  

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

”potere d`acquisto” 購買力  / ”crollare” 

落ちる/ ”motocicletta” オートバイ/ ”prezzo 

accessibile” 手ごろな値段 / ”lanciare sul 

mercato” 市 場 に 出 す / ”ordine” 発 注  

/ ”brutta figura” 失敗、恥かしい事/ ”fiore 

all`occhiello” いかめしい自慢の種 / ”Bel 

Paese” イタリア/  ”gettare la spugna” あ

き ら め る / ”destinazione” 目 的 地

/ ”inferocito” とても怒った /  ”essere 

rimborsato” 返金させること 

有名なイタリア人(４６) 

Fosco Maraini 

 

Tra i primi italiani che si sono trasferiti per 

vivere in Giappone c`è lo scrittore ed 

esploratore Fosco Maraini. Nato a Firenze 

nel 1912, ha studiato antropologia culturale 

e scienze naturali e, a partire dal 1937, ha 

compiuto diversi viaggi esplorativi in Asia. 

A partire dal 1938 si è trasferito in 

Giappone, prima a Sapporo e poi a Kyoto, 

dove ha lavorato come insegnante di 

italiano nelle universita` locali. 

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

日本に住んだ初期のイタリア人の中にフォ

スコ・マライーニと言う作家がいます。フィ

レンツェ生まれ、大学で科学と人類学の勉強

をして、１９３７年からアジアに探検旅行に

出かけました。１９３８年から日本に来て、

札幌や京都に住んで、イタリア語の教師とし

て働きました。 

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

Maraini, oltre a dedicarsi alle esplorazioni e 

all`insegnamento della lingua italiana si 

dilettava anche come scrittore e nella sua 

vita ha pubblicato anche diversi libri. Tra 

questi, è certamente interessante il 

romanzo “Ore giapponesi” che ha scritto 

quando è ritornato in Italia al termine della 

Seconda Guerra Mondiale e ha 

successivamente pubblicato nel 1957. 

Questa opera è famosa perchè è una 

delle prime descrizioni dettagliate del 

Giappone che sono state diffuse in Italia in 

un momento storico in cui le persone 

comuni non conoscevano molto bene la 

cultura nipponica.  

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

若い時から探検旅行にも文学にも興味があ

って、１９４６年にイタリアに帰ってからは

沢山本を書きました。彼の小説の中に、”Ore 

Giapponesi”（日本の時）という作品があり、

特に面白いです。１９５７年に出版されて、

当時平均的イタリア人は日本のことをあま

り知らなかった時代に、日本の事が詳しく書

いてある本で、すぐに大人気となりました。 

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

Come precedentemente abbiamo 

accennato, tra il 1946 e il 1947, Fosco 

Maraini e` ritornato in Italia e si è dedicato 

ad organizzare altri viaggi per il mondo. Ha 

sempre però ricordato con piacere il 

Giappone e ci e` tornato per turismo in 

diverse occasioni. Durante una di queste 

esperienze ha avuto l`occasione di 

conoscere una donna giapponese, di nome 

Mieko Namiki, che è poi  diventata sua 

moglie all`inizio degli anni 70.   

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

１９４６年にイタリアに戻り、また再び世界

旅行を計画して、いろんな面白いところに行

きました。でも日本のことが好きで、時々日

本にも行きました。１９７０年ぐらいに、日



本で知り合った日本の女性（並木美恵子）と

付き合って結婚しました。その後日本の奥さ

んと一緒にイタリアに戻って、亡くなるまで

フィレンツェに住んでいました。

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

“trasferirsi” 引っ越す / “esploratore” 探

検家/ “antropologia culturale” 人類学/ “a 

partire da (年 )” 。。。年から / “viaggio 

esplorativo” 探検旅行/ “locale” (形) その

土地の/ “dilettarsi come...” 。。。として楽し

む / “successivamente” そ の 後  / 

“dettagliato” 細かい/ “accennare” 示す/ 

“per turismo” 観光で / “ricordare con 

piacere” 。。。についてうれしい思い出があ

ること/ “avere l`occasione di ” 。。。と言う

チャンスがあること 

何と言う？日本語の諺(２２) 

☆“精神一倒何事かならざらん” 

“Volere e` potere.” 

（意思は力になります） 

何が目的とか、とてもしたいことがあれば何

でも出来るようになります。目的とか、やり

たいことはいつもいいモチベーションで、自

信になります。そこで、イタリア語で”意思

は力になります”と言う表現を使います。 

■ ■ ■ ■ 

☆“青天白日” 

“Avere le mani pulite” 

（手が綺麗であること） 

イタリアの考えでは、何か悪くて不正直なこ

とをやれば、心も手も汚くなります。それで、

何も悪い事していなくていい人たちの手は

綺麗なので、”彼女は正直な人です”といたい

時に、”Lei ha le mani pulite”と言うフレー

ズを使う事が出来ます。 

■ ■ ■ ■ 

☆“千載一隅” 

“Occasione d`oro” 

（金のような価値のあるチャンス） 

イタリア語でいい事は金と比べる時が多い

です。例えば、”ragazzo/a d`oro”は“いい

人”で、”Regola aurea”は“黄金率”

で、”cuore d`oro”もやさしい人に対して使

います。それで、いいチャンスも金と比べる

ことが出来て、”occasione d`oro”と言う表

現を使う事が出来ます。 

■ ■ ■ ■ 

☆“前門の虎、後門の狼” 

“Essere tra due fuochi” 

（前からも、後ろからも砲撃にさらされる） 

後ろからも前からも砲撃にさらされている

ような何も出来ず困る状態を、イタリア語で

このイディオムを使ってみてください。 

ラテン語の諺の紹介(３) 

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

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。 

★”Ad maiora!” 

(さよなら”) 

挨拶です。ラテン語なのに、今も誰かと別れ

る時に“さよなら”の代わりに”Ad maiora”を

使うことが出来ます。”Maiora”はイタリア語

の”Maggiore”（より大きい）なので、”Ad Maiora”

の意味は“これから今より大きくて素晴らし

い結果ができるように”になります。 

■ ■ ■ ■ 

★”Aquila non capit muscas.” 

(鷲はハエ狩りをしない”) 

当たり前ですが、どこでも偉くて力強い人々

は、力がない人のことに興味がありません。

同じように、ワシもハエには興味がなくてハ

エ狩りに行きません。 

この表現は現代的で、２０００年前のものな

のに今でも自由に使えます。 

■ ■ ■ ■ 

★” barba non facit philosophum” 

(長いひげがあっても哲学者であるわけでは

ない”) 

人は見かけによらぬものと言う意味です。ロ

ーマ時代に哲学者は年寄りで、長いひげがあ

る人のイメージがありました。でも、人の外

見は当てにならないので、長いひげがあって

も本当に哲学者であるかどうか分かりませ

ん。それでこの表現の意味は人は外見だけで

信用出来ないということです。 

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：日本では最近マラソンがブーム

です。しかしこのところはアフリカ勢の独

壇場で、日本選手はあまり活躍の場があり

ません。イタリアもマラソンは結構強いで

すよ。ソウルでは Bordin 選手が優勝した

後、アテネでもイタリア人選手が優勝をし

ています。知ってますか？イタリアの市民

マラソン大会のことは以前に書きました

が（７号）、色々な大会があるので、イタ

リアの市民マラソンに出るのも良いです

ね。ところで、当校にもランニングクラブ

があって、１１月２５日のクロスカントリ

ー大会に出ます。千葉にある東大のグラン

ドを使った約９Kmの山あり谷ありです。

また、来年はまだ早いですが、国立競技場

での大会に参加予定です。Forza! 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆ Crescono le esportazioni dall`Italia 

verso Tokyo! 

Secondo una ricerca promossa dall`Italy – 

Japan Business Group (un`associazione di 

imprenditori italiani e giapponesi che si 

occupa di favorire la cooperazione 

industriale) l`esportazione di prodotti italiani 

in Giappone sarebbe cresciuta del 22% 

rispetto all`anno scorso. I prodotti più in 

voga sul mercato giapponese sarebbero 

come sempre i vini e gli altri prodotti 

alimentari anche se sembra ci siano delle 

interessanti novità per quanto riguarda il 

settore della tecnologia e la produzione di 

energia elettrica con metodi ecologici. 

Sembra infatti che la NEC Corporation e 

l`Enel (un`azienda italiana che si occupa 

della produzione e della distribuzione di 

energia elettrica) abbiano gettato le basi per 

una collaborazione finalizzata a produrre e 

diffondere un nuovo tipo di pannelli solari.    

☆Palermo: sul palco a teatro sale un 

robot progettato da un ingegnere 

giapponese ma il pubblico non se ne 

accorge! 

Lo hanno scambiato per una vera attrice e 

non si sono accorti che era invece un 

automa progettato dall`ingegnere 

giapponese Hiroshi Ishiguro. E` stato quindi 

un grande successo la prima volta in Italia di 

“Geminoid” (questo è il nome della 

macchina) che, grazie a un sistema 

particolarmente preciso e raffinato è riuscita 

a ingannare un`intera platea facendosi 

scambiare per una persona reale. Grazie a 

questo passo avanti è lecito pensare che 

entro pochi anni gli automi faranno parte 

della vita quotidiana delle persone comuni.   

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

”promuovere una ricerca” 調査をする 

/ ”cooperazione” 協力/ ”esportazione” 輸

出 / ”(essere) in voga” 人 気 で あ る 

/ ”pannello solare” ソ ー ラ ー パ ネ ル

/ ”scambiare per + 人 ” 人を間違う

/ ”automa” ロボット / ”e` lecito + 動

詞” 。。。することが可能である   

有名なイタリア人(４７) 

Gaetana Aulenti 

 

All`inizio di questo mese di Novembre è 

purtroppo venuta a mancare l`architetto 

italiano Gaetana Aulenti. Nata a Udine nel 

1927, la Aulenti è stata una delle grandi 

maestre del design in Italia e in tutto il 

mondo. Nella sua vita ha progettato 

diverse opere straordinarie, tra cui anche 

l`attuale sede del Centro di Cultura italiana 

a Tokyo. Inoltre, non si è limitata a 

disegnare palazzi e altre strutture 

architettoniche ma ha anche creato 

poltrone, lampade e altri mobili di lusso. 

 

(Il Centro di Cultura Italiana di Tokyo) 

今年の１１月１日にイタリアのとても有名

な、ガエターナ・アウレンティという建築家

が亡くなりました。ウディーネに１９２７年

に生まれ、建築とデザインの天才で、世界中

にある有名な建物の設計をしました。例え

ば、東京のイタリア文化会館の本部もアウレ

ンティ建築家によって建てられました。建物

自体とともに、家具のデザインにも興味があ

って、素晴らしくておしゃれなひじかけいす

やランプなども作りました。 

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

Gaetana Aulenti (soprannominata da 

sempre Gae) appartiene al gruppo degli 

architetti che la stampa indica con il 

curioso nome di “archistar”, ottenuto dalla 

fusione del nome “architetto” con l`inglese 

“star”. Con questo particolare neologismo 

si vuole sottolineare che questi architetti 

sono personaggi famosi in tutti il mondo, 

quasi al livello delle grandi star del cinema.   

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

イタリア語でガエターナ・アウレンティ（小

さい頃から、ガエターナの代わりにガエと言

うニックネームで呼ばれていました）のよう

な有名な建築家とデザイナーは Archistar

と言う名詞で呼ばれています。Archistar は

Architetto（建築家）と star(アイドル)と言

う名詞で作った新造語です。これらの建築家

はテレビのアイドルのように有名ですから。 

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

“venire a mancare” 亡 く な る / 

“progettare” 設計する/ “straordinario 素

晴らしい/ “tra cui” その中に/  “struttura 

architettonica” 建物/ “neologismo” 新造

語/ “sottolineare che...” 。。。を強調する/ 

“personaggio” 人物/ “al livello di” 。。。の

レベルのように 

何と言う？日本語の諺(２３) 

☆“宋襄の仁” 

“Mettere una volpe a guardia di un 

pollaio.” 

（きつねに鶏小屋の番をさせる） 

他の人をわざわざ有利な立場に立たせると

言う事は、イタリア語できつねに鶏小屋の番



を任せる、と表現します。うっかりして自分

に不利で、相手は有利な立場になれることを

やってしまう時によく使う表現です。 

■ ■ ■ ■ 

☆“大海の一滴” 

“Una goccia nell`oceano.” 

（大洋のしずく） 

大きな問題にたいして、解決するために少し

しか効き目がない時に、出てくる結果は大洋

の中のしずくに例えます。（日本語と同じ）。 

■ ■ ■ ■ 

☆“叩かれた夜は寝やすい” 

“E` meglio subire un torto che farlo.” 

（悪いことするより、悪いことをされる方が

いい） 

カトリック教の哲学から来る表現です。悪い

ことをしたら、心は乱れます。乱れた心を直

すのはとても難しいので、他の人に悪いこと

をすれば、自分も損害をこうむります。逆に、

悪いことをされたら、損害がありますが、心

と関係ある損害ではないので、解決が出来る

という意味で、カトリックの教えです 

ラテン語の諺の紹介(４) 

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。 ”Settimanale” 

では現在のイタリア人が使うラテン語の諺

を紹介しています。 

★” Caelum, non animum mutant qui 

trans mare currunt” 

(遠い所に行っても変わるのは空だけで、心

は変わらない。) 

ローマ時代の人たちは沢山の事を知ってい

ました。２０００年前ぐらいなのに、現在の

金言の中にもこれがあります。ローマ時代で

も、現在でも、危機は心の中にあるので、遠

い所に逃げるのは意味がなく、問題の解決に

はならないと述べています。 

■ ■ ■ ■ 

★”Dura lex sed lex” 

(法律は厳しいですが法律なので守ろう！) 

昔も今も皆も、しっかり法律を守るようにす

る時に使う言葉です。 

★”Carmina non dant panem” 

(詩は仕事になりません) 

ローマ時代にも、作家や詩人や他の芸術家の

給料は安くて、暮らすのは難しかったので

す。”Carmina”はラテン語で“歌”と“和歌”

で、”non dant panem”の意味は”パンにな

らない”ので、この諺の文字どおりの意味は”

和歌は食べ物になりません”です。 

＊ローマ時代にも、現在のイタリアにも、料

理の基礎はパンなので、Pane と言う名詞は

食物の同義語として使います。 

＊＊ローマ時代に、貧乏な芸術家を世話する

ため、Mecenate（メチェナーテ）と言う上

院議員が沢山お金を使いました。今も芸術家

のために沢山お金を使う人は Mecenate(メ

セナの語源)と呼ばれています。 

 

面白いイタリア語の紹介（３２） 

イタリアでも言語は時代によってとても変

わります。その結果、社会の中で大きな事件

があれば、新しい名詞や造語も出てきます。 

例えば：最近イタリアで建築法規を守らない

人が沢山出てきて、新聞で建築の話がよく出

て来ました。その結果、建築と関係ある

cantieralizzabileと ecomostroと言う新造

語が出て来ました。 

Cantieralizzabile は形容詞で、cantiere (工

事)と~abile(～可能のある)から来て、建築可

能区域に対して使います。 

例えば： 

Quell`area è diventata cantieralizzabile 

quindi hanno costruito un nuovo 

palazzo. 

(あの場所は工事が出来る場所になったから

新しい建物を建てました) 

EcomostroはEcologia (エコロジー)のEco

とmostro (モンスター)から来る名詞です。

Ecomostro は綺麗ではなくて景色を乱す建

物に対して使います。 

例えば： 

Quel palazzo costruito in cima a quella 

montagna è un ecomostro. 

(あの山の上に建てられた建物は綺麗ではな

くて景観に悪い) 

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： この号が出る日には、野田内

閣が解散することになりました。中国でも

指導者が交代します。イタリアは、財政危

機を何とか乗り越えようとしている

Monti首相の評価が高いようですが、政治

家ではないので、来年の選挙に出てくるか

どうかは分からないようです。Berlusconi

前首相の再登板の話も出たり消えたりし

ていますが、どうでしょうか。イタリアは

首相が復活することが過去何度もありま

したが、日本は続けて政権を握ることはあ

っても復活はありません。ひょっとした

ら、次の選挙ではそんなことが起きるかも

知れませんね。投票は 12月 16日の予定

とされています。Settimanale52号の発刊

日となります。
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Sudoku: grande successo anche in 

Italia! 

Ormai da molti anni sia nel campo dei 

cartoni animati che nel campo videoludico i 

prodotti giapponesi la fanno da padrone in 

Italia e anche nel resto d`Europa. Ciò 

nonostante, anche altri prodotti d`origine 

giapponese si stanno diffondendo a macchia 

d`olio. Uno di questi è il sudoku che è 

talmente diffuso che settimanalmente nelle 

edicole vengono pubblicate diverse riviste 

specializzate con schemi da completare di 

difficoltà più o meno elevata, trucchi e altre 

curiosità. Inoltre, non è difficile incontrare a 

bordo di treni e autobus viaggiatori intenti a 

risolvere qualche schema.  

☆La fattoria di Lorenzo il Magnifico cade 

in rovina!  

Le cascine dove il più famoso esponente 

della famiglia Medici si ritirava per rilassarsi 

sono oggi in uno stato di completo 

abbandono. I soffitti delle strutture che 

risalgono al 1400 e hanno quindi un 

immenso valore storico e anrchitettonico 

sono seriamente danneggiati e in alcune 

stanze piove dentro. Ovviamente questa 

situazione scandalosa ha suscitato delle 

proteste alle quali però né il comune di 

Prato, né gli uffici provinciali e regionali 

hanno dato una risposta concreta. Questa 

pericolosa immobilità delle istituzioni è 

certamente preoccupante dato che se non si 

organizzerà un intervento di restauro entro 

tempi brevi la struttura che fu abitata dal 

Magnifico potrebbe andare irrimediabilmente 

perduta. 

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

”nel campo di...” ～界/”videoludico” (形) 

ビデオゲームの / ”farla da padrone” とて

も強い～とても人気がある/ ”diffondersi a 

macchia d`olio” 速 く 大 変 普 及 す る

/ ”settimanalmente” 毎週 / ”trucco” 仕掛

け/ ”cascina” 農家/ scandaloso” とてもひ

どい/ ”in tempi brevi” 出来る限り早い  

有名なイタリア人(４９) 

Fiorello La Guardia 

 

Fiorello La Guardia è stato il primo 

italiano a fare fortuna come politico negli 

Stati Uniti d`America. Nato a New York da 

genitori italiani originari di Foggia nel 1882, 

a partire dal 1898 si è trasferito in Italia, a 

Trieste, dove ha completato i suoi studi e 

ha lavorato come interprete per i consolati 

statunitensi presenti in zona. Essendo nato 

in una famiglia italiana in America, parlava 

correntemente sia l`italiano che l`inglese e 

durante questa sua esperienza lavorativa a 

Trieste (all`epoca parte dell`impero 

Austro-Ungarico) ha imparato anche il 

tedesco e l`ungherese. Grazie a questa 

sue conoscenze linguistiche anche dopo 

essere rientrato in America ha continuato a 

lavorare come interprete e traduttore. 

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

フィオレッロ・ラ・グアルディアは政治家と

してアメリカで有名になったイタリア人で

す。ニューヨークに１８８２年に生まれまし

たが両親はフォッジャ出身のイタリア人で

した。１８９８年に家族とともにイタリアに

帰って、トリエステで翻訳者として働きまし

た。両親はイタリア人なので、アメリカに住

みながらイタリア語も普通に話せるように

なりました。その上、トリエステに住みなが

らドイツ語とハンガリー語も習いました。当

時トリエステはまだオーストリアの町でし

たから。彼は、英語、イタリア語、ドイツ語、

ハンガリー語と多くの言語を話せたので、ア

メリカに戻っても翻訳者として働くことが

出来ました。 

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

Al termine della Prima Guerra Mondiale, La 

Guardia ha deciso di ritornare negli Stati 

Uniti e ha cominciato a dedicarsi alla 

politica. Tra il 1933 e il 1945 è stato 

sindaco di new York. Durante il suo 

mandato ha sempre lavorato con grande 

serietà e dedizione, tanto che era molto 

amato dai cittadini e ha sempre vinto alle 

elezioni a cui ha preso parte. Alla sua 

morte, sopraggiunta  nel 1946 al termine 

di una grave malattia (a causa della quale 

era anche stato costretto a dimettersi dalla 

carica di sindaco), il comune ha deciso di 

intitolargli il secondo aeroporto di New York 

che ancora oggi si chiama “Fiorello La 

Guardia Airport”.  

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

第１次世界大戦の後ニューヨークに行って、

市役所で翻訳者として働きました。一方、政

治のことにも興味を持ち、アメリカの共和党

に党員登録しました。それからは政治家とし

て有名になって、１９３３年から１９４５年

までニューヨークの市長として活躍しまし

た。１９４５年に、まだ人気があったにもか

かわらず、市長を辞め。１９４７年に病気で

亡くなりましたが、ニューヨークの人々は２

番目の空港に彼の名をつけて、今もニューヨ

ークにＪＦＫ空港とフィオレッロ・ラ・グア

ルディア（ラガーディア）空港があります。 



Alla fine dell`ottocento moltissimi italiani si 

sono trasferiti in America, soprattutto a 

New York. Per questa ragione, i cosiddetti 

italoamericani (cioè gli americani di 

origine italiana) sono moltissimi. Altri 

esempi di italoamericani famosi sono gli 

attori Robert De Niro, Nicolas Cage e Al 

Pacino. 

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

１８００年代に、アメリカに移住したイタリ

ア人は多かったです。その為、今もイタリア

の家族に生まれたアメリカ人は多いです。例

えば、ロバート・デニーロ、ニコラス・ケー

ジや、アル・パチーノの家族はイタリア出身

です。これらの人々は、アメリカに生まれた

イタリア人なので、”italoamericani”と呼ば

れています。 

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

 “fare fortuna” 成功する / “consolato” 

領事館/ “al termine di” 。。。が終わった時に

/ “sindaco” 市 長 /  “carica” 職 務 / 

“intitolare (a)” 名をつける/ “sottolineare 

che...” 。。。を強調する/ “cosiddetto” いわ

ゆる/ “attore” 役者 

何と言う？日本語の諺(２４) 

☆“たての両面を見よう” 

“Bisogna guardare i due lati della 

medaglia.” 

（メダルは裏表全部見る必要があります） 

何であっても、メリットとデメリットがあり

ます。従い、何か決める時に、良い点と、悪

い点双方についてよく考えたほうがいいと

いう意味の諺です。 

■ ■ ■ ■ 

☆“知恵は万代の宝” 

“E` meglio la saggezza della ricchezza.” 

（お金より、知恵のほうがだいじです） 

イタリアでも「沢山お金があるより、頭がよ

くて知恵のある人になったほうがいい」と言

い、この諺はよく使います。 

■ ■ ■ ■ 

☆“近道は遠道” 

“La via piu` breve è spesso la piu` 

stupida.” 

（一番の近道はひどいぬかるみ道である） 

困難な問題い対して、一番易しい解決方法を

取ったら、いい結果にならない事が多いので

イタリア人もこの諺を使います。 

ラテン語の諺の紹介(５) 

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。 ”Settimanale” 

では現在のイタリア人が使うラテン語の諺

を紹介しています。 

★” Dulcis in fundo” (“Dulcis in fundus”

も使えます) 

(デザートは食事の後に来ます) 

ローマ時代にも、宴会の時にデザートと甘い

ものは食後に食べました。この習慣から、“最

後にこそ本当の楽しみが訪れる”と言う意味

の諺が出来ました。 

■ ■ ■ ■ 

★” Homo faber fortunae suae” 

(人間は自分の運命を形づくる) 

昔も、今も運命をのろうのは意味がありませ

ん。困った時に、運命を呪う代わりに一生懸

命頑張ったら成功できますので、今もこのラ

テン語の諺を使います。 

面白いイタリア語の紹介（３３） 

イタリアでもディズニーのアニメキャラク

ターが大変有名になりました。それで、イタ

リア語の文法や言葉の中にもディズニーと

関係がある言葉が出てきました。 

★” disneyano” 

意味は“ディズニーっぽい”とか、“ディズ

ニーの”になります。例えば： 

“Il personaggio disneyano piu` famoso 

è Paperino.” (ディズニーの一番人気キャ

ラクターはドナルドダックです) 

★” disneylandiano” 

前の表現と似ていて、意味は“ディスニーラ

ンドっぽい”とか、“デスニーランドの”に

なります。例えば： 

“L`attrazione disneylandiana piu` 

paurosa è l`ottovolante.” (ディズニーラ

ンドの一番怖いアトラクションはジェット

コースターです。) 

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： 発行回数も 50回を超えまし

た。そして今日から 12月に入り、日本で

は選挙が目の前です。次号の発刊日には投

票日が予定されています。さて、ラテン語

表現をここで紹介していますが、今回はデ

ザートの話が出ていましたね。私がイタリ

ア人住んでいて感じたのは、イタリア人は

デザートが一番好きだということです。メ

インコーズと言われるのは secondoの肉

か魚ですが、私にはそれもデザートの前の

前菜にしか見えませんでした。ラテン語の

諺をみて納得しました。吉本ばななの本の

中に、普段買わない甘いものを男性が買っ

て帰る表現を、イタリア語に訳するときに

困ったとありました。イタリアでは男性が

甘いものを食べるのは当たり前なので、こ

の(意外な)表現を理解させるのが、難しか

ったとか。X’masももうすぐです。 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Natale: iniziano i preparativi per la 

festa piu` importante in Italia. 

In Italia la festa più sentita è certamente il 

Natale, pertanto anche adesso, sebbene 

manchi più di una settimana, nelle famiglie 

ci si sta preparando per i festeggiamenti. A 

causa della situazione ancora difficile 

dell`economia, probabilmente questa volta si 

spenderà meno rispetto all`anno scorso, 

anche se coloro che faranno un viaggio 

magari in montagna o all`estero non 

saranno sicuramente pochi. In ogni caso, sia 

quelli che partiranno che quelli che 

resteranno in città, ne approfitteranno per 

radunarsi in famiglia e trascorrere in pace e 

serenità questa giornata così importante 

nella cultura italiana.  

☆ FESTA DI NATALE ALLA KUDAN 

LANGUAGE ACADEMY!  

Venerdi` 21 Dicembre alle 18:00 alla Kudan 

Language Academy ci sarà una piccola 

festa di Natale. Più siamo e più ci 

divertiamo, pertanto se potete partecipare, 

contattateci telefonicamente o via e-mail! Vi 

aspettiamo numerosi!  

☆BUON 2013 A TUTTI!!  

Anche quest`anno il Settimanale Kudan il 

primo gennaio va in vacanza, quindi per il 

2012 finiamo con questa edizione. Sebbene 

sia un po` presto, cogliamo l`occasione per 

ringraziarvi per quest`anno e per augurarvi 

un 2013 ricco di gioia e successi, anche e 

soprattutto nello studio della lingua italiana!  

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

”pertanto” だから/”prepararsi (per)” 準備

する / ”approfittarsi (di)” チャンスをとら

える / ”in pace” ゆっくり / ”cogliere 

l`occasione per + 不定詞” (手紙とか年賀状

で書く) 末尾ながら 

有名なイタリア人(５０) 

Matteo Renzi 

 

Tra pochi mesi anche in Italia ci saranno le 

elezioni politiche quindi già da ora è 

cominciata la campagna elettorale e i 

politici delle due principali fazioni (il 

“centrodestra” e il “centrosinistra”) hanno 

iniziato a partecipare a manifestazioni, 

comizi e programmi televisivi per spiegare i 

loro programmi. In questa situazione, in 

Italia come in Giappone, ha riscosso un 

buon successo un giovane politico 

emergente che è già stato sindaco di una 

grande cittè. Il suo nome è Matteo Renzi, 

attuale sindaco di Firenze, che ha dei punti 

in comune con Toru Hashimoto sebbene 

abbia delle idee politiche molto diverse. 

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

来年春イタリアでも選挙が予定されており、

これから選挙運動が始まります。中道右派連

合と中道左派連合の候補者は新聞や雑誌や

テレビに出たり、デモや政治集会に参加した

りします。こういう状況の中、イタリアでも、

以前は大きな町の市長として有名になった

若い政治家がいます。名前はマッテオ・レン

ツィで、中道左派連合の支持者ですが、日本

の橋下徹氏と共通点がある様に思います。

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

Nato nei dintorni di Firenze nel 1975, 

Renzi ha studiato giurisprudenza e dopo la 

laurea ha lavorato per un breve periodo 

nella piccola azienda della sua famiglia. Si 

è avvicinato alla politica nel 1996, quando 

a soli 21 anni si è iscritto a uno dei partiti 

della coalizione di centrosinistra. Nel 2004 

è stato eletto presidente della Provincia di 

Firenze e nel 2009 è diventato sindaco del 

capoluogo toscano.  

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

1975 年にフィレンツェ近くの村に生まれ、大

学で法律の勉強をして、卒業の後では父親の

会社で働きました。1996 年から政治に興味を

もつようになって、2004 年にフィレンツェ県

の地方議会議長になり、そして 2009 年に、

突然フィレンツェの地方選挙に勝って、市長

になりました。 

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

Sebbene sia un politico di centrosinistra, 

Renzi è molto moderato e disponibile al 

dialogo con i movimenti cattolici e anche 

con la destra moderata. Per questa 

ragione riesce a raccogliere diversi 

consensi e sebbene non si candidi a 

presidente del consiglio alle prossime 

elezioni, è molto probabile che prima o poi 

verrà chiamato a ricoprire questa carica 

prestigiosa e importante.  

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

レンツィは中道左派連合の支持者ですがと

ても穏健なので、右派連合の支持者の中にも

人気があります。国政選挙に出るのは初めて

なので、来年首相になるのは難しいかもしれ

ませんが、将来を嘱望される若い政治家なの

で、場合によっては今から５年後には首相に

なっているかもしれません。覚えておいて見

てください。 

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

“elezioni politiche” 国 政 選 挙 / 

“campagna elettorale” 選 挙 運 動 / 

“centrodestra” 中 道 右 派 連 合 / 

“centrosinistra” 中 道 左 派 連 合 /  

“giurisprudenza” 法学 / “moderato” 穏

健な/ “disponibile al dialogo” 偏見などに

とられない融通無碍な精神がある人 



何と言う？日本語の諺(２５) 

☆“始めが肝心” 

“Chi ben comincia è già a metà 

dell`opera.”  

（始める時に努力すると、仕事の半分はもう

出来ています） 

何か夢とか、とてもしたいことがあれば、最

初からしっかり頑張ったほうがいいという

意見がイタリアにもあります。この諺も良く

使います。 

■ ■ ■ ■ 

☆“破竹の勢い” 

“gettare il cuore oltre l`ostacolo.” 

（障害よりもっと長く心を投げる） 

何か障害が出てきたら、のり超えるために一

生懸命頑張って、何でもやってみるという意

味です。 

■ ■ ■ ■ 

☆“撥は目の前” 

“chi la fa l`aspetti.” 

（何か悪いことをした人は、罰を待ったほう

がいいです） 

イタリアでも、何か悪い習慣があったり、悪

いことをしたりすると、いつか罰を受けたり

悪い結果になります。例えば、捕まった泥棒

に”Chi la fa l`aspetti!”と良く言います。 

ラテン語の諺の紹介(６) 

Una finestra sul latino 

イタリア語（言語）も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。 現在のイタリア人

が使うラテン語の諺を紹介しています。 

★” More uxorio” (夫婦のように) 

結婚していないのに夫婦のように生活をす

ることに対して使う表現です。例えば 

”Yuki e Taro convivono more uxorio e non 

hanno intenzione di sposarsi” （由紀と太郎

は夫婦のように生活していますが結婚する

つもりがありません。） 

現在、イタリアでは結婚していなくても一緒

に住んでいるカップルが多いので、良く使い

ます。覚えておいて下さい。 

■ ■ ■ ■ 

★” Mea culpa!” (私のせいです！) 

何かミスして、誤る時に良く使います。昔の

祈りから来る表現で、罪を誤る場合は使って

みてください。 

■ ■ ■ ■ 

★” Nemo dat quod non habet” 

(持っていないものを他の人にあげるのは誰

も出来ないことです) 

能力の話をする時に良く使う表現です。能力

がない人は、頑張ってもいい結果が出来ない

という意味です。 

イタリアに有る日本にないこと（６） 

“Il presepio napoletano” 

クリスマスにイタリアではプレゼーピオの

準備をします。プレゼーピオはキリスト降誕

の場を人形で表現する模型です。一般的に

は、聖家族の他に、キリストが生まれた時代

の羊飼いとか、旅人とか、アルチザンの人形

があります。でもナポリの伝統的なプレゼー

ピオは少し違います。１７００年から作られ

ていて、人形は深い意味があって、社会を表

現するものです。例えば、いつも聖家族の近

くに漁師の人形があります。普通の漁師では

なくて、魂の漁師なので、教会に人を集める

ために色々努力する人です。また、ワイン商

の人形もあります。悪い登場人物ではないけ

ど悪徳にどっぷりと侵った人のシンボルで

す。聖家族から遠い所に、宿屋の主人の人形

もあります。キリストは生まれた夜に、福音

書によって聖家族は安宿に泊まれるように

お願いしましたがとても貧乏なので断れて

しまいました。その結果、宿屋の主人は優し

くなく、けちな人物で、聖家族の近くには行

けません。他の大事な登場人物はジプシーの

女の子です。未来を予測しますので、悪い登

場人物ではありませんが、不運のシンボルで

す。勿論、キリストの未来の予測も出来ます

ので、プレゼーピオの中で手にいつも鉄の釘

とか、小さい十字架を持っています。最後に

二人の男性の人形があります。一人は

Vincenzo (ビンチェンゾ)と呼ばれていて、死

のシンボルで、一人は Pasquale（パスクア

ーレ）で、運のシンボルです。Pasquale は

幸運な人形なので、一番の人気人形で、時々

お守りとしても使われています。 

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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“Settimanale KUDAN”購読希望と

書いて、お申込下さい。 

編集後記： 今年最終号となりました。イ

タリアでも Monti首相の退陣と選挙が予

定されています。Monti首相の内閣は、全

員が国会議員ではありません。日本ではこ

ういう状態は、ちょっと理解しにくいです

が、非常事態だということで、首相が各党

派の支持を得ています。が、そろそろ

Berlusconi元首相初め他の議員がポスト

を欲しくなったのでしょうか、国会運営が

難しくなってきたようです。イタリアは過

去も、民間人ばかりの内閣が存在していま

す。日本では閣僚に民間人が 1～2人入る

ことはあるようですが、首相から全員とい

うことは考えにくいですね。さて、日本も

今号発刊日が総選挙です。次の号はお休み

で、2013年第一号は 1月 16日発刊です。

では、Buon Natale!  

e Felice Anno Nuovo! 
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