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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Anno nuovo, vita nuova! 

Buon anno! Per aprire il 2013 nel migliore dei 

modi, ecco la presentazione di un nuovo modo 

di dire che noi italiani usiamo solitamente 

all`inizio di gennaio. Si tratta di “anno nuovo, 

vita nuova” e in parole semplici vuol dire che 

con l`inizio di un nuovo anno si può aprire 

anche un nuovo periodo della vita migliore del 

precedente. 

☆A che punto è il recupero della Costa  

Concordia?  

Nel gennaio del 2012 affondava la Costa 

Concordia. Adesso, a distanza di un anno, a 

che punto sono i lavori per il recupero? 

Secondo l`azienda che si sta occupando della 

situazione, ci vorranno ancora 9 mesi per 

concludere l`operazione. In questi giorni si sta 

procedendo a terminare l`installazione dei 

grandi argani con i quali si cercherà di 

raddrizzare il relitto. Dopo di che gli operai 

saliranno a bordo e chiuderanno la falla. 

Infine, l`imbarcazione verrà trainata dai 

rimorchiatori al porto dove si procederà alla 

riparazione oppure alla demolizione.  

 

☆Milano: in crisi tutte le librerie.  

La diffusione degli smartphone e dei tablet ha 

messo in ginocchio le case editrici e 

conseguentemente le librerie. Per questa 

ragione, alcuni degli storici negozi di libri di 

Milano sono in crisi e hanno annunciato 

ingenti tagli del personale. Il tramonto delle 

librerie a Milano è a tutti gli effetti un cambio 

epocale. In futuro che cosa ne sarà della 

capitale del libro italiana?  

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

”in parole semplici” 簡 単 に 言 う と

/”recupero” (沈没船の) 引き上げ / ”occuparsi 

di” 。。に従事する、 / ”argano” クレーン

/ ”raddrizzare” まっすぐにする / ”relitto” 沈

没 船 / ”falla” 水 の 漏 れ 口 / “mettere in 

ginocchio” 打ち負かす、困らせる / ”il 

tramonto di...” 。。。の衰退  

有名なイタリア人(５１) 

Rita Levi Montalcini 

 

Il 30 Gennaio 2012 è morta all`età di 103 

anni la senatrice Rita Levi Montalcini. Nata 

a Torino nel 1909 e laureatasi in medicina 

nel 1936, è stata una grande ricercatrice 

nel campo della neurochirurgia. In seguito 

alle sue scoperte sempre nel campo della 

neurologia, nel 1986 ha ricevuto il premio 

Nobel per la medicina. 

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

2012 年にリタ・レービ。モンタルチーニとい

う終身上院議員が亡くなりました。103 歳で

した。1909 年にトリノに生まれ、1936 年にト

リノの医学大学を卒業して、イタリアとヨー

ロッパ、そしてアメリカで医学の教師として

有名になりました。専門は神経学で、教師と

して働きながら研究を行いました。神経学に

関する研究により、興味ある発見をし、1986

年にノーベル賞を与えられました。 

Rita Levi Montalcini non si è mai 

interessata direttamente di politica, tuttavia 

nel 2001 è stata nominata Senatore a Vita 

dal presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi. In Italia la nomina a 

senatore a vita è la massima onorificenza 

a cui si può ambire. In passato hanno 

ricevuto questo onore personaggi del 

calibro di Eugenio Montale (un famoso 

poeta), Giovanni Agnelli (un industriale) e 

Norberto Bobbio (un filosofo). Esattamente 

un anno fa anche l`attuale presidente del 

consiglio Mario Monti ha ricevuto questa 

prestigiosa onorificenza.  

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

政治には興味がなかったのに、2001 年には終

身上院議員に指名されました。イタリアで終

身上院議員は、一番の栄誉です。これまで、

終身上院議員に指名された人には、エウジェ

ーニオ・モンターレと言う詩人、ジャンニ・

アニエッリという企業家、そしてノルベル

ト・ボッビオという哲学者などがいます。去

年は、現在の首相マリオ・モンティも終身上

院議員に指名されました。 

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

Fin da giovane la signora Montalcini ha 

ritenuto importante battersi per la parità tra 

gli uomini e le donne. Anche per questa 

ragione negli anni trenta ha deciso di 

studiare medicina che all`epoca era una 

facoltà universitaria dove gli studenti e gli 

insegnanti erano solo uomini. Inoltre, una 

sua frase molto famosa è la seguente: << 

Le nostre capacità mentali - uomo e donna 

- son le stesse: abbiamo uguali possibilità 

ma un differente approccio.>>  

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

若い時から、リタ・レービ・モンタルチーニ

は男女平等原則のことはとても大事にしま

した。その結果 30 年代に、当時男性しかい

なかった医学大学に入ることにしました。男

女平等原則について、“男性と女性の知的能

力は同じです。問題へのアプローチだけが男

性と女性によって変わる。”と言っています。 



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

 “ricercatrice” 研究者/ “senatore a vita” 

終身上院議 員 / “onorificenza” 位階 /  

“ambire a” あこがれる/ “personaggi del 

calibro di (名前)” （名前）のような人 / 

“battersi (per)” 。。。のために頑張る / 

“parita` tra uomini e donne” 男女平等原

則 / “per questa ragione” その結果 / 

“approccio” アプローチ 

何と言う？日本語の諺(２６) 

☆“八方美人頼むに足らず” 

“Amico di tutti quindi amico di 

nessuno.” 

（万人の友は誰の友でもない） 

皆の友達は、誰にも特別にするので結局は、

誰の友でもありません。イタリアで新聞と

か、テレビとかのメディアが良く使うフレー

ズです。誰にもいい顔をする人は信用できま

せん。 

■ ■ ■ ■ 

☆“早いが勝ち” 

“Chi primo arriva meglio alloggia!” 

（一番早く来る人は楽です） 

人が列に並ぶ時に、最初に来た人が列の先頭

にいて、何かやることがあれば一番最初に出

来ます。この諺の意味は、どこに行くにも、

早く行ったほうがいいという意味です。 

■ ■ ■ ■ 

☆“花より団子” 

“Serve di più il pane delle preghiere.” 

（祈りよりパンのほうが役に立つ） 

困っている人がいれば、優しい言葉よりもパ

ンとか、具体的な助けのほうが目に立つと言

う意味です。日本でも同情するなら金をくれ

とか、ドラマのセリフがありましたね。勿論

そんなニュアンスではありませんが。 

■ ■ ■ ■ 

☆“早合点の早忘れ” 

“Subito imparato, già dimenticato.” 

（急いで習うことはすぐ忘れる。） 

習うのは時間がかかりますので、急いで習っ

たことは、すぐ忘れてしまう可能性がありま

す。イタリア語の単語の勉強する時にも少し

気をつけたほうが言いと思います。 

ラテン語の諺の紹介(７) 

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。 

★”homo homini lupus”  

(“L`uomo è il lupo degli uomini” - 人間

は人間の狼です) 

ローマ時代には、イタリアで羊飼いは多くい

ました。羊飼いにとって、狼は一番危ない動

物です。自分の羊を食べてしまいますから。

そのため、狼は危険とか、悪さの象徴になり

ました。実際には狼より悪い人間もいます。

その人たちは、狼より悪くて危ないので、人

間の不倶戴天の敵は狼ではなくて悪い人間

だという意味です。 

■ ■ ■ ■ 

★” In dubio pro reo”  

(“Nel dubbio, si giudica in favore 

dell`imputato” - 裁判で、不明な点は被告に

有利になる) 

今も昔も無実の人を有罪としないように気

をつけることは大事です。このラテン語の意

味は、裁判ではっきり分からない事は証言と

して使う事が出来ないという表現です。現在

でも、裁判の過程で不明な点が出てきたら使

いますので、忘れないようにしましょう。疑

わしきは罰せず、です。 

日本人学習者にイタリア語表現の紹介(22) 

▼”annoiarsi”と”noioso”に注意！ ▼ 

“annoiarsi”と”noioso”も”つまらない”と訳

されますが、イタリア語での意味はとても違

いますので気をつけましょう。”Noioso”は

形容詞で、つまらないものに対してだけに使

います。例えば、”つまらない映画”は”film 

noioso”になります。逆に、”annoiarsi”は

主語の気持ちと関係がある動詞で、意味は”

退屈する”になります。従い、”Io mi annoio”

の意味は「私は退屈です」になります。 

”Io sono noioso”と言ったら、意味は ”私

はつまらない人です” になりますので注意

しましょう！ 

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： 2013年になり、Il Settimanale

も「足かけ 4年」ということになります。

昔日本では年を「数え」で言っていました。

これは、胎内に生命が宿った時を 0とし

て、生まれた時が 1歳だという考え方とい

う人もいます。一方現在は、満年齢で数え

ます。日本では、この様に、数え年、足か

け何年、何年目、何周年、など表現によっ

て 2年くらい違ってきます。（実際 12月生

まれの赤ん坊は、1月には満ゼロ歳なの

に、数えでは 2歳になりますから）。一方

イタリアなど西欧社会で、そのような数え

方があるのかどうか聞いてみましたが、基

本的にはすべて満年齢で数えるようです。

欧州社会の実年齢と 2歳も違っていたら

驚くでしょうが、一般にアジア人は若く見

られますから、少し多めに言って丁度いい

かも。今年もよろしくお願いします。 

 

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

☆☆☆ 

☆Sono meglio i libri tradizionali o quelli 

elettronici? 

Negli ultimi due anni c`è stata una grande 

diffusione in tutto il mondo di dispositivi 

come tablet o lettori di libri elettronici (come 

il famoso Amazon Kindle) tanto che si 

suppone che entro 5 o 10 anni al massimo i 

vecchi volumi stampati sulla carta 

spariranno del tutto. Voi lettori però che cosa 

ne pensate di questo prossimo 

cambiamento? Vi trovate bene a leggere su 

uno schermo oppure preferite i libri 

tradizionali? A domande simili sono stati 

sottoposti anche diversi studenti universitari 

italiani che, a sorpresa, hanno dichiarato di 

preferire i libri tradizionali. Dato che da 

sempre i giovani sono attratti dalle novità 

tecnologiche, il risultato di questa piccola 

indagine è assolutamente sbalorditivo! 

☆Alitalia dovrà cedere gli stlot tra Milano 

e Roma!  

In seguito all`intervento dell`antitrust la più 

grande compagnia aerea italiana non potrà 

più detenere il monopolio sul collegamento 

tra Milano Linate (l`aeroporto più vicino al 

centro del capoluogo lombardo e quindi più 

comodo per chi è diretto in citta`) e Roma. 

Grazie a questa decisione altri vettori 

potranno iniziare a operare e si prevede che 

entro breve ci saranno offerte speciali e 

biglietti piu` economici. La dirigenza di 

Alitalia per ora non ha rilasciato dichiarazioni 

ma probabilmente presenterà un ricorso 

anche se difficilmente avrà successo. Dopo 

la concorrenza della ferrovia ad alta velocità 

che ha spinto molti passeggeri che prima si 

servivano degli aerei a preferire di viaggiare 

in treno, la compagnia di bandiera italiana 

ha subito un altro brutto colpo e potrebbe 

trovarsi in difficoltà.  

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

”dispositivo” 装置 /”tanto che” ～なので 

/ ”prossimo” これから次・とても近い

/ ”trovarsi bene a ～” ～しながら満足する

/ ”a sorpresa” 驚いたところに / ”essere 

attratto da ～” 気になる / ”sbalorditivo” 

素晴らしい / ”in seguito a” ～のあとで

/ ”antitrust” 独占禁止法の裁判/ ”incassare 

un brutto colpo” とても困る 

有名なイタリア人(５２) 

Giuseppe (Beppe) Severgnini 

 

Nato a Crema nel 1955, è un famoso 

giornalista italiano. Dopo aver viaggiato 

molto in Inghilterra e in America come 

corrispondente per il Corriere della Sera, 

adesso lavora e vive stabilmente in 

Lombardia e si occupa soprattutto della 

stesura di libri di attualità o di linguistica. 

Conosce molto bene la loingua inglese 

tanto che spesso e volentieri collabora 

scrivendo articoli con giornali americani e 

inglesi. E` un appassionato tifoso dell`Inter 

e negli anni passati ha scritto diversi libri 

dedicati alla sua esperienza di tifoso di 

questa nota compagine milanese.  

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

1955 年クレーマという町に生まれた、ジュセ

ッペ・セベルニーニはイタリアの有名な新聞

記者です。イギリスとアメリカで海外特派員

として働いた後で、今イタリアに住んで、

Corriere della Sera と言う新聞に生活と絵

言語に関する記事を書いています。英語もで

きるので、時々アメリカとイギリスの新聞に

も記事を書いています。サッカーにも興味が

あって、ミラノの FC Inter と言うチームの

ファンで、FC Inter に関しての面白くて楽し

い本も書きました。 

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

Severgnini negli ultimi dieci anni si è 

dedicato allo studio della linguistica e 

anche alla difesa della lingua italiana dalla 

diffusione di parole straniere. Secondo le 

sue teorie, bisognerebbe cercare di non 

utilizzare parole straniere che hanno un 

perfetto corrispondente in italiano. Ad 

esempio, se è corretto utilizzare la parola 

“computer” (molto più comoda e facilmente 

comprensibile del corrispondente italiano 

“calcolatore elettronico”), è meglio evitare 

di servirsi del termine “manager” quando in 

italiano abbiamo la parola “dirigente” che 

ha un significato esattamente uguale. 

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

10 年ほど前から、言語学の研究をして、外来

語からイタリア語を守るために努力してい

ます。最近イタリアでもイタリア語の単語の

代わりに英語の単語を使う人が増えていま

すから。彼の意見では、イタリア語の単語よ

りもっと使いやすい言葉があれば、英語でも

使ってもいいですが、英語の単語と全く同じ

イタリア語の単語があれば、イタリア語のほ

う が い い と い う こ と で す 。 例 え

ば 、 ”Computer” は イ タ リ ア 語

の”calcolatore elettronico”より便利で普

及 し て い ま す か ら 使 っ て い い で す

が、”manager”はイタリア語の”dirigente”

と変わらないので、この場合はイタリア語を

使うべきだというようなことです。 

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

Settimanalmente, sul sito web del corriere 

della sera (www.corriere.it) viene 

http://www.corriere.it/


pubblicato un video di tre minuti in cui 

Severgnini commenta una qualche parola 

che è stata recentemente molto usata dai 

media. Si tratta di video interessanti, 

pertanto vi consigliamo, qualora ne abbiate 

la possibilità, di darci uno sguardo!   

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

毎週、セベルニーニは Corriere della Sera のウ

エブページで(www.corriere.it)、それは 3 分間の

番組ですが、そこで現在特にメディアで使わ

れて人気がある言葉の紹介をしています。こ

のページは面白いビデオで、イタリア語の勉

強にもなりますのでチャンスがあればぜひ

見てください。 

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

 “corrispondente (estero) ” 海外特派員/ 

“compagine” チーム/ “dedicarsi a ～” 

～に打ち込む/  “bisognerebbe + non + 

不定詞 ” ～しないほうがいいです  / 

“corretto” 正しい/ “evitare di + 不定詞” 

～しない / “dare uno sguardo” 目を通す 

何と言う？日本語の諺(２７) 

☆“腹八分に医者要らず” 

“Mangiare con moderazione evita il 

dottore”  

（ちゃんと食べる人は、病院に行かなくてい

い） 

イタリアでもちゃんと食べるのはとても大

事なことです。食べ過ぎたり、飲みすぎたり

しなければ、健康で病院に行かなくていい状

態になりますのでこの諺を今も使います。 

■ ■ ■ ■ 

☆“張子の虎” 

“Tigre di cartapesta”  

（紙で作った虎） 

イタリアにも、見かけは虎のような怖いけど

本当は怖くない人がいます。その人に対し

て、この諺を良く使います。 

■ ■ ■ ■ 

☆“万事休す” 

“Tutto è perduto”  

（もうだめです！） 

状況が悪くなって、もう問題を解決する可能

性がないときに、この諺を使います。 

ラテン語の諺の紹介(８) 

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。 

★” Peritus in sua material credendum 

est” (専門家を信用したほうがいい – 

Bisogna credere agli esperti) 

ローマ時代から、専門家を信用することは大

事なので、この諺を使っています。現在でも、

専門家が言うことを信じていない人に対し

て使います。 

■ ■ ■ ■ 

★” Pecunia non olet” (お金はくさくない 

– I soldi non puzzano) 

ローマ時代の人々はもともと戦士でしたが

商業も得意でした。2000 年前でも、客のこと

はとても大事にしたので、この諺を使いまし

た。意味は、お金を払えば、誰でもいいとい

うことです。嫌いな人でも、客になれるから

親切にするべきです。 

■ ■ ■ ■ 

★” Pro tempore” (一時的 - Temporaneo) 

ラテン語で、“一時的”の意味で”pro 

tempore”と言う事が出来ます。例えば： 

“La ferrovia è bloccata  ma è stato 

organizzato pro tempore un 

collegamento in bus.” (鉄道は運転してい

ませんが、一時的にバスがあります。)  

面白い名前があるイタリアの町（１） 

☆Crema ☆ 

町の名前でクレーマといえば面白くてかわ

いいですが、残念ながら食べられる Crema 

(日本語のクリーム)とは関係がない様です。

Crema と言う町の歴史は、はっきり分から

なくて少し不思議ですが、ロンゴバルド族に

よって作られた可能性があります。昔のロン

ゴバルド語で、”krem”と言う言葉があって、

その意味は”谷でした。いずれにしても、面

白い町で、歴史的な所も多くて料理も美味し

いですので、イタリアに行く機会があればお

勧めです。場所は Cremona 県で、ミラノか

らそんなに遠くなく行きやすいです！ 

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： まだ寒さが続きますね。特に

北の方は今年雪も多く、気温も相当低いよ

うですね。マイナス３０度など東京では想

像が出来ません。さて、法律の目を盗む職

業というのはどこにも、どの時代にもあり

ますね。たとえば、日本語でダフ屋という

とこれは、フダ（札）を逆さに読んだ職業

ですが、イタリアでは bagarinoと言いま

す。密輸は contrabbando, 詐欺師は

truffatore, imbroglioneなど。しかしオレ

オレ詐欺は、あまりイタリアでは成立しな

いそうです。日本人は人を信用しやすいの

でしょうか。オレオレ詐欺をイタリア語に

すると、truffa telefonicaとなりますが、

その詐欺の手口は水道局だのなんだのと

偽って、家に入り込み盗みを働くか、壊れ

てもいないものを交換させるような手口

です。やはり、オレオレとは違いますね。 

Pagina 2 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Siena: a rischio la banca più antica del 

mondo! 

È attiva dal 1472 e ha superato indenne i 

momento più bui della storia italiana ed 

europea ma adesso la banca Monte dei 

Paschi di Siena si trova in una situazione 

veramente difficile che potrebbe addirittura 

portarla al fallimento. Alla base di questa 

crisi, durante la quale il valore delle azioni è 

precipitato, ci sarebbero alcune ardite 

operazioni di alta finanza effettuate dalla 

dirigenza che non avrebbero avuto i risultati 

sperati e che anzi si sarebbero trasformate 

in veri e propri fiaschi. Secondo la legge 

italiana, qualora una banca dovesse fallire, 

la Banca d`Italia risarcirebbe 

immediatamente i soldi depositati, pertanto i 

correntisti sono tranquilli e coloro che hanno 

deciso di estinguere il conto sono pochi. Per 

questa ragione e anche considerando che il 

Governo sta cercando di dare una grossa 

mano all`istituto di credito senese, 

nonostante tutto le probabilità che la 

faccenda abbia un esito positivo non sono 

poche.  

☆ Torino: in città ci sarà una ruota 

panoramica? 

Nel centralissimo parco del Valentino di 

Torino il comune vorrebbe costruire una 

ruota panoramica come quella di Londra ma 

molti torinesi non sembrano essere 

d`accordo all`iniziativa. Al di là dell`ingente 

somma di denaro che sarebbe necessaria (e 

che in un periodo di crisi farebbe storcere il 

naso a molti), molti cittadini sono contrari 

all`opera perchè modificherebbe troppo il 

panorama della città. Gli italiani sono un 

popolo molto affezionato al panorama della 

propria città che difficilmente accetta grandi 

modifiche dell`urbanistica come la 

costruzione di grattacieli o altri palazzi 

troppo grandi e moderni. 

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

”indenne” 損害のない /”momenti bui” ひ

どい時 / ”azione” 株式/ ”ardito” 勇気のあ

る/ ”fiasco” ボトル・失敗 / ”qualora + 接続

法” ～の場合は / ”dare una mano” 助ける

/ ”istituto di credito” 銀 行 / ”ruota 

panoramica” 観覧車 / ”storcere il naso” 

怒る/ ”panorama” 景色/ ”urbanistica” 都市

工学/ ”grattacielo” 高いビル 

有名なイタリア人(５３) 

Lino Banfi 

 

Nato in Puglia nel 1936, è un famoso 

attore italiano. Specializzato in ruoli comici 

e divertenti, è apparso in tantissime 

commedie tra gli anni 70 e gli anni 80. Nel 

1984 ha recitato in un film comico intitolato 

L`allenatore nel pallone nel quale 

interpretava il ruolo di un allenatore di 

calcio di una squadra scalcinata 

neopromossa in Serie A di nome Oronzo 

Canà. Questo film ha avuto un successo 

enorme, tanto che il nome di questa 

squadra di calcio immaginaria (cioè 

Società Sportiva Longobarda) viene usato 

per indicare una squadra di calcio scarsa e 

piena di problemi. Inoltre, anche 

recentemente Lino Banfi nei panni di 

Oronzo Canà è apparso in diverse 

trasmissioni sportive in televisione e ha 

affiancato i telecronisti in occasione di 

partite di campionato importanti.  

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

1936 年プリア州に生まれた、イタリアの有名

な役者です。喜劇映画俳優として、７０年代

から９０年代にかけていろんなコメディで

活躍しました。１９８４年に L`allenatore 

nel pallone*と言う映画にでて Oronzo 

Canà と言う変なサッカーチームの監督の

役を演じました。この映画はイタリアで大成

功を収め、大体誰でも一回以上この映画を見

たことがあるくらいです。この映画から現在

のイタリア語でも使うイディオムが生まれ

ま し た 。 映 画 の サ ッ カ ー チ ー ム は

Longobarda と言う空想上のチームでした

がとても弱かった為、今もいつも負ける弱い

チ ー ム に 対 し て essere come la 

Longobarda と言うイディオムを使います。

Oronzo Canà はイタリア人が大好きな登場

人物なので、時々Lino Banfi は Oronzo 

Canà の役で、サッカーの番組で解説者とし

てテレビに出てきます。 

＊Essere nel pallone はイタリア語の表現

で、何も分からない状態にいるという意味で

す。それで” L`allenatore nel pallone の意

味は”何も分からない監督”です。Pallone は

イタリア語でサッカーに使うボールのこと

なので、映画のタイトルにも言葉の遊びがあ

って面白いです。 

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

Lino Banfi è un nome d`arte. L`attore 

infatti è registrato all`anagrafe come 

Pasquale Zagaria. All`inizio della sua 

carriera aveva scelto come pseudonimo 

Lino Zaga, abbreviando il nome (Lino sta 

infatti per Pasquale) e il cognome. Tuttavia, 

dato che secondo una superstizione nel 

mondo dello spettacolo le abbreviazioni del 

cognome portano sfortuna, ha deciso di 

cambiare e aprendo a caso una pagina 

dell`elenco telefonico ha scelto il cognome 

Banfi. La cosa interessante è che sebbene 



abbia un fortissimo accento meridionale e 

interpreti sempre personaggi provenienti 

dal Sud Italia, Banfi è un cognome 

settentrionale che anche in Puglia è 

completamente assente.  

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

Lino Banfi は芸名で、本当の名前は

Pasquale Zagaria です。最初彼は Lino 

Zaga と言う名前を使いました。 Lino は

Pasquale のことで、Zaga も Zagaria と言

う名字のことです。でも、映画の世界に名字

の縮小字を使うのは運が悪いと言われたの

で、Zaga を辞めて、電話帳から行き当たり

ばったりに Banfi と言う名字を選びました。

でも彼は南イタリア出身で、話す時にも南イ

タリアのアクセントは強いのですが Banfi

は北イタリアだけにある名字なのでこれも

面白いです。イタリアで名字と名前は場所に

よって違って、北だけにある名字と名前もあ

りますし、南だけにあるものもあります。 

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

“scalcinato” しっかりしない/ “tanto che” 

たいそう～なので/ “immaginario” 創造上/  

“recentemente” 最近 / “telecronista” テ

レ ビ キ ャ ス タ ー / “nome d`arte” = 

“pseudonimo” =芸名/ “dato che” ～なの

で / “superstizione” = 迷信 / “portare 

sfortuna” 不 運 を も た ら す / “elenco 

telefonico” 電話帳/ 

何と言う？日本語の諺(２８) 

☆“左うちわで暮らす” 

“Vivere dalla parte giusta” 

（いい所に暮らす） 

イタリアで左は（sinistra）あんまりいいイ

メージがありません。例えば”sinistro”と言

う名詞の意味は“事故で、”sinistro”と言う

形容詞の意味は”怖くて不吉“です。イタリ

ア語母語者として、左うちわで暮らすのは安

楽に暮らすと言う意味なので面白いです。 

■ ■ ■ ■ 

☆“人は見かけによらぬもの” 

“Non è tutto oro quello che luccica”  

（ピカピカであるものは、いつも金ではな

い） 

人の場合にも、ものの場合にも、見かけだけ

で本当の価値を分かるのは難しいと言う意

味の諺です。 

ラテン語の諺の紹介(９) 

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。 

★” Repetita iuvant” (大事なことはもう一

度言えば役に立つ –  Ripetere aiuta) 

大事なことなら、何回も行ったほうがいいで

す。多分少ししつこいですが、何回も言った

ら聞く人は絶対忘れません。この表現は、普

段に何かもう一度言う時に使います。例え

ば：”Dato che repetita iuvant, ti dico 

ancora di non dimenticarti i compiti.” (も

う一回言ったほうがいいと思うので、もう一

回“宿題を忘れないでください”と言いま

す。)。イタリア語の勉強する時にも単語を

覚えるために”repetita iuvant”なので、習っ

た言葉の復習もしてください。  

季節のイタリア語の言葉（２１） 

☆Il Papa si è dimesso! ☆ 

イタリアではとてもショックでしたけど、バ

チカンの教皇が辞任しました。カトリック教

が始まった時から（２０００年の間ぐらい）、

一回だけ、１２９４年に（７１１年前！）辞

任した教皇がいました。これから新しい教皇

（Papa）の選挙がありますので、枢機卿

は”conclave”と言う会議に集まりま

す。”Conclave”はラテン語から来る単語で、

意味は”con chiave” (鍵で)です。どうしてか

と言うと、”Conclave”の時に枢機卿はロー

マにある建物に入って、門は鍵で閉め、新し

い教皇が決まる時まで誰も入ることが出来

なくて、出かけることも禁止です。新しい教

皇が決まった時には、建物の暖炉から白い煙

が出て、枢機卿も出てきて、”Habemus 

Papa!”と言うラテン語のフレーズを発声し

ます。意味は“新しい教皇がいます”です。

イタリア語で、やっと何か出来た時に、歓声

を上げて、”Habemus Papa!”と言います

が、これはこの言葉からきています。 

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 

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： ちょうどこの稿を書いている

ときに、ローマ法王の辞任のニュースが入

ってきました。既にコンクラーベは有名で

すが、今号に説明があるように、これが

con chiave(鍵で)という意味であることは

あまり知られていないでしょうね。しかし

コンクラーベは日本語の「根比べ」に通じ

るから覚えやすいですね。鍵で閉められた

密室でこれから、本当に枢機卿の根比べが

始まります。イタリアの選挙も今月末で

す。イタリアでは海外に住む人も投票が出

来ます。また投票日も 3日ほどかけます。

そうしないと投票に行かれない人が多く

出るからだそうです。日本は、一日で投票

終了の瞬間にもう大半が決まりますね。大

事な選挙だからそんなに慌てなくてもい

いような気もしますが。どうでしょう。次

号発刊時にはイタリアの選挙結果も出て

います。そして春 3月です。 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Italy in Japan 2013: una serie di eventi 

per conoscere meglio l`Italia 

L`ambasciata d`Italia a Tokyo sta 

promuovendo una serie di eventi per 

diffondere la cultura, le usanze e lo stile di 

vita italiano in Giappone. Tutte queste 

iniziative fanno parte del progetto “Italy in 

Japan 2013” che durerà tutto l`anno e che 

prevede molti altri incontri incentrati sull`arte, 

sulla letteratura, sul turismo e sulla cucina. 

Per ulteriori informazioni sugli incontri 

proposti, che tra l`altro non verranno 

organizzati solo a Tokyo ma anche nel resto 

del paese, cliccate su http://italyinjapan.com. 

☆Carne di cavallo nei tortellini della 

Nestlè. Scoppia la polemica. 

La grande multinazionale con sede in 

Svizzera è sotto scacco da quando durante 

delle analisi di routine nel ripieno di alcuni 

tortellini venduti nei principali supermercati 

d`Europa sono state trovate tracce di carne 

di cavallo. Ovviamente la carne di cavallo di 

per sè non è pericolosa per la salute e anzi 

spesso viene utilizzata per preparare dei 

piatti tradizionali dell`Italia del Nord, tuttavia 

è molto più economica del manzo. Per 

questo, se un consumatore dovesse 

acquistare una confezione di tortellini 

credendo che il ripieno sia di carne di manzo 

e scoprisse che invece sta per mangiare del 

cavallo avrebbe tutte le ragioni per perdere 

le staffe. In ogni caso, al fine di evitare 

incidenti o malintesi, la Nestlè ha assicurato 

la massima collaborazione con le autorità al 

fine di fare piena luce sull`accaduto.  

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

”promuovere” 振興する/”una serie di ~” 

～の沢山の種類 / ”stile di vita” 生活のスタ

イル / ”progetto” 企画 / ”essere sotto 

scacco” 困ること / ”ripieno” 詰め物をし

た / ”traccia” 微量/ ”di per sè” それ自体で

/ ”anzi” それどころが/ ”consumatore” 顧

客/ ”avere tutte le ragioni di” ～する権利を

持っている/ ”perdere le staffe” 怒る/ “in 

ogni caso” とにかく/ ”malinteso” 思い違

い/ ”fare piena luce su” ～をはっきり分か

る / “accaduto” 出来事 

有名なイタリア人(５４) 

Giovanni Agnelli 

 

Nato a Torino nel 1921, è stato un grande 

imprenditore italiano. Soprannominato 

l`Avvocato sebbene non abbia mai 

esercitato la professione, era il maggior 

azionista del gruppo FIAT. Contrariamente 

a quanto possa sembrare, nei primi anni 

della sua vita non si è gettato a capofitto 

nel lavoro ma anzi si è fatto da parte e ha 

affidato le redini del gruppo a un gruppo di 

dirigenti altamente preparati. A quei tempi 

la situazione era difficile, l`azienda era 

stata messa in ginocchio dalla guerra e per 

risollevarla era necessario uno sforzo che il 

giovane Agnelli non si sentiva in grado di 

fare da solo. Col tempo comunque la 

scelta si è rivelata ottima dato che in pochi 

anni la FIAT si è rimessa in piedi ed è 

diventata una delle aziende più solide 

d`Italia. A partire dagli anni sessanta poi 

c`è stata una grande espansione  

all`estero e soprattutto in America tanto 

che la FIAT è diventata la terza più grande 

fabbrica di automobili del mondo dopo la 

Ford e la Toyota.   

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

１９２１年にトリノに生まれた、イタリアの

とても有名な企業家です。弁護士として働い

たことがないのに、大学で法律の勉強をした

のでメディアでは Avvocato（弁護士）と言

うあだ名で呼ばれました。FIAT 自動車工場

の社長だったので、イタリアでもヨーロッパ

でも強い力がありました。子供の時に父が急

になくなって、大学卒業の時に FIAT の社長

になりましたがまだ若くて、こんな大きい会

社を経営する自信がなく、能力のある経営者

に任せました。当時は第２次世界大戦が終わ

ったばかりで、工場も本社もアメリカの空爆

で破損されており、復興はとても大変でし

た。でも、任せた経営者のおかげで、FIAT

はすぐ立ち直り、５年の間に財政的に安定し

た企業になりました。１９６０年代の後半か

ら、FIAT は益々発展して、世界で３番目に大

きな自動車会社になりました。 

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

Giovanni Agnelli ha iniziato a occuparsi in 

prima persona della FIAT solamente negli 

anni cinquanta ed è a questo periodo che 

risale la sua prima grande intuizione. 

Esattamente come Henry Ford molti anni 

prima, Agnelli aveva capito che per 

assicurarsi un futuro roseo doveva riuscire 

a vendere un`automobile economica che 

tutti avrebbero potuto comprare, anche e 

soprattutto i suoi stessi operai. Per questa 

ragione, fece progettare e costruire la 500 

e la 600, cioè due modelli storici e ancora 

adesso utilizzati che hanno rappresentato 

le prime automobili non di lusso immesse 

sul mercato taliano. 

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

FIAT の発展の理由は、１９５０年代と１９

６０年代の間に出てきたAgnelliの新しい考

http://italyinjapan.com/


え方です。アメリカの Henry Ford と同じ

で、売り上げを上げるためには、誰でもが買

うことが出来る車を売ることが必要だと考

え、500 と 600 と言う安い車を作って売り

ました。これは今もある車で、５百万台ぐら

い作られています。500 の前、自動車は高価

なもので、エリートの人だけが買うことが出

来ましたが FIAT の安い車が出てきた時か

ら、誰でも車を買えるようになり、急に町で

走る車がとても増えました。それで、新しい

道路と駐車場とそして高速道路などを建設

する必要が生じました。 

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

L`Avvocato era un uomo di grande 

carisma. Amato dai suoi operai e dai 

torinesi e rispettato anche dai suoi nemici, 

si ha sempre agito con grande  classe ed 

eleganza, tanto da diventare un vero e 

proprio esempio di comportamento. Da 

sempre appassionato di sport, seguiva con 

passione la Juventus, che tra l`altro è la 

squadra di calcio di proprietà della famiglia. 

Sciatore provetto e amante degli sport 

invernali, ha finanziato la costruzione di 

alcuni impianti sciistici in Piemonte e si è 

battuto per l`assegnazione dei XX Giochi 

Olimpici Invernali alla città di Torino. 

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

人間としては、トリノの町の人にも、FIAT

で働く人の中でも人気者でした。立派な紳士

としてとても有名で、”comportarsi come 

l`avvocato Agnelli”（アニェリ氏のように

振る舞う）は“とてもおしゃれで、よいマナ

ーで行動する”と言う意味です。彼は美術と

スポーツにとても興味がありました。FIAT

グループはイタリアの Juventus と言うサ

ッカーチームも持っていて、彼は Torino の

サッカー場に試合を見に行くのが大好きで

した。ウインター・スポーツも大好きで、ス

キーもうまく、トリノオリンピックを開催す

るためにとても力を尽くしました。 

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

“imprenditore” 企 業 家 / “gettarsi a 

capofitto in ~” ～でとても頑張る/ “farsi 

da parte” 辞める/  “a quei tempi” あの

時 に / “mettere in ginocchio” 困 る / 

“immettere sul mercato” 販売をし始める/ 

“carisma” カリスマ/  “provetto” 上手 / 

“battersi per ~” ～ためにとても頑張る 

季節のイタリア語の言葉(２２) 

☆“I giorni della merla” 

東京では一番寒い時は普通２月ですが、イタ

リアは少し違います。勿論、２月はまだ温か

くはないですが、一番寒い月は１月です。特

に１月の２９日から３１日まで。その３日

は”Giorni della merla”（クロウタドリの日）

と呼ばれています。とても古い伝説によれ

ば、昔１月は２８日の月で、２月は３１日の

月でした。ある場所で１月２８日になって、

もうこれから暖かくなると思っていたクロ

ウタドリがパーティをしました。１月が終わ

ることで、クロウタドリが喜んでいたので、

１月はさびしくなっておりました。だから２

月にお願いして、２月から３日間を貰いまし

た。それから、１月は３１日の月になりまし

た。そしてその日の内に１月はわざと寒くな

りました。そうするとクロウタドリは困っ

て、体を温めるために家の煙突の中に入って

しまいました。それまで白い綺麗な鳥でした

が煙突の中に入ったので黒くなり、それ以来

今も黒いです。この伝説は、一般的にイタリ

アの小学生に教えます。何かひどい事があっ

てもそれが完全に終るまでは喜ばず、最後に

なるまでは注意したほうがいいという意味

の教訓です。 

ラテン語の諺の紹介(９) 

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。 

★” scientia potentia est” (知恵は力にな

ります –  “Il sapere è potere”) 

ローマ時代にも沢山勉強した人は人より強

くて偉くなりました。沢山勉強して、知識が

多かったら絶対権力を持つことが出来ます。

イタリア語の勉強も力強くなることに役に

立つので、ぜひ頑張ってください！ 

http://Kudanacademy.jp 

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・文法・読解・

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：1月の 24日と 25日にイタリア

で選挙があり、今もまだ体制が決まってい

ません。中道左派も中道右派もどちらもマ

ジョリティを得ることが出来なかったか

らです。このイタリアの政局は世界を動か

して、連日為替や株に影響を与えているよ

うです。中道左派のリーダーは元共産党の

ベルサーニ、中道右派はベルルスコーニで

す。お互い嫌いあっていると言われている

二人ですから、はたして連立を組むことが

出来るでしょうか。モンティは意外と人気

がなかったですね。彼は学者で全く笑いま

せんし冗談をいいません。一方<五つ星運

動＞のグリッロは元コメディアンで笑わ

せるのは得意です。この４者を見ていると

極端に違う気がします。やはりイタリアで

はむっつりしてては駄目なようです。本当

は政策だと言いたいのですが。  法王も

２月末で辞任しました。次号が出るまでに

大きく変化していそうなイタリアです。 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Elezioni 2013: alla Camera e in Senato 

un pericoloso equilibrio tra i partiti 

In seguito al risultato delle elezioni politiche 

della settimana scorsa al momento non c`è 

in Italia un partito o una coalizione che abbia 

seggi a sufficienza per governare. La 

situazione è molto incerta e nessuno, 

nemmeno il Presidente della Repubblica, 

sembra essere in grado di prevedere che 

cosa succederà nelle prossime settimane 

oppure chi sarà il prossimo presidente del 

consiglio. Ovviamente questa situazione di 

incertezza nel bel mezzo di una grave crisi 

economica non sta aiutando né il paese né 

tanto meno i mercati. La borsa di Milano, da 

sempre chiamata “Piazza Affari”, ha 

registrato delle ingenti perdite non appena 

sono stati diffusi dai media nazionali e 

internazionali i risultati finali della votazione.   

☆ Grandi investimenti cinesi negli 

immobili italiani 

Negli ultimi mesi in Italia sono aumentate le 

tasse di possesso sui beni immobili pertanto 

diversi propietari hanno messo in vendita 

alcune seconde case. Questo fenomeno non 

ha risparmiato anche le classi sociali più 

abbienti e quindi ci sono stati diversi casi di 

persone molto ricche che si sono rivolte ad 

agenzie immobiliari italiane e straniere per 

cercare di vendere strutture come ville di 

lusso e palazzi signorili. Ovviamente, molte 

offerte di acquisto sono state presentate da 

italiani o cittadini europei, tuttavia ciò che ha 

sorpreso gli addetti ai lavoro è che per la 

prima volta sono arrivate tante richieste 

anche dalla Cina. È quindi probabile che nei 

prossimi mesi le zone più belle ed esclusive 

d`Italia diventino una meta per le vacanze di 

ricchi imprenditori cinesi. Si spera che la loro 

presenza sia sufficiente ad attirare nuovi 

investimenti che possano rilanciare 

l`economia sempre in difficoltà del Bel 

Paese.  

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

”elezioni politiche” 国 際 線 今 日

/”coalizione” 同 盟  / ”seggio” 議 席

/ ”incerto” 疑わしい/ ”nemmeno” ～さえも

ない / ”Presidente della Repubblica” 大統

領 / ”nel bel mezzo di ～” ～の真ん中

/ ”borsa” 株式市場 / ”ingente” 巨大な

/ ”perdita” 赤字/ ”non appena” ～するとす

ぐ に / ”tassa di possesso sui beni 

immobili” 不 動 産 税 金 / “mettere in 

vendita” 販売を始める/ ”classi sociali più 

abbienti” お金が沢山ある人 / ”esclusivo” 

贅沢な  / “in difficoltà” 困っている / “Bel 

Paese” イタリア 

有名なイタリア人(５５) 

Alberto da Giussano 

 

Alberto da Giussano è un eroe leggendario 

che risale al XII secolo dopo Cristo. Non si 

può sapere se è vissuto realmente o no, 

tuttavia in alcune cronache storiche 

dell`epoca viene descritto come il 

condottiero che ha guidato l`esercito dei 

comuni lombardi nella battaglia di Legnano 

del 1176. Nel medioevo l`Italia del Nord era 

divisa in tanti piccole città stato che per 

difendersi dal più forte Impero Tedesco che 

le minacciava da Nord si erano alleate 

nella Lega Lombarda il cui comandante 

sarebbe appunto stato, secondo alcuni 

documenti scritti qualche secolo dopo, il 

milanese Alberto da Giussano.  

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

アルベルト・ダ・ジュッサーノは１２世紀の

伝説的な英雄です。本当に生きていたかどう

か今もはっきり分かりませんが、その時代に

書かれた物語によれば１１７６年のレニア

ーノ戦い(Battaglia di Legnano)の時にロン

バルディア同盟の軍隊の傭兵隊長でした。ロ

ンバルディア同盟は、１１６７年にドイツか

ら自治都市の独立を守るために出来たロン

バルディア州、ベネト州、エミリア州そして

ピエモンテ州の自治都市の同盟です。 

１１７０年代に、ドイツの軍団は北部イタリ

アにやって来ました。その目的は自治都市を

全て征服することでした。ドイツの軍団のほ

うが強いのでイタリアの自治都市の人々の

中には降服しようと思っていた人もいまし

たが、アルベルト・ダ・ジュッサーノは降服

は絶対だめと主張し、一生懸命戦うように皆

を説得しました。そして１１７６年にレニア

ーノという村で（今もミラノの北にありま

す）決戦がありました。当時、ロンバルディ

ア同盟のほうが戦力としては大分落ちまし

たが、死に物狂いで戦って勝利しました。そ

して、ドイツの軍団は退却し、北イタリアは

独立を守ることが出来ました。 

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

Sebbene non si sappia con certezza se è 

vissuto realmente o meno, in passato e 

anche in tempi più recenti è stato utilizzato 

come simbolo del legame fraterno delle 

città del Nord Italia alleate contro gli 

invasori. Sia lui che i fatti della battaglia di 

Legnano del 1176 sono citati nell`inno 

nazionale italiano e durante la seconda 

guerra mondiale anche un incrociatore 

della Regia Marina era intitolato alla sua 



memoria. Negli ultimi decenni anche la 

Lega Nord (un partito politico molto 

presente in Piemonte, Lombardia e 

Veneto) riporta nelo suo stemma 

un`immagine leggermente stilizzata di 

Alberto da Giussano.   

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

彼は架空の人物で、存在自体ははっきり分か

りませんが、昔も今も北イタリアにある町の

同士的結合のシンボルとして扱われていま

す。イタリアの国歌(Fratelli d`Italia)にレニ

アーノの戦いのことも引用されており、また

昔は海軍にアルベルト・ダ・ジュッサーノと

いう巡洋艦がありました。レニアーノという

村には、中心の広場にアルベルト・ダ・ジュ

ッサーノの像があります。２０年前ぐらい北

イタリアに出来た”Lega Nord”と言う政治

団体のロゴにはアルベルト・ダ・ジュッサー

ノの絵があります。 

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

“eroe leggendario” 伝説化された英雄 / 

“cronaca storica” 歴 史 物 語 / 

“condottiero” 傭兵隊長/  città stato自治

都市/ “con certezza” はっきり/ “in tempi 

(più) recenti” 最近 / “legame fraterno” 

同 士 的 結 合 / “simbolo” シ ン ボ ル /  

“citare” 引用する /  “incrociatore” 巡洋

艦 / “Regia Marina” イタリア王国海軍 / 

“stemma” ロッグ/  “leggermente” 少し 

/ “stilizzato” 図案化した 

季節のイタリア語の言葉(２３) 

☆Il raffreddore da fieno☆ 

春になりますので、花粉症に気をつけましょ

う。勿論、イタリアでも花粉症(Raffreddore 

da fieno)になる人がいますが、日本のほう

が 多 い 様 で す 。 花 粉 症 の 学 術 用 語

は ”pollinosi” で す が ”raffreddore da 

fieno”のほうが分かりやすくてよく使われ

ています。イタリアでは、花粉症になっても、

マスク(mascherina)はしません。薬を飲み

ますが、吸入器(inalatore)で飲む薬です。花

粉は(polline)空気中に飛びますので、特に風

の日は大変で、出来れば出かけず家の中にい

ます。 

ラテン語の諺の紹介(１０) 

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。 

★” in media sta virtus” (美徳は真ん中に

あります –  “la virtù è nel mezzo”) 

ローマ時代も、今も節度はとても大事で、何

について話しても極端な考え方をやめたほ

うがいいです。極端から極端までのちょうど

真ん中に美徳があるという考えですので、昔

も今もこの諺を良く使います。 

■ ■ ■ ■ 

★” tabula rasa” (文字を消された黒板 –  

“lavagna cancellata”) 

ラテン語で”Tabula rasa”は何も書いてない

黒板で、意見がないことを表します。それで、

何も考えがない人に対してよく使います。例

えば、”Quell`uomo è una tabula rasa”の

意味は”あの男性は考えがない”です。 

“Fare tabula rasa”と言う表現もあり、意味

は何でも破壊するになります。例えば”I 

soldati hanno fatto tabula rasa della 

città”の意味は”兵士たちは町を全部破壊し

てしまいました。 

何と言う日本の諺(３０) 

★武士に二言なし 

“Un ufficiale mantiene sempre la parola 

data” (士官は約束をいつも守ります) 

イタリアでも日本の武士も、軍隊の士官も二

言をつかないイメージがありますので、この

諺はとても似てると思います。 

■ ■ ■ ■ 

★二つ良いことはない 

“Non si può avere la botte piena e la 

moglie ubriaca”  

(ワインの樽はいっぱいで、同時に奥さんも

酔っ払っている時がない) 

同時に、二つ良いことがない時は多く、その

状態を酔っ払った奥さんとワインのたるの

二つがある状態いという比喩です。何をやる

にしても、メリットとデメリットがあるとい

う意味で、この諺を良く使います。 

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・文法・読解

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： 3月も中旬となり、桜開花の

声が聞かれるようになりました。当校でも

3月 29日に‘お花見会’をやる予定です。

こぞってご参加ください。ローマ法王はフ

ランシス 1世に決まりました。イタリア語

では Francesco（フランチェスコ）です。

アルゼンチン出身ですが、アルゼンチンは

イタリア移民がとても多い国で勿論、法王

の先祖もイタリア人のようです。フランシ

スコという名前は、日本ではなじみが深い

ですが、ローマ法王の名前としては初めて

です。何故か？先の法王はベネディクト

16世でした。グレゴリオスも 16世、一番

多いのはヨハネで 23世まであります。そ

れに対して、フランチェスコは聖フランチ

ェスコで有名な宗派の名前ですが、カトリ

ック内部の事情がこれまでこの名前の法

王がいなかった理由のようです。一方、イ

タリアの首相は、今日現在まだ決まってい

ないようです。次回をお楽しみに。 
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