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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆ Petrolio in Basilicata: anche 

un`azienda giapponese si occuperà delle 

trivellazioni 

Alcuni anni fa in Basilicata è stato scoperto 

un giacimento di petrolio di modeste 

dimensioni. In Italia non ci sono le centrali 

nucleari e anche la produzione di energia 

elettrica dipende soprattutto dai carburanti 

fossili, quindi il governo ha subito ordinato di 

iniziare le trivellazioni. Per questa delicata 

missione sono state contattate anche alcune 

società petrolifere straniere, tra cui 

l`anglo-olandese Shell e la giapponese 

Mitsui. Al momento le trivelle sono in fase di 

installazione e le estrazioni vere e proprie 

cominceranno entro qualche settimana. 

Secondo alcuni calcoli, il petrolio della 

Basilicata dovrebbe bastare per coprire il 

40% del fabbisogno italiano di greggio.  

☆Prima messa del nuovo papa  

Il nuovo papa ha detto la sua prima messa a 

Roma. Per farlo ha scelto una piccola chiesa 

della capitale. Al termine della funzione, 

contrariamente a quanto prevede il 

protocollo, il Santo Padre è voluto andare in 

mezzo ai fedeli per salutarli uno a uno. Con 

questa azione ha probabilmente voluto 

sottolineare che da oggi il Vaticano cercherà 

di stare di più con la gente comune  per 

tentare di capirne i problemi e le difficoltà 

della vita di tutti i giorni. 

☆花見 alla Kudan Academy! 

Anche qui alla Kudan Academy abbiamo 

deciso di salutare la fioritura dei ciliegi del 

2013 con una piccola festa alla sera di 

venerdì 29. È stata una serata molto 

divertente: abbiamo mangiato, abbiamo 

bevuto e soprattutto abbiamo parlato tanto in 

italiano. La prossima festa alla Kudan 

Academy sarà probabilmente per Natale. 

Come al solito, vi aspettiamo numerosi!  

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

”giacimento” 油層 /”petrolio” 石油  / ”di 

modeste dimensioni” 小さい / ”centrale 

nucleare” 原子力発電/ ”carburante” 動力

用燃料 / ”fossile” 化石の / ”trivellazione” 

ボーリング/ ”società petrolifera” 石油会社

/ ”essere in fase di ~” ～が好調である

/ ”messa” ミサ/ ”contrariamente a ~” ～に

反 し て / ”protocollo” プ ロ ト コ ー ル / 

“fedele” (名) 信者、(刑) 敬虔な/ ”uno a uno” 

１人づつ/ ”come al solito” 何時も通り 

有名なイタリア人(５６) 

Jorge Maria Bergoglio 

 

Jorge Maria Bergoglio, l`attuale papa 

Francesco, è nato in Argentina nel 1936. I 

suoi genitori erano entrambi piemontesi e 

fin dai primi anni oltre allo spagnolo gli 

hanno insegnato la lingua italiana e 

addirittura il dialetto piemontese che tuttora 

è in grado di comprendere. Fino ad oggi ha 

sempre vissuto in Argentina, a Buenos 

Aires, dove si è dedicato ad aiutare i poveri 

e le persone bisognose. Negli anni della 

dittatura militare del generale Jorge Rafael 

Videla, ha cercato di aiutare diversi 

oppositori politici del governo. Spesso 

nascondeva persone ricercate dalla polizia 

politica oppure intercedeva presso le 

autorità militari per sollecitare la liberazione 

di coloro che erano stati arrestati per reati 

di opinione.   

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

今のローマ教皇の名前はユールゲ・マリア・

ベルゴリーオです。アルゼンチン人ですが、

両親ともピエモンテ州出身のイタリア人で

した。従い、イタリア語も、ピエモンテ弁も

話すことが出来ます。生まれた時から現在ま

でずっとブエノス・アイレスに住んでいて、

貧しい人のために努力しました。アルゼンチ

ンには７０年代に軍事独裁政権があり、反対

した人で投獄された人が多くいました。その

時、彼は警察の捜査を逃れた反政府の人々を

助けました。何回も警察所や刑務所にいっ

て、投獄された人のために請願しました。 

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

Gli argentini con origini italiani sono molto 

numerosi. Si calcola infatti che quasi il 50% 

dei cittadini argentini siano di origine 

italiana. Per questa ragione, lo spagnolo 

parlato in Argentina è simile alla lingua 

italiana mentre anche nella cucina 

tradizionale ci sono dei piati che derivano 

dalla tradizione culinaria italiana come il 

pesto e alcuni tipi di focacce. Tra gli 

italo-argentini più conosciuti ci sono anche 

diversi calciatori tra cui il famoso Lionel 

Messi e il capitano dell`Inter Javier Zanetti.  

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

アルゼンチンには多くのイタリア人がいま

す。人口の５０％ぐらいはイタリアから来た

人々だと言われます。１８００年代に、アル

ゼンチンに移住したイタリア人は本当に沢

山いました。その結果、アルゼンチンで話す

スペイン語はイタリア語と似ていますし、ア

ルゼンチンの伝統的な料理もイタリア料理

と似ていて、とても美味しいです。イタリア

系のアルゼンチン人の中には有名な人が多

いです。世界中大変有名なサッカー選手、リ

オネル・メッシも、イタリア人の血が流れて

います。 



“papa” 教 皇 / “entrambi” 両 方 も / 

“piemontese” ピエモンテ州の / tuttora 

現在/ “essere in grado di” ～が出来る/ 

“povero ( 名 )” 貧 し い 人 / “dittatura 

militare” 軍事独裁 / “generale” 対象 /  

“cercare di ~” ～ し よ う と す る  /  

“oppositore” 反対者/ “ricercato” 探索さ

れた / “sollecitare” 請願する /  “essere 

simile a” ～と似てる / “italo-argentino” 

イタリア糸アルゼンチン人 

日本人学習者にイタリア語表現の紹介(２３) 

☆”avere paura” e “essere pauroso”☆ 

 “こわい”をイタリア語にする場合、注意

したほうがいいことがあります。怖いことが

あ れ ば 、 ”spaventoso” と ”temibile”

と”terribile”と言う形容詞を使います。例え

ば： 

☆怖い映画  =  film spaventoso 

☆怖い夢 =  sogno terribile 

☆怖い人 =  persona temibile 

逆に、主語の気持ちについて話したら（「～

が怖い」なら）、”avere paura di”を使いま

す。例えば 

☆私は地震が怖いです = io ho paura del 

terremoto 

☆彼女は火事が怖いです = lei ha paura 

degli incendi 

☆私たちはへびが怖いです = Noi abbiamo 

paura dei serpenti. 

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。 

■ ■ ■ ■ 

★”via crucis” (十字架の道行き) 

ローマ時代も、暗殺者は十字架に掛けられま

した。掛けられる前に、有罪判決を受けた人

は自分の十字架を持って、十字架に掛けると

ころまで運びました。町からそのところまで

の道は”via crucis”と呼ばれていました。今

も、難しくて大変な事に対して”essere una 

via crucis”と言う表現を使う事が出来ま

す。たとえば： 

“L`esame di inglese è stato una via 

crucis” 

(英語のテストはとても難しくて大変でした) 

または： 

Lavorare dalla mattina alla sera in 

quell`azienda è una via crucis!” 

(あの会社で朝から夜まで働くのはとても難

しくて大変です。) 

何と言う日本の諺(３０) 

★弁慶の泣きところ 

“Il tallone di Achille” (アキレスのかかと) 

昔ギリシアの神話のアキレスはとても強く

て。打ち負かせない戦士でしたが、弱点があ

りました。彼のかかとでした。 

それで、今も自分の弱点について話すときに

は、”è il mio tallone d`Achille”と言うイデ

ィオムを使う事が出来ます。 

例えば： 

“La matematica è da sempre il mio 

tallone d`Achille” 

(数学は昔から私の弱点です) 

イタリアの田舎の村（１５） 

Cortina d`Ampezzo, che bel paesino! 

 

北イタリアのベネト州にあるとてもかわい

い村です。東のアルプスの真ん中にあって、

建物は石で作られ、北ヨーロッパの様な雰囲

気があります。冬には雪が沢山降りますの

で、スキー場も沢山あって、１９５６年には

ウインターオリンピックがありました。伝統

的な料理も美味しいです。特にチーズと肉は

お勧めです。美味しいパスタもあります。

Pizzoccheri と言うパスタで、そばで作っ

て、チーズとキャベツと混ぜて食べます。果

物も美味しいですし、特にりんごは有名で

す。今度イタリアに行ったら、ぜひ、遊びに

行ってください！ 

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・文法学

習・読解学習・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： 今年は花見の時期が突然やっ

てきました。寒い冬が続いていたかと思っ

たら、なんと東京での開花は史上一番早い

とか。当校でも 3月 29日に花見を行いま

した。ちょっと遅いかと思いましたが、花

はなんとか持ちこたえてくれました。今日

まだイタリアでは、政権が発足できていま

せん。連立政権が組まれるのか、もう一度

選挙が行われるのか予断を許さない状況

です。日本は政権が変わり、円安になり先

行きの期待感から株価が上がり、消費が増

えてムードは上昇気味です。バブル崩壊か

ら 20年。この間上昇期待はずっと裏切ら

れて来ましたが、今度は？ デフレしか知

らない若者がインフレ時代に入った時の

消費がどう動くか？ なんて余計な心配

かな。10年経てば世の中がひっくり返る

のは、今の中国を見ればわかります。でも

希望は持ち続けたいものです。 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆Idiom della lingua italiana: esce il 

secondo volume 

 

A distanza di due anni dal primo “Idiom della 

lingua italiana” (イタリア語のイディオムと口

語表現 ) è stata pubblicata la seconda 

edizione. Anche questa volta gli idiom 

raccolti e spiegati sono 600; la novità 

rispetto al passato è invece  che tutte le 

voci sono suddivise a seconda dei contenuti. 

Abbiamo infatti il capitolo sugli “idiom” che 

hanno a che fare con gli animali, quello 

relativo ai cibi e alla natura e anche quello 

dedicato alla storia e alle tradizioni. Sì, 

perché in tutto il mondo, la società e anche 

le tecnologie e i media hanno influenzato e 

influenzano tutt`ora la lingua parlata dai 

cittadini favorendo la creazione di nuovi 

termini o modi di dire. Per informazioni sul 

libro (che come il volume 2 costa 2500 Yen) 

visitate www.kudanacademy.com.  

☆Rondini in ritardo e sempre meno. Di 

chi la colpa? 

Un vecchio proverbio dice “Una rondine non 

fa primavera” (ツバメが１羽来たからといっ

て春にならない)。Questo vecchio modo di 

dire era molto diffuso perché da sempre 

verso marzo/aprile nelle campagne 

arrivavano moltissime rondini. Da alcuni anni 

però non é più così. Fortunatamente ci sono 

ancora questi simpatici uccellini ma il loro 

numero è calato del 50% negli ultimi 10 

anni. Non si sa ancora con precisione il 

perché di questa diminuzione delle rondini 

ma probabilmente i principali colpevoli sono 

l`inquinamento dell`aria e lo sviluppo urbano 

delle città a discapito delle campagne.  

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

”edizione” 出版/”a seconda di ~” ～によ

って / ”contenuto” 含有物/ ”avere a che 

fare con ~” ～と関係がある/ ”relativo a” 

～に関する  / ”dedicato a ~” ～に献じる

/ ”influenzare” 左右する/ ”rondine” ツバ

メ / ”colpevole” 犯 人 / ”inquinamento 

dell`aria” 大気汚染 / ”urbano” 都市の / ”a 

discapito di ~” ～のために悪い結果になり

ます/ ”campagna” 平原 

有名なイタリア人(５７) 

Romano Prodi 

 

Tra poche settimane scade il mandato del 

Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano e quindi il Parlamento e il 

Senato insieme dovranno riunirsi per 

eleggere un successore alla carica più 

prestigiosa della Repubblica. Ovviamente 

ci sono già alcuni personaggi che hanno 

delle probabilità di essere eletti e uno di 

questi è il bolognese Romano Prodi.  

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

まもなく、イタリアの大統領のジョルジョ・

ナポリターノの任期が終わって、議会と上院

は新しい大統領を選ばなければなりません。

それで、最近テレビや新聞上で、次の大統領

になる人の紹介が沢山あります。大統領の候

補者の中では、ロマーノ・プローディは興味

ある人物だと思います。 

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

Romano Prodi, già Presidente del 

Consiglio in due occasioni, è un moderato. 

È iscritto al Partito Democratico ma piace 

molto anche ai partiti di centro che sono 

pronti a sostenerlo. È anche uno dei politici 

italiani che più si sono impegnati per 

l`Unione Europea e per questa ragione ha 

molti amici ed estimatori anche all`estero. 

Oltre a dedicarsi alla politica, per molti anni 

ha lavorato prima come ricercatore e poi 

come professore di economia in alcune 

delle più importanti università italiane. È 

quindi un grande esperto di questioni 

economiche e certamente il suo contributo 

può essere di molto aiuto in questa 

situazione di crisi. 

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

ロマーノ・プローディはボローニア出身で、

かって２度首相を務めました。ずっとやや左

寄りの Partito Democratico（日本の民主党

にあたるイタリア政党）のメンバーですが穏

健なので、中道派にも支持者が沢山います。

初めから、ヨーロッパ統一主義者なので、外

国にも支持者が多く、もし大統領になったら

周りの国は満足するでしょう。政治家になる

前には、経済学の大学講師としていろんな有

名な大学で教鞭をとりました。今ヨーロッパ

とイタリアでは経済の問題が深刻なので、彼

のように経済に詳しい人が大統領になれば

いいと思う人も沢山います。 

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

In tutti questi anni, Romano Prodi a 

sempre avuto un soprannome 

particolarmente curioso. Per via del suo 

fisico robusto, della sua facciona rotonda e 

delle sue origini bolognesi è stato 

soprannominato dalla televisione e dai 

giornali “Mortadella” e sono state 

http://www.kudanacademy.com/


pubblicate in passato tantissime fotografia 

ironiche come questa. 

 

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

イタリアでは大変有名な人なので、ロマー

ノ・プローディも皮肉的なニックネームがあ

ります。ボローニアに生まれて、少し太って

いて、頭も大きくて丸いから、ニックネーム

はMortadella です。イタリア人は皮肉が大

好きなので、メディアでもMortadella と関

連したいたずらも沢山ありました。 

＊Mortadella（モルタデッラ）はもともとボ

ローニアの伝統的な豚肉のハムです。とても

美味しいですから、今度イタリアに行ったら

食べてみてください！ 

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

“mandato” 委任 / “Parlamento” 議会 / 

“Senato” 上院 / “eleggere” 選択する / 

“successore” 後 継 者 / “avere delle 

probabilità di ~” ～の可能性がある / 

“Presidente del consiglio” 首 相 / 

“moderato” 穏健な/  “estimatore” 支持

者  /  “esperto di ~” 専 門 家   /  

“contributo” 協力 

日本人学習者にイタリア語表現の紹介(２４) 

☆”andare in ~” oppure  “andare a ~” ? 

Andare 動詞を使う時に、場合によって”a”

か”in”か”da”と言う前置詞を使い分けます。

残念ながら、特に”a”と”in”の場合に不規則

な事が沢山ありますが、これから紹介するル

ールを守ったら間違う可能性は減ります。 

☆まず、目的地が町なら”a”を使い、国な

ら”in”を使います。例えば”Vado a Tokyo”

と”Vado in Giappone”. （＊”Stati Uniti

だけ複数なので少し特別で、”Vado negli 

Stati Uniti”になります）。 

☆目的地は女性名詞なら、”in”だけで大丈夫

です。例えば”Vado in stazione”, “Vado in 

piscina” と ”vado in posta” の 場

合、”stazione”も”posta”も”piscina”も女

性名詞なので”in”を使います。（＊目的地の

女性名詞の後で形容詞と性質を示す言葉や

文章があれば、”in”の代わりに”alla”を使い

ま す 。 例 え ば ： ”vado alla piscina 

comunale”、または”Vado alla stazione di 

Ichigaya”） 

☆目的地は部屋とか、建物の中なら”in”だけ

で十分です。例えば ”vado in cucina”

と ”vado in garage” で は ,”cucina”

と”garage”は建物の中で、壁と屋根があり

ますから”in”を使います。（＊”ingresso”だ

け少し特別なので、”vado nell`ingresso”

のほうがお勧めです）. 

☆目的地は男性名詞なら、いつも”al”と”allo”

の ほ う が い い で す 。 例 え ば ”vado 

all`ospedale” と ”vado al ristorante”

と”vado allo stadio”。（＊時々”in”も使え

る時もありますがいつも使えるわけではな

いから注意しましょう）。 

☆ 最 後 に 、 目 的 地 は 人 の と こ ろ な

ら、”dal”,”dallo”と”dalla”を使います。例

えば：”vado dal dottore.” と  “vado 

dalla professoressa”. （人の名前なら、

冠詞を使わなくていいですが、女性の方の

名字なら、”dalla”を使うのは必要です。例

えば： ”Vado da Mario”も ”Vado dal 

Mario”も、”Vado da Yuki”も、”Vado dalla 

Yuki”も正しいですが名字を使えば、男性な

ら ”Vado da Tanaka” も ”Vado dal 

Tanaka”も書けますが女性なら ”Vado 

dalla Tanaka”だけです） 

ラテン語の諺の紹介(１２) 

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。 

★”vice versa” (逆に) 

例えば：”Mi piace la carne. Vice versa, 

non mi piace il pesce”(肉が好きです。逆

に、魚はあまり好きではありません。) 

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： 4月になっても寒い日が戻っ

てきています。それでも花が沢山咲いてい

るのを見ると春を感じさせてくれます。イ

タリアでは1月末に総選挙があり2ケ月半

が経過しましたが、まだ内閣が発足してい

ません。非常事態のような気もしますが、

そうでもないのでしょうか。この号にある

ように、大統領の任期も迫っております。 

勿論新しい首相と内閣が決まるまでは、こ

れまでの内閣が引き続き仕事はしますが、

権限は限られているのでしょう。そうする

と、一時的には実際の首相も大統領もいな

いという事になりますね。先日イタリアか

ら帰ってきた人に脱税でお金を国外に持

ち出す人の捜査に麻薬犬ならぬお札犬が

活躍しているという話を聞いて驚きまし

た。犬がお札の臭いをかぎ分けるそうで

す。すごいですね。Forza Italia! 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆54 anni fa la strage di Superga. Torino 

ricorda così le sue vittime 

 

Il 4 Maggio del 1949 i giocatori del Torino 

stavano rientrando in aereo a casa dopo 

aver disputato una partita amichevole in 

Portogallo contro il Benfica. La partenza 

dalla capitale portoghese era avvenuta 

senza alcun problema e l`aereo, dopo una 

breve sosta a Barcellona per fare benzina, 

stava volando in perfetto orario. Il tempo su 

Torino quel giorno era però pessimo. 

Pioveva, tirava vento e c`era anche una fitta 

nebbia che rendeva molto difficile la 

visibilità. Mentre volava nelle vicinanze della 

città il pilota commise un errore per via del 

maltempo, si trovò a un`altitudine troppo 

bassa e finì per schiantarsi contro la collina 

di Superga. Tutti i passeggeri del volo (i 

giocatori, i tecnici, i dirigenti, i giornalisti al 

seguito e i membri dell`equipaggio) morirono 

sul colpo. Da quel tragico 4 maggio, tutti gli 

anni nella Basilica di Torino si svolge una 

messa in ricordo delle vittime mentre sono 

moltissimi, anche tra i più giovani, i tifosi del 

Torino che si recano in pellegrinaggio nel 

luogo dove avvenne l`incidente.   

☆Primo maggio: i lavoratori di tutta Italia 

festeggiano! 

Durante questa giornata come ogni anno le 

fabbriche e gli uffici saranno chiusi e nelle 

piazze delle grandi città verranno organizzati 

concerti, manifestazioni e altre iniziative 

culturali. La festa dei lavoratori in Italia e in 

altri paesi del mondo è stata fissata il primo 

maggio per ricordare una serie di scioperi, 

forse i primi della storia moderna, che ci 

furono in alcune fabbriche di Chicago alla 

fine dell`ottocento. All`epoca, i lavoratori di 

queste aziende americane (per la maggior 

parte immigrati tedeschi) protestavano per 

chiedere condizioni lavorative più sicure e 

giuste. Purtroppo, in quell`occasione le loro 

richieste non furono accolte. I padroni delle 

fabbriche chiesero anche l`intervento della 

polizia che arrestò molti lavoratori innocenti.  

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

”giocatore” 選手・プレヤー/ ”rientrare” 帰

る  / ”disputare” 試合をする / ”partita 

amichevole” フレンドリマッチ / ”fare 

benzina” ガソリンを入れる / ”in perfetto 

orario” 時 間 通 り / ”pessimo” 最 悪 の

/ ”(c`era la) nebbia” 霧/ ”commettere un 

errore” 間 違 う / ”altitudine” 海 抜

/ ”tecnico” 監督/ ”schiantarsi contro” ～

と ぶ つ か る / ”pellegrinaggio” 歴 訪

/ ”fissare” 予定する/ ”sciopero” ストライ

キ / ”lavoratore” 労 働 者 / ”condizioni 

lavorative” 就業の条件 

有名なイタリア人(５８) 

Adriano Olivetti 

 

Adriano Olivetti è nato a Ivrea nel 1901 ed 

è morto improvvisamente durante un 

viaggio di lavoro in Russia nel 1961. È 

stato un imprenditore e politico italiano ed 

è stato anche uno degli uomini più influenti 

dell`Italia del boom economico degli anni 

sessanta. Alla morte del padre nel 1943, 

Adriano Olivetti è divenuto presidente della 

società di famiglia che grazie alle sue 

intuizioni è diventata in pochi anni una 

delle aziende più grandi e ricche d`Europa.   

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

１９０１年にピエモンテ州のイブレアと言

う町に生まれたアドリアーノ・オリベッティ

はイタリアの有名な企業家でした。１９４３

年に、彼の父が亡くなって、その会社の社長

になりました。１９４３年には既に大きな会

社でしたが、彼が社長になってから、更に大

きくなり、イタリアでもヨーロッパでも大変

有名な会社になりました。 

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

Adriano Olivetti nel tempo libero coltivava 

diversi interessi. Era un uomo colto e 

spesso si incontrava con i principali 

pensatori e letterati dell`epoca. Si 

interessava anche di politica e, come suo 

padre, era un membro moderato del partito 

socialista. A causa di queste loro idee 

politiche durante il regime fascista hanno 

avuto diversi problemi con le autorità 

anche se non sono mai stati arrestati.  

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

時間がある時には、アドリアーノ・オリベッ

ティには沢山趣味としてやることがありま

した。文学に興味があり、イタリアの有名な

作家や哲学者と良く会ったりしました。政治

にも興味がありました。彼も彼のお父さんも

穏健な社会党民員でしたので、ファシストの

独裁時には警察と少し揉めたりしていまし

たが、二人とも拘禁されたことはありません

でした。 

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

La Olivetti è stata un`azienda di Ivrea 

specializzata nella produzione di macchine 

da scrivere. Con la nascita dell`informatica 

e dei computer l`azienda ha aperto una 



filiale in California, a Cupertino, e ha 

iniziato a progettare dei computer. 

Purtroppo però non è riuscita a reggere 

alla concorrenza dei grandi colossi 

dell`informatica americani e quindi è 

iniziato un lento declino. Negli anni 

novanta l`azienda di Ivrea si è fusa con la 

Telecom (una grande azienda italiana di 

telefonia) e il marchio Olivetti ha 

lentamente iniziato a scomparire. Nel 2005 

però a sorpresa i vertici della Telecom 

hanno annunciato di voler rilanciare 

l`azienda con degli ingenti investimenti. 

Grazie a questi investimenti nel 2011 è 

stato presentato l`OliTab, cioè il primo 

tablet prodotto da un`azienda italiana.   

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

Olivetti と言う会社は、タイプライターを作

る会社でした。パソコンが出てきた時に、パ

ソコンを作ろうとして、カリフォルニアのク

ペルティーノという有名な場所で支店を開

きました。オリベッティーの商品のクオリテ

ィはとてもよかったのですが、アメリカの会

社に比べると、規模が小さく対抗が出来ず

に、段々衰微してしまいました。９０年代に

は電話通信係の会社と提携を行いましたが、

市場からどんどん Olivetti のブランドはな

くなっていきました。２００５年に突然、

Telecom が Olivetti に投資して、２０１１

年から市場に新しい商品が出てきました。そ

れは OliTab と言うタブレットで、完全にイ

タリアで作った唯一のタブレットです。 

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

“viaggio di lavoro” 出張/ “intuizione” 直

感/ “coltivare diversi interessi” いろんな

趣味があること/ “durante + 名詞” せんた

くする～の間に/ “specializzato (in)” の専

門の/ “macchina da scrivere” タイプライ

ター/ “informatica” 情報学/ “reggere a ~” 

～に抵抗する /  “concorrenza” 競争  /  

“(grande) colosso” 大 き な 会 社   /  

“marchio” ブランド/  “a sorpresa” 驚い

た こ と に / “rilanciare” 復 活 さ せ る /  

“ingente” 巨大な / “investimento” 投資 

イタリア語で何と言う(１０) 

お葬式と関係ある単語 

イタリアの文化と日本の文化は違いますの

で、文化と関係ある言葉の翻訳はとても難し

いです。お葬式と関係ある言葉も難しいの

で、一緒に翻訳しましょう！ 

☆香典:イタリア語にはこの言葉がないの

で、長いフレーズで訳するしかなく”denaro 

offerto al funerale in segno di lutto”とな

ります。 

☆喪主も簡単に翻訳出来ず”parente del 

defunto che organizza il funerale”と言う

フレーズとしましょう。 

☆葬儀場は先の文章より少し簡単に翻訳で

きる単語で、 “camera ardente”です。 

☆哀悼の意を表するの場合、”fare le 

condoglianze ”と言う表現で大丈夫です。 

例えば：”Io faccio le condoglianze al mio 

amico per la scomparsa di suo padre.”  

（前置詞に注意しましょう！） 

☆弔問と言う単語もイタリア語にはないの

で”visita di condoglianze”になります。 

☆弔問客と言う単語もないので”visitatore 

che viene a porgere le proprie 

condoglianze”というしかないです。 

☆弔問客の受付をするも少し難しく

て”accogliere i visitatori venuti a 

porgere le proprie condoglianze.”です。 

何と言う？日本語の諺(３２) 

☆世知辛い世の中☆ 

イタリア語にも同じ意味がある単語があり

ます。例えば ”Viviamo in un mondo 

difficile” (私たちは大変むずかしい世界に暮

らしています )と言う言い方もあります

し、”La vita è una strada in salita” (生活

は登り道です)も使います。同じ意味で現在

のイタリア語で使っているラテン語の諺も

あり、”Mala tempora currunt” です。最後

に、世知辛い世の中は、人が難局に出会った

り、人との関係が難しいところに対して使う

時に、”Nell`aria c`è nervosismo” (空気の

中にいらだちがある)とか、”C`è aria di 

battaglia” (戦いの雰囲気があると言う諺を

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 

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： ずっとこの欄で気にしていた

首相と大統領がやっと決まりました。大統

領はNapoletano氏が初めて再選されまし

たが、彼はなんと８７歳です。大統領任期

は７年ですので、任期が終わる時は９４歳

の高齢になります。一方、首相は大統領指

名でエンリコ・レッタ（Enrico Letta氏

46歳)に決まりました。実は首相候補の一

人に、 Settimanale 52号で将来の首相候

補として紹介していた Matteo Renzi氏

（38歳）も上がっていました。今後の活

躍が楽しみです。さて、Letta氏も若い首

相です。Monti前首相の緊縮財政政策を見

直す姿勢を示しています。2ケ月間の政治

の空白から一転して、どんな内閣となるの

か、当面目が離せません。一方日本は円安

が続いていますが、海外旅行は大幅な伸び

とか。日本の今後にも期待しましょう。 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆ L`Unione Europea è ancora 

un`opportunità per sperare in un furuto 

migliore? 

Purtroppo in Italia sono in molti a rispondere 

di no. Negli ultimi mesi infatti il numero degli 

“euroscettici”, cioé le persone che non 

credono più alla possibilità di costruire 

un`Europa unita e forte come gli Stati Uniti 

d`America, è aumentato. Con loro sono 

aumentati anche i nostalgici della Lira, cioé 

le persone che vorrebbero abbandonare 

l`Euro per ritornare al vecchio conio. 

Ovviamente, nonostante queste opposizioni 

tutti i governi degli stati europei sono 

fortemente convinti che l`unica possibilità 

per uscire dalla crisi sia quella di lavorare 

tutti insieme. Per questo motivo molti 

suggeriscono di fare qualcosa a livello di 

immagine per rinvigorie la fiducia del 

cittadino nelle istituzioni europee.     

☆Morto Giulio Andreotti! 

 

Il novantaquattrenne Senatore e` morto 

martedì sera nella sua abitazione di Roma. 

Uomo di grande intelligenza e cultura, era 

attivo in politica fin dal 1946, cioè da quando 

l`Italia è diventata una repubblica. In tutti 

questi anni è stato un uomo potentissimo e 

per questa ragione è rimasto coinvolto in 

alcuni intrighi nazionali e internazionali. Tra i 

suoi nemici alcuni ipotizzavano addirittura 

che avesse dei legami con la Mafia. 

Nonostante questi lati oscuri, nella società e 

nella cultura popolare la figura di Andreotti è 

molto importante ancora adesso, tanto che il 

suo soprannome è “il Divo”. Inoltre, tutti gli 

italiani lo conoscono e in passato sono stati 

addirittura coniati alcuni modi di dire ironici 

che hanno a che fare con lui come ad 

esempio “non c`e` rosa senza spine e non 

c`e` Governo senza Andreotti”. Una 

piccola biografia di Giulio Andreotti si può 

trovare sul Settimanale numero 25. Se ne 

avete ancora una copia vi consiglio di 

andare a rileggerla!  

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

”opportunità” 好機・チャンス/ ”purtroppo” 

残 念 な が ら  / ”rispondere” 答 え る

/ ”aumentare” 増える/ ”nostalgico di ~” ~

は懐かしいと思う人 / ”abbandonare” 辞め

る/ ”conio” 鋳型/ ”nonostante” ～なのに

/ ”opposizione” 反対/ ”suggerire di” ～を

すすめる/ ”essere attivo in ~” ～で頑張る/ 

/ ”ipotizzare” 仮説として立てる/ ”intrigo” 

陰謀/ ”avere dei legami con ~” ～と関係が

ある/ ”Divo” 神聖/ ”coniare un modo di 

dire” 表現を考え出す/ ”biorgafia” 伝記 

有名なイタリア人(５９) 

Josefa Idem 

 

Josefa Idem è una ex atleta olimpica di 

canoa. Pur essendo nata in Germania, a 

partire dagli anni 90 ha iniziato a 

gareggiare con la nazionale italiana con la 

quale ha vinto una medaglia d`oro, due 

medaglie d`argtento e due medaglie di 

bronzo alle Olimpiadi. La sua carriera da 

sportiva è stata lunghissima e ha sempre 

partecipato ai giochi olimpici da Seul 1988 

fino a Londra 2012. 

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

ヨセーファ・イデムはイタリアのカヌーの選

手でした。１９８８年から２０１２年までの

オリンピックに参加して、メダルも沢山取り

ました。２４年程プロ選手としてカヌーを漕

ぎ、オリンピックも８回参加しましたので、

珍しく長いキャリアがあった選手でした。

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

Come precedentemente accennato, 

Josefa Idem è tedesca e fino alla fine 

degli anni 80 ha sempre gareggiato con la 

nazionale tedesca. Poi però si è sposata 

con un cittadino italiano, si è trasferita nei 

dintorni di Ravenna e ha preso la 

cittadinanza italiana. Da quel momento ha 

anche iniziato a gareggiare con la 

nazionale italiana. Dopo aver smesso con 

lo sport, si è dedicata alla politica e 

nell`aprile del 2013 è stata nominata 

ministro dello sport. Ovviamente, in tutti 

questi anni ha studiato con impegno 

l`italiano e adesso lo può parlare 

perfettamente. 

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

イタリア代表団の選手なのですが、ヨセーフ

ァ・イデムはドイツ出身で、若い時にはドイ

ツのカヌーの代表チームの選手でした。でも

１９９０年にイタリア人と結婚して、ラベン

ナに引っ越して、イタリアの国籍をもらいま

した。２０１２年のロンドンオリンピックの

後で、選手を引退し、その後は政治に打ち込

んで、Partito Democratico（イタリア民主

党）に入党し、２０１３年２月の選挙の後に

はスポーツ大臣になりました。勿論、大臣に

なる前イタリア語の勉強をして、イタリア語



も上手になっていました。 

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

La sua nomina a Ministro dello Sport è 

stato un fatto insolito. È infatti la prima 

volta che un cittadino italiano nato 

all`estero in una famiglia non di origine 

italiana ottiene un incarico così prestigioso. 

In ogni caso, in Italia i cittadini stranieri 

sono sempre di più quindi forse in futuro gli 

stranieri in politica aumenteranno e anche 

l`Italia si trasformerà in una società 

multiculturale come gli Stati Uniti.   

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

彼女が大臣になったことは、イタリアでは珍

しい事です。これまで、大臣になった人は殆

どイタリアで生まれた人です。外国で生まれ

た人もいましたが、両親はイタリア人です。

最近イタリアに住む外国人はとても増えて

おり、２０年後には政治家の外国人も増えて

おり、イタリアもイギリスやフランスのよう

な国際的な国になるかもしれません。 

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

“canoa” カヌー/ “Pur + ジェルンディオ” 

～なのに / “a partire da ~” ～から / 

“gareggiare” 試合する / “ritiro” 引退 / 

“precedentemente” 先 に / “nazionale 

(名)” 代表チーム/ “essere nominato” 任命

される /  “ministro” 大臣  /  “con 

impegno” 一生懸命 /“perfettamente” 完

璧に / “insolito” 珍しい、普通ではない /  

“di origine italiana” イタリア出身  / 

“così” そんなに / “prestigioso” 高名な / 

“trasformarsi in ~” ～になる 

面白いイタリア語の紹介(３３) 

☆ Chiedo Venia ☆ 

イタリア語で謝る時に良く使う表現で

す。”Mi scusi”よりも優しく、スピーチを始

めるときとか、質問やお願いをしたい時にも

使います。例えば： 

“Chiedo venia ma potrei andare a casa 

prima?” 

(申し訳ございませんが今日、早めに帰って

もいいですか？) 

☆ ☆ ☆ ☆ 

☆ Bastare e avanzare ☆ 

“完全に十分”という意味です。例えば： 

“Vanno bene 10 chili di pasta? – Sì, 

bastano e avanzano.”（パスタは１０キロ

で大丈夫ですか？はい、十分です） 

この表現はイタリア人も大好きです。使って

みて、使えるようになればいいなと思いま

す。この表現からサッカーとミラノ弁と関係

がある面白い話もあります。１９９０年代、

ミラノの AC Milan の選手の中に、オランダ

出身のMarco Van Basten と言う選手がい

ました。ミラノ弁で、”van”と言う言葉は“一”

と言う意味で、”Basten”は”bastare”と言う

動詞と似ていたので、AC Milan ファン

は”Van basten e avanzen”と言う言葉を考

え出しました。意味は“そんなに優秀な選手

は、チームに１人いれば十分だ“です。 

☆ ☆ ☆ ☆ 

☆ “Non sono mica Onassis” oppure 

“Non sono mica Rockfeller” 

会話する時に良く使うイディオムです。意味

は”私はお金持ちではないよ！”な感じです。

イタリアでは、オナッシスというギリシャの

船舶業者とアメリカのロックフェラーと言

う企業家が大金持ちとして有名なので、この

表現が出来ました。 

何と言う？日本語の諺(３３) 

☆ほうろく千に槌一つ☆ 

“Mettere il gatto in mezzo ai piccioni” 

（ハトの真ん中に猫を入れる） 

焙烙（ほうろく＝焼き物）は丈夫でなく、非

情に壊れやすいですので、ハンマーでたたい

たらすぐ壊れます。同時に、ハトも猫に弱い

ので、ハトが沢山いるところに猫がいたら大

きな問題になります。 

☆矛を収める☆ 

“Deporre le armi” 

（武器を置く） 

矛を収めるなら、映画の世界から来る表現も

あって、”seppellire l`ascia di guerra”で

す。意味は戦争で使う斧を埋めるで、映画に

出てきたアメリカ先住民が使うフレーズで

す。イタリアでも西部劇は大人気なので、み

んな聞いたことがある表現です。 

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・文法学

習・読解学習・リスニング学習 

生活スタイルに合わせた学習が可能 

お問い合わせは、九段アカデミー 

102-0074 東京都千代田区九段南 4丁目

5-14 ジェネシス九段南ビル４F 

TEL：０３（３２６５）６３６８  

FAX：０３（３２６５）６３６８ 

http://www.kudanacademy.com 

http://federico.giri.jp 

2010年 10月 1日 発行人 中原 進  

編集者：Federico Mosoni 

発行者：九段アカデミー 出版部  

購読：半年分 12部送料込み 1.800円 

希望の方は、info@kudanacademy.comへ 

“Settimanale KUDAN”購読希望と

書いて、お申込下さい。 

編集後記： 九段アカデミーは今年創立 12

年目です。その間多くのイタリア人講師に

教えを乞いました。夫々印象が残っていま

すが、2003年から 2005年までいた

Cristianoが久しぶりに日本を観光で訪

れ、旧生徒さんたちとも旧交を温めまし

た。そういえば、最初は Alessandro, 次

が Cris, そして Daniele, Dario, Dorisと

続いて今は Federico。何を言おうとして

いるか分かりますね。A-C-D-FとAlfabeto

順になっています。次は？いやいや、

Federicoは長くいてくれそうです。講師

や生徒さん一人一人との縁を大切に、長く

付き合うのが当校のモットーです。有朋自

遠方来 不亦楽（朋あり遠方より来たる。

また楽しからずや.）。英訳を netで見ると

Isn't it also great when friends visit 

from distant places?となっていました。

漢詩の重みを感じないのは私だけ？翻訳

って難しい。イタリア語ならどういう？ 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆ Festival del cinema giapponese a 

Firenze 

Tra il 23 e il 25 maggio a Firenze è stato 

organizzato un evento culturale finalizzato a 

promuovere il cinema giapponese. Durante 

gli appuntamenti previsti dal programma 

sono stati presentati al pubblico italiano 

diversi lungometraggi tra cui documentari, 

film e anche anime del Giappone 

contemporaneo. Inoltre, gli organizzatori 

dell`evento (l`associazione culturale 

Tokaghe - www.tokaghe.com) hanno colto 

la palla al balzo per diffondere altri aspetti 

della cultura giapponese che in Italia hanno 

certamente numerosi estimatori come ad 

esempio la cucina, la musica, l`arte e 

l`artigianato. Ormai da alcuni mesi le autorità 

giapponesi si stanno impegnando per 

aumentare il numero di turisti stranieri; 

anche noi speriamo che anche questa 

iniziativa sia stata utile per invogliare alcuni 

italiani a trascorrere qualche giorno in 

vacanza nei luoghi più affascinanti e 

interessanti dell`arcipelago giapponese.     

☆Finito il campionato di calcio 2012 - 

2013 

In questi giorni si è concluso il campionato 

italiano di calcio. A vincere l`ambitissimo 

titolo è stata per il secondo anno 

consecutivo la Juventus. Dietro il Napoli, 

protagonista di una stagione da incorniciare 

e al terzo posto il Milan. Tra le squadre più 

blasonate c`è da sottolineare purtroppo i 

brutti risultati dell`Inter che ha chiuso al nono 

posto, ottenendo il peggior risultato degli 

ultimi 14 anni. Fanalino di coda della 

classifica il Pescara che sprofonda in Serie 

B insieme a Palermo e Siena. Nel 

campionato cadetto a partire da adesso ci 

saranno i playoff che decideranno la terza 

squadra che sarà promossa in Serie A 

insieme al Sassuolo (alla prima apparizione 

nella massima serie) e al Verona.   

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

”durante + 名詞” ～の間に/ ”promuovere” 

振興する  / ”appuntamento” 約束・面会

/ ”lungometraggio” 長 編 映 画

/ ”documentario” ド キ ュ メ ン タ リ ー

/ ”contemporaneo” 現在の/ ”organizzatore 

dell`evento” イベントの組織の担当者

/ ”cogliere la palla al balzo per ~” 機会を

利用する/ ”estimatore (di)” ～が好きな人

/ ”impegnarsi per” ～するために頑張る

/ ”affascinante” 魅力的/ / ”arcipelago” 群

島/ ”ambito” 切望した/ ”consecutivo” ２

年続いて/ ”da incorniciare” (形容詞として使

います)とてもよい/ ”fanalino di coda” 一番

最 後 / ”cadetto” 二 軍 (”campionato 

cadetto”はセリエ Bのことです) 

有名なイタリア人(６０) 

Gian Luigi Bonelli 

 

Gian Luigi Bonelli è stato un famoso 

fumettista italiano. Nato a Milano nel 1908 

e deceduto ad Alessandria nel 2001, è 

stato per molti anni presidente e 

proprietario di una casa editrice 

specializzata nella stampa di periodici a 

fumetti tutt`ora in attività con il nome 

“Sergio Bonelli Editore S.p.A.”. Come 

disegnatore di storie a fumetti ha esordito 

fin da giovane collaborando con alcune 

riviste. La fama l`ha raggiunta qualche 

anno più tardi, verso la fine degli anni `40, 

momento in cui è stato presentato alla 

stampa il suo personaggio più famoso, il 

ranger texano Tex Willer. (“S.p.A. = Società 

per Azioni” = 株式会社) 

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

ジアン・ウイージ・ボネッリはイタリアの有

名な漫画家でした。１９０８年にミラノに生

まれ、２００１年にアレッサンドリアと言う

町に出張してそこで亡くなりました。1940

年代の後半にミラノで自分の出版社を作り

ました。今もこの出版社はあり、名前はセル

ジョ・ボネッリ・エディトーレで、イタリア

の漫画だけを出版しています。彼が漫画家と

して仕事を始めたのは２０年代でした。その

当時に、雑誌や新聞社との協力をしました。

有名になったのは１９４８年でした。その時

に、彼の一番有名なキャラクターが初めて世

に出て来ました。それは、テックス・ウイッ

ラーというテキサスのレンシャーです。 

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

A partire dal 1948, ogni mese viene 

pubblicato un nuovo volume di circa 140 

pagine dedicato alle avventure di Tex e dei 

suoi amici. Dato che la pubblicazione 

mensile continua ininterrottamente da più 

di sessant`anni, si tratta certamente di 

un`opera molto apprezzata da più 

generazioni che è riuscita a stare al passo 

con i tempi e ad attirare sempre nuovi 

lettori. 

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

１９４８年から、毎月テックス・ウイッラー

というキャラクターの本を出版しました。毎

月本を出版するのは今も６０年以上続いて

いる習慣となり、漫画の世界では非常に珍し

いことです。特にイタリアでは、漫画はそん

なに人気はありませんでしたから。 

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

Come accennato in precedenza, Tex 

Willer è un immaginario ranger del Texas e 

http://www.tokaghe.com/


le sue avventure sono tutte ambientate nel 

vecchio West. Questa è l`ennesima 

dimostrazione che gli italiani amano i 

western. Molti sono i registi e gli attori che 

si sono dedicati a questo genere. Tra 

questi è doveroso ricordare il regista 

Sergio Leone oltre al maestro Ennio 

Morricone che ha composto alcune delle 

colonne sonore delle pellicole più riuscite.   

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

テックス・ウイッラーは西部劇です。多分、

昔も今もイタリア人は西部劇の映画や小説

が大好きですから、今もこのキャラクターは

人気があります。イタリアでは実際西部劇の

映画も大人気で、西部劇で世界中に有名なセ

ルジョ・レオーネという監督も勿論イタリア

出身です。 

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

Con il passare degli anni la Sergio Bonelli 

Editore non si è limitata al western ma ha 

pubblicato anche storie di generi diversi. 

Oltre a Tex, i personaggi più apprezzati 

sono l`investigatore privato Dylan Dog e il 

cacciatore di vampiri Dampyr. Ciò che 

accomuna tutti questi fumetti sono i disegni 

sempre molto realistici fatti con la china e 

rigorosamente in bianco e nero. Solamente 

in occasione del volume di Tex numero 

500, per festeggiare, si è deciso di colorare 

con gli acquarelli tutte le pagine. 

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

テックスは有名なキャラクターですが、セル

ジョ・ボネッリ・エディトーレという会社は

他の面白い漫画も出版しました。特に推理も

のの漫画と SF ものの漫画は大人気です。例

えば、ディーラン・ドッグと言う私立探偵の

話も大変面白いです。漫画が好きな方はこれ

からイタリアへ行くときに、買って読んでみ

てください。 

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

“fumettista” 漫画家/ “periodico(名)” 定期

的に出版される雑誌/ “molto apprezzato” 

大人気の/ “stare al passo con i tempi” 時

代と一緒に進む/ “ennesimo” 不定数の/ “è 

doveroso + 動詞” ～するのは必要です / 

“colonna sonora” サウンド・トラック / 

“vampiro” 吸 血 鬼 / “china” 墨 / 

“rigorosamente” 絶対に/ “acquarello” = 

“acquerello” = 水彩画  

面白いイタリア語の紹介(３４) 

☆ Caporetto ☆ 

ちょうど９８年前（１９１５年５月２４日）

イタリアは第１次世界大戦に参加しました。

とても大変な戦争だったので、文化と言語の

視点からもショックでした。この戦争から来

る 表 現 も あ り ま す 。 ”essere una 

Caporetto”と言う表現の意味は“大失敗す

る”です。 

どうしてかと言うと、戦争中の、１９１７年

にイタリアの軍隊はカポレットの戦いでオ

ーストリアに負けてしまいました。これはイ

タリアの歴史の中で最もみじめな大敗北だ

ったので、Caporetto はそれから大敗北の意

味として使われる様になりました。 

☆☆☆ 

戦争中出てきた表現の中にも、”avere le 

palle girate”と言う表現などがありま

す。”Palle”は、鉄砲の弾です。戦争中、も

っと強力で致命的な弾を作るために、少し悪

い軍師は薬莢部分と弾丸部分を分けて、弾丸

を反対にして薬莢に入れました。そうする

と、発砲した後で弾丸はぐるぐる回って、標

的とぶつかった後、相手にとてもひどい傷を

与えました。イタリア語で、この悪い弾を持

つのは、”avere le palle girate”といい、戦

争の後に“とても攻撃的な人である”とか“と

ても怒っている”と言う意味で使われまし

た。今も良く使いますが少し強い言い方なの

で気をつけたほうがいいでしょう。 

ラテン語諺の紹介(１６) 

☆Relata refero☆ 

“Riferisco cose riferite” 

（言われたことだけ行なう） 

人から聞いた話をする時に現在も使う表現

です。意味は「言われたことを言っているだ

け」ということで、「私の責任ではない」の

意味です。相手に悪いニュースとか、言いた

くないことを教える時に使う表現です。 

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： 日本では梅雨になりました。

イタリアには梅雨の季節はありません。日

本人もこの季節はジメジメしていて嫌な

印象があり、日本に旅行で来る人も梅雨や

湿気の多い夏は避けるようです。従い日本

を訪れるなら 4月 5月、または 10月 11

月頃が外国人には人気があるようです。と

はいっても、ヨーロッパの夏休みは主とし

て 7月から 8月です。ある調査によるイタ

リア人が行きたい場所のベスト８（海外）

を上げると、①Cuba②NewYork③Paris

④Petra（中東）⑤プラハ⑥London⑦アン

コールワット⑧カリフォルニア州などと

なっており日本は入っていませんが、近年

東京も人気があり、実際に行くのではなく

行きたいという場所としては 15位くらい

までには入ってそうです。あなたは何処へ

行きたいですか？ 
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Notizie italiane イタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆ ”Vecchie glorie” giapponesi contro 

“vecchie glorie” italiane. Partita di 

beneficenza a Tokyo 

Domenica 9 giugno si è disputata una partita 

di calcio per celebrare i venti anni dalla 

nascita della J-League. Le squadre in 

campo erano composte da ex calciatori 

famosi giapponesi e italiani. Per gli “azzurri” 

sono scesi in campo tra gli altri anche 

Roberto Baggio, Franco Baresi e Totò 

Schillaci. Sebbene si trattasse di uno 

scontro amichevole, il gioco è stato 

interessante e il risultato finale è stato un 

emozionante pareggio con due reti per 

parte.      

☆Strana ordinanza comunale a Milano: 

dopo mezzanotte non sarà possibile 

comprare il gelato 

 

Il comune di Milano ha emesso una 

stravagante ordinanza: con effetto 

immediato il sindaco ha proibito alle 

numerose gelaterie presenti in città di 

vendere gelati dopo mezzanotte. Se mai in 

una afosa sera d`estate decideste di 

mangiare un gelato durante una passeggiata 

nei dintorni del Duomo o del Castello 

Sforzesco, fate attenzione all`ora. Un cono 

gelato dopo mezzanotte a Milano vi sarà 

negato. Non è comunque il caso di 

preoccuparsi: per rinfrescarvi potrete 

sempre ordinare una birra ghiacciata o un 

bel bicchiere di vino bianco. Fortunatamente 

infatti un`ordinanza contro la vendita di 

alcolici non è stata ancora emessa! 

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

”vecchia gloria” 大先輩/ ”beneficenza” 慈

善  / ”scendere in campo” 試合に入る

/ ”Azzurri” イタリアの代表チームの選手

/ ”(partita) amichevole” エキジビション・ゲ

ーム / ”combattuta” 熱心に取り組まれた

/ ”pareggio” 引 き 分 け  / ”ordinanza 

comunale” 市役所の決定 / ”stravagante” 

奇抜/ ”proibire a ~” 禁止する/ ”Se mai + 接

続法”  もし～であれば/ ”afosa” むしむしす

る / ”nei dintorni si” の回りに / ”fare 

attenzione a ~” ～ に 気 を つ け る

/ ”ghiacciata” とても冷たい 

有名なイタリア人(６１) 

Guido Nicheli 

 

Guido Nicheli, in arte “il Dogui”, è stato 

un famoso attore comico italiano. Nato nei 

dintorni di Bergamo nel 1934, per tutta la 

sua vita ha vissuto tra la Lombardia e la 

Sardegna. Pur recitando in numerosi film 

comici di successo tra gli anni sessanta e 

gli anni novanta, lavorava a tempo pieno in 

uno studio dentistico insieme a suo fratello. 

Questo perché nonostante la fama, i soldi 

e il grande successo, lui diceva sempre 

che il suo vero mestiere era 

l`odontotecnico e che le comunque 

numerose apparizioni al cinema o in 

televisione erano solamente un 

passatempo divertente. 

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

グイード・ニケーリは（芸名は”il Dogui”・

イル・ドグイ）イタリアの有名なコメディア

ンでした。ベルガモ県にて１９３４年に生ま

れ、亡くなるときまでロンバルディア州とサ

ルデニア州に住んでいました。６０年代から

９０年代までいろんな映画を演じながら、一

方、弟と一緒にずっと歯科技工士として働き

ました。自己紹介では、彼はいつも仕事は歯

科技工士で、役者は趣味だと言っていまし

た。 

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

“Il Dogui” aveva un accento lombardo 

molto forte e nei film recitava sempre la 

parte del ricco imprenditore milanese. 

Spesso, alcune sue battute divertenti sono 

diventate dei veri e propri tormentoni e 

vengono utilizzate ancora oggi come 

espressioni idiomatiche. Alcune di queste 

sono per esempio “fare ballare l`occhio 

sul tic” (che vuol dire guardare l`orologio, 

con “tic” che appunto vuol dire “orologio”) e 

“N.C.S” (si legge “enne – ci – esse” e 

significa “non va bene”).    

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

イル・ドグイは話す時に、とても強くて面白

いロンバルディアなまりのアクセントがあ

りました。その為に、映画でいつも金持ちの

ミラノ出身の企業家の役を演じました。彼が

映画やテレビで言ったフレーズのいくつか

は大変有名になって、今も表現として使いま

す。例えば”fare ballare l`occhio sul tic”

と”N.C.S”と言うフレーズは今も大人気です。 

＊”fare ballare l`occhio sul tic”の意味は”

時計を見る”です。 

＊”N.C.S.” (エンネ・チ・エッセ)は”Non Ci 

Siamo”のモノグラムで、意味は“だめだ！”に

なります。 

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

Purtroppo il Dogui è deceduto nel 2007 a 

causa di un ictus fulminante. Per tutta la 

sua vita è stato un uomo divertente e 



amante dell`ironia e moltissime persone si 

sono divertite grazie alle sue 

interpretazioni. Per questo anche quando è 

morto ha voluto omaggiare l`ironia e ha 

chiesto che sul suo monumento funebre 

venisse incisa la scritta “see you later”. 

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

イル・ドグイは２００７年に発作症状のせい

で亡くなりました。いつも楽しいことと皮肉

が大好きな人だったので、なくなった時にも

皮肉に敬意を払いたがって、遺言に自分のお

墓の石碑に”See you later”と言う英語の挨

拶を刻むようにお願いしました。 

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

“comico” コ メ デ ィ ア ン / “Pur + 

gerundio” (“pur recitando”) ～ の / 

“studio dentistico” 歯科病院/ “mestiere” 

仕事/ “passatempo” 趣味/ “imprenditore” 

企業家/ “espressione idiomatica” 表現/ 

“tormentone” 人 気 の あ る モ ッ ト ー / 

“ictus” 発作症状/ “monumento funebre” 

石碑/  

季節の言葉 (２１) 

Piove, piove, la gatta non si muove  

今ちょうど梅雨の真ん中なので、雨が降る日

が多いです。イタリアには梅雨がなくても、

雨が沢山降る時季もありますし、雨と関係あ

る表現も沢山あります。例えば： 

☆”Acquazzone” = (激しい)俄雨で、”c`è”と

言う動詞と一緒に使います。例えば”昨日に

わか雨（集中豪雨）がふっていた”なら、イ

タリア語で”ieri c`è stato un acquazzone”

といいます。 

☆”Pioggerella”は”acquazzone”の逆で、

意 味 は “ 小 雨 ” に な り ま す 。 使 い 方

は”acquazzone”と同じです。 

☆”Nubifragio”も“esserci”動詞と一緒に

セットで使って、意味は豪雨になりま

す。”Nubifragio”は雨が本当に強い場合に使

い、危ない時もあります。イタリアでは、特

にジェノバとリグリア州で”nubifragio”が

多くて、氾濫になる時もあります。 

☆”una pioggia di ~” この表現の意味は

“雨のように沢山ある”と“雨のように空から

落ちる”。例えば“Pioggia di fiori”（降りそ

そぐ花）とか“Pioggia di bombe”(爆弾の

雨)。 

☆“Piove che Dio la manda”は諺で、大雨

の日に使います。これからも雨が沢山降った

ら、使ってみてください。 

☆“Piovere sul bagnato”の意味は“いい事

にいい事が重なる、悪いことに悪いことが重

なる”です。この諺も大人気で、良く使いま

すので覚えて、今度イタリアに行ったら使っ

てみてください！ 

ラテン語諺の紹介(１８) 

☆Ad infinitum☆ 

“Per sempre” 

（無限に） 

ラテン語の ”infinitum” はイタリア語

の”infinito”と似ていて、日本語では“無限”

の意味になります。現在イタリア語でも“無

限に”の代わりに”ad infinitum”と言う表現

を使います。とても便利な表現なので、英語

で話す時にも使えて、覚えたほうがいいと思

います。 

＊皮肉をいう時にも使いますので、長くてつ

まらないことがあるときにも使えます。例え

ば：”La lezione di filosofia è durata ad 

infinitum e tutti eravamo stanchi.” (哲学

のレッスンはとても長くて、私たちは皆疲れ

ていました) 

☆Ad nauseam☆ 

“Fino ad avere la nausea” 

（吐き気がするほど） 

“Ad nauseam”も英語でも使えます。沢山食

べたり、沢山飲んだりする時にも使えて、何

回も同じ事をする時にも使う事が出来ます。 

☆per diem☆ 

“Al giorno” 

（１日あたり） 

この表現も英語でも使えます。意味は１日あ

たりとか、日当、日割りですので、仕事の話

をする時に使う時が多いです。例えば、ある

仕事の給料について話す時に、”La paga  

è di 150 Euro per diem”（１日あたりの給

料は１５０ユーロです）と言うフレーズを使

います。 
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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・文法学

習・読解学習・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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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： 日本にはもう台風がやってき

ました。3号です。イタリア語では tifone

と言いますが、この tifoneはアメリカで発

生するハリケーンやインド洋で発生する

サイクロンにも使います。夫々特別に言葉

はあるにはありますが（uragano=ハリケ

ーン、ciclone=サイクロン）。この号では、

piove, acquazzone, pioggerella, 

nubifragioなどの雨用語の説明があるの

で、この機会に覚えてみてください。その

ほか自然現象は、tromba d’aria（竜巻）、

valanga（雪崩）、nebbia（霧）、foschia

（靄、霞）gelata、brina（霜）、lampo（稲

光）、arcobaleno(虹)などがあります。大分

前の事ですが、イタリアの高速道路を走っ

ていたら雹に出会った経験があります。慌

てて橋の下に隠れましたが、時すでに遅

し、車は直径 3～5㎝くらいの雹の攻撃で

でこぼこになりました。雹は grandineで

す。ではまた。 
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