簡単

旅のイタリア語会話
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はじめに
イタリア語はローマ字読みするだけでよく、つづりも規則的なため、とても親しみやすい言語と言えます。
この会話集ではイタリア語の右側には読み方をカタカナで表記し、アクセントにあたる部分を太字で表現しています。
少しくらい間違えても気持ちは伝わります。ぜひ使ってみてください。

1. 挨拶
イタリアでは日本と違い、お店に入るときや出るときにも、そしてホテルのレセプションでも
挨拶をすることがルールです。イタリアでは照れずに気軽にあいさつを!

Buongiorno.（ブォンジョルノ）
‣ おはようございます / こんにちは ⇨ 朝から昼の３〜４時まで、会うときの挨拶に使います。

Buonasera.（ブォナセーラ）
‣ こんばんは ⇨ 昼の3時（昼食後の時間帯）から夜まで、会うときに使います。

Buonanotte.（ブォナノッテ）
‣ おやすみなさい ⇨ 寝る前に使います。

Ciao.（チャオ）
‣ やぁ / またね ⇨ くだけた挨拶。ホテルやレストランなど、正式な場では使わない方がよいです。

Arrivederci.（アリヴェデルチ）
‣ さようなら ⇨ 別れるときの挨拶です。
イタリアで英語で道を聞いた場合であっても、“Thank you” とお礼を言うのではなく、

“Grazie（グラッツィエ）” と言ってみることをおススメします。
くれぐれも某チェーン店名の「グラッチェ」とは言わないように（笑）

Grazie. / Grazie mille.（グラッツィエ / グラッツィエ ミッレ）
‣ ありがとう /（とっても）ありがとう

Prego.（プレーゴ）
‣ どういたしまして

2. 自己紹介
イタリアで現地の人と仲良くなったら、今度は自分の名前をイタリア語で伝えてみましょう。
これが言えるとさらに友好的に（たぶん‥笑）

Sono（ソーノ）＋ 名前 .
‣ 私は ○○○ です … 例）Sono Toshiya（ソーノ トシヤ）私は俊哉です。
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3. 数字と基本単語
数字や単語を覚えることは語学の基本ですが、全部覚えることはなかなか大変です。
少しずつでも覚えてみてください。

１… uno（ウーノ）

６… sei（セイ）

２… due（ドゥエ）

７… sette（セッテ）

３… tre（トレ）

８… otto（オット）

４… quattro（クワットロ）

９… nove（ノーヴェ）

５… cinque（チンクエ）

１０… dieci（ディエチ）

１００… cento（チェント）

１０００… mille（ミッレ）

Stazione（スタツィオーネ）… 駅
Metropolitana（メトロポリターナ）… 地下鉄
Fermata（フェルマータ）… 停留所
Caffè（カフェ）…（エスプレッソ）コーヒー
Caffè Americano（カフェ アメリカーノ）… アメリカンコーヒー
Acqua naturale（アックア ナトゥラーレ）… ミネラルウォーター
Acqua gassata（アックア ガッサータ）… ガス入りのミネラルウォーター
Succo d’arancia（スッコ ディ アランチャ）… オレンジジュース
Vino rosso / Vino bianco（ヴィーノ ロッソ / ヴィーノ ビアンコ）… 赤ワイン / 白ワイン
Birra（ビッラ）… ビール
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4. レストランにて
観光地化されたイタリアの都市では英語を話す人も多いですが、やはり公用語はイタリア語ですので
すべての都市で英語が通じるとは限りません。特に観光地化されていない、地元の方が通うお店など
はイタリア語でしか話が通じないこともあります。せっかく郷土料理のお店に行ったのに、うまく注
文できず、カルボナーラしか頼めないなんて悲しいことにならないように、簡単なフレーズはぜひ覚え
て活用してみませんか。

Siamo in due, avete un tavolo libero?（スィアーモ イン ドゥエ、アヴェーテ ウン ターヴォロ リーベロ？）
‣ 私たちは2人です。空いているテーブル席はありますか？
Due（ドゥエ）は２人。男性1人の場合は Uno（ウーノ）、女性の場合は Una（ウーナ）。
3人の場合は Tre (トレ)。

Scusi !（スクージィ！）
‣ スイマセン! ⇨ 店員さんを呼ぶとき

Avete un menu in inglese?（アヴェーテ ウン メヌー イン イングレーゼ？）
‣ 英語のメニューはありますか？

Vorrei ordinare lo stesso piatto che sta mangiando quella persona?
（ヴォッレイ オルディナーレ ロ ステッソ ピアット ケ スタ マンジャンド クエッラ ペルソーナ？）

‣ あの人がたべている料理を注文したいのですが。

Non arriva ancora il mio piatto.（ノン アッリーヴァ アンコーラ イル ミオ ピアット）
‣ 私が注文した料理がまだ来ないです。

Il conto, per favore.（イル コント ペル ファヴォーレ）
‣ お会計をお願いいたします。

È molto buono / Erano buonissimi.（エ モルト ブォーノ / エラーノ ブォニッシミ）
‣ とってもおいしいです。/ とても美味しかったです。
大抵のレストランではウェイターが見回りに来ますから、料理が美味しいと感じたら気持ちを伝えて
みても良いかも。お会計のときもお店の人に伝えると喜んでもらえるでしょう。

Tenga pure il resto.（テンガ プーレ イル レスト）
‣ （チップとして）おつりは取っておいてください。
このフレーズもお店の人は喜びます（笑）
お店をでるときは、定番フレーズ “Grazie, Arrivederci ! ”（グラッツィエ、 アリヴェデルチ！）で。
‣ 「ありがとう、さようなら！」
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5. ショッピング
日本と違って、イタリアでは “Buongiorno”、“Buonasera”とあいさつをしてお店に入りましょう。
挨拶ひとつでお買い物のひとときが楽しい思い出に！ また、お店の商品を触るときには、必ずお店の人
に確認してからにしましょう。アウトレットなどでは、特に聞かなくていいような雰囲気ですが …。

Posso toccare?（ポッソ トッカーレ?）
‣ 手に取ってみてもいいですか？

Posso provare questo?（ポッソ プロヴァーレ クエスト?）
‣ これを試着してもいいですか？
難しい場合は、服を指差し、Posso？（ポッソ?）だけでもOKです。意味は通じます。

<色>

nero（ネーロ）… 黒
■ rosso（ロッソ）… 赤色
■

■

giallo（ジャッロ）… 黄色

bianco（ビアンコ）… 白
■ blu（ブル）… 青色

■

verde（ヴェルデ）… 緑色

■

□

■

grigio（グリージョ）… 灰色
■ viola（ヴィオーラ）… 紫色
rosa（ローザ）… ピンク

oliva（オリーヴァ）… オリーヴ色 ■ marrone（マッローネ）… 茶
oro（オーロ）… 金色
■ viola pallido（ヴィオーラ パリッド）… 藤色 ■ arancione（アランチョーネ）… オレンジ色
■

■

marrone scuro（マッローネ スクーロ）… こげ茶

❖

a quadretti（ア クアドレッティ）… チェック

a pois（ア プア）… 水玉
Ⅲ a righe（ア リーゲ）… ストライプ

Non c’è rosa?（ノン チェ ローザ？）
‣ ピンク色はないの？

Quanto costa?（クワント コスタ？）
‣ いくらですか？

Prendo questo.（プレンド クエスト）
‣ これをください。
例えば、borsa（ボルサ … 鞄）の場合、本来は Prendo questa (borsa) となりますが、
Prendo questoでも通じます。
お店をでるときは、定番フレーズ “Grazie, Arrivederci ! ”（グラッツィエ、 アリヴェデルチ！）で。
もしも言いづらい場合には “Grazie, Buongiorno ! ”（グラッツィエ ブォンジョルノ！）でもOKです。
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6. ホテルにて
イタリアのホテルは歴史ある建物が多いので、お部屋によっては水まわりなど設備の調子が悪い場合が
あります。そんなときや、フロントで地図を貰ったりするときなどに使えるフレーズを集めました。

Non esce l’acqua calda.（ノン エシェ ラックア カルダ）
‣ お湯がでないです。

Non funziona l’aria condizionata.（ノン フンツィオーナ ラリア コンディツィオナータ）
‣ エアコンが動きません。

Posso avere una mappa della città ?（ポッソ アヴェーレ ウナ マッパ デラ チッタ？）
‣ 地図をもらえますか。

Potrebbe segnare sulla mappa il ristorante consigliato?
（ポトレッベ セニャーレ スラ マッパ イル リストランテ コンシリアート）

‣ お勧めレストランを地図に印をしてくれますか？
またホテルをチェックアウトした後で、ホテルに少しだけカバンを預かってもらう場合には
こんなフレーズも便利です。

Posso lasciare la mia valigia?（ポッソ ラッシャーレ ラ ミア ヴァリッジャ？）
‣ スーツケースを預けてよいですか？

7. 駅にて
Dov’è il deposito bagagli?（ドーヴェ イル デポージト バガーリ？）
‣ 荷物預かり所はどこですか？

Questo treno va a Roma Termini?（クエスト トレーノ ヴァ ア ローマ テルミニ？）
‣ この電車はローマに行きますか？

Dov’è il bagno?（ドーヴェ イル バーニョ？）
‣ お手洗いはどこですか？
人にぶつかってしまった場合などは “Mi scusi ! ”（ミ スクージィ）ごめんなさい！
混雑した場所で、側を通るときは “Permesso ! ”（ペルメッソ！）すいません、どいてください。

8. 電車内で
指定した座席に他人が座っていた場合は下のフレーズが有効です。たまにあります（笑）

Questo è il mio posto.（クエスト エ イル ミオ ポスト）
‣ ここは私の席です。

たのしいご旅行になりますように！Buon viaggio!（ブォン
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