
隔 ⽉ 刊 ⽇ 本 語 新 聞

2 0 2 1 年 5 - 6 ⽉ 号

隔⽉刊⽇本語新聞 - PUBBLICAZIONE
PERIODICA GRATUITA distribuita in Italia
ANNO 5 - NUMERO 3- MAGGIO/GIUGNO
2021 | Edito da: Geienneffe Editore S.a.s.
Testata giornalistica iscritta al Tribunale
di Milano n° 53 del 23/01/2017

No. 31

Curiosare il Giappone
Articoli in italiano da pag. 6

するイタリア新聞わくわく



No.31

2 3

http://www.ciaojournal.com/
ciao@ciaojournal.com

ciao_journal

CiaoJournal

Ciao Journal

Ciao Journal イタリア新聞

Ciao! Journal広告掲載料⾦
Tariffe per pubblicità
広告⼀回掲載料⾦
Tariffe Pubblicità per una singola
uscita modulo（mm59×59）
€140＋IVA（mm59×59）
€60＋IVA（mm59×26.5）
1ページPrima pagina
タイトル上 sopra la testata €380＋IVA
2,3,16ページPagina 2,3,16 €200＋IVA
上記の料⾦に広告原稿作成代は含みません。
Iprezzi non contengono il costo per l'elaborazione
degli impianti.

チャオジャーナル無料配布先募集
●⼀回の送料はミラノ・ローマ市内8ユーロ、イ
タリアの他地域15ユーロ
●ご希望部数100部までクーリエサービスにて送付
●本誌p.2の無料配布先、弊紙HPの配布先マッ
プに御社名記載

詳細のお問い合わせ
Per maggiori informazioni scrivere a
ciao@ciaojournal.com

CIAO! Journal 無料配布先（⼀部）
Dove trovare CIAO! Journal
MilanoConsolato Generale del Giappone a
Milano, JETRO, ⽇本⼈学校, Brera⻭科,
Sagami, A.CLA.MI, Poporoya, Shiro,
Ristorante Osaka, G81 Bento & mood,
Yazawa, Gastronomia Yamamoto, Tenoha,
Tenoha Ramen, Tanabata, Alimentari
Gaghe, Tozai, Hair Salon Otto, Hair Salon
AFICS, Hazama, Ichi Station, Endo
Tomoyoshi, Studio Ypslion, Università degli
Studi di Milano (Facoltà di Mediazione
Linguistica), Grand Hotel et de Milan, Park
Hyatt, Mandarin Oriental Hotel, Info Point
Milano,Hotel Brunelleschi, Atelier Tokuda
Roma Ambasciata del Giappone, Istituto
Giapponese di Cultura, ⽇本⼈学校,
Ristorante Sushisen, Zensushi
Torino RistoranteJaps,TakoyakiMinamoto
Bologna RistoranteManyi-Sagami
Como Miciscirube
ModenaSagami
PalermoHoBento
Tokyo Istituto Italiano di Cultura Tokyo,サ
ルトリア・イプシロン
Kobe 神⼾⽇伊協会

2021年2⽉13⽇、第2次コンテ内閣の倒閣を受けてドラギ内閣が誕⽣した。依
然衰えを⾒せないコロナ禍の中、蔓延拡
⼤の恐れがある選挙を避けて⼤統領が⾸
相を指名する、という異例の⽅法がとら
れた。マリオ・ドラギ⽒はイタリア銀⾏
総裁、欧州中央銀⾏総裁を歴任した経済
学者で、共通通貨ユーロの主導的推進者
である。同⽒を軸とする現政界はどんな
構成になっていて、⼀体何を⽬指すのだろ
うか。

政府の構成と⽅針
総選挙を通さず組閣されたという点で

は第2次コンテ内閣と変わらない。だが前
内閣は、与党から去ったレーガの代わり
にPDが参⼊して⾟うじて過半数を保持し
ての組閣であった。⼀⽅、今回のドラギ
内閣では、⼤統領指名の⾸相の下、それ
まで野党だったレーガとFIその他が我も我
もと既存の連⽴与党に⾶び込み、主義主
張の相反する政党が合体して⼀つの与党
が出来上がった（野党に居残ったのはジ
ョルジャ・メローニのイタリア兄弟党の
み）。2⽉17⽇上院の信任投票で賛成262
票、翌18⽇下院で535票と、軽々と絶対多
数を獲得し、その数なんと24党から成る
連⽴内閣が成⽴。事あるごとに「いつ倒
れるか」を気にしながら政策を進めて⾏
かなければならなかったコンテ内閣に⽐
して、有象無象の集まった新内閣がやり
易いか否か？これからが⾒ものだ。

ドラギ⾸相は新内閣の施政⽅針演説に

おいて、「この政府
は戦争直後の政府同
様、各党が敵味⽅な
く協⼒して国家再建
のために尽くす政府
である。EUの⼀員と
して共通通貨ユーロ
における信条を貫
き 、 国 際 関 係 は
EU、Nato、国連を基
軸とする」と宣⾔した（サルヴィーニ⽒
は納得か？）。更に、「コロナに⾒舞わ
れて⼀年が経ち、貧困者が増え、社会的
不平等が拡⼤する中で当座ともに⽬指す
は、ワクチン、学⽣の在宅学習問題と次
世代教育への投資、主に南部への公共投
資、温暖化対策、男⼥平等、制度改⾰
（税制、⾏政、司法）の推進」であ
り、「環境汚染対策と再⽣可能エネルギ
ー、デジタル化、新幹線を戦略⽬標とす
る」とのビジョンを⽰した。そして中で
も「ワクチン接種と学校の対⾯授業再
開」を緊急課題とした。

それ⾏けワクチン計画
EUは加盟国間で接種の⾜並みを揃えて

いる。昨年12⽉27⽇、全EU加盟国におい
て国⺠数⼈ずつにワクチンが⼀⻫に投与
され、EUのコロナワクチン接種開始⽇と
なった。

イタリアにおいては、12⽉17⽇に政
府、国⽴衛⽣研究所（ISS）、医薬品庁
（AIFA）、全国州医療機関庁（AGENAS）

の4機関が協⼒して取りまとめたワクチン
接種計画に基づいて実施されることにな
っていた。それによると、まず1⽉から
「前線で活躍する医療関係者、⽼⼈介護
施設の従業員と被介護者計約200万⼈」。
続いて2〜3⽉「80歳以上の⾼齢者450万
⼈」。4⽉から「学校教員や刑務所職員、
警察などの社会の基幹的職業従事者
と、60歳以上の⼀般市⺠」。2021年内に
「国⺠の90％」。ワクチン調達について
は、2021年第1四半期に2800万⼈分（内訳
：1600万⼈分がアストラゼネカ、残りが
ファイザー、モデルナ、キュアバッ
ク）、第2四半期に5700万⼈、云々。そし
てドラギ新⾸相は、コロナ抑制政策責任
者としてイタリア軍のフィリウオーロ総
司令官を新たに指名し、軍隊戦略専⾨家
を登⽤して予防接種の推進に本格的に取
り掛かった。

しかしながら実際には、国と各州の⽅
針の⾷い違いや技術的な不具合など次々
と問題に突き当たり、接種は遅々として
進まず。例えば、かの有名なカンパーニ
ャ州のデ・ルーカ知事は⾃分の番でもな
いのに真っ先に接種した上に、「我が州
ではあくまでも業種別に接種する」と⾔
い張って政府の決めた年齢順の接種を拒
否。またロンバルディア州では、他州に
先駆けて設置した独⾃のワクチン予約サ
イト「ARIA」が正常に機能せず、⼀つの
接種場に予約が何百⼈も集中したかと思
えば他の接種場はガラガラだったり、あ
るいは80歳以上の多くの⼈たちが100キロ
以上離れた接種場を割り当てられたり
…。⾬の中で⾼齢者が⻑い列を作って待
たされる様⼦が報道されたりもした。

アストラゼネカ騒動
加えて「アストラゼネカのワクチンだ

と⾎栓症が起きる可能性⼤」という⾵評
も、⽬指す「⼤規模接種」に⻭⽌めをか
けた。事の顛末はこうである。1⽉29⽇、
欧州医薬品庁（EMA）がアストラゼネカ
社のワクチンを認可したのを受けて、イ
タリアでも使⽤が開始された。イタリア
医薬品庁（AIFA）は年齢的に効果⼤との
理由で当初18〜55歳への接種を推奨し
た。だが同ワクチン接種後2週間の間に
「⾎栓症を発症し死亡」の報告が何件か
あったために、3⽉15⽇に使⽤停⽌を決
定。そしてその4⽇後に「調査の結果、投
与後に⾎栓症を起こす確率は100万分の
1」として、対象を60歳以上に変更し接種
再開にゴーサインを出したのである。し
かしこの⼀時的停⽌措置が⼈々に恐怖を
与え、接種会場で「アストラゼネカは嫌
だ。他のに変えてくれ」と騒ぐ⼈や、予
約しながらも接種に⾏かない⼈が続出し
た（ドイツやイギリスなどの他国でも同
様の措置がとられたりと、アストラゼネ
カの件のみが⼤々的に取り上げられた形
となったが、ファイザーやモデルナのワ
クチンについても、接種との因果関係は
別にして接種後死亡したケースが報告さ
れている）。

こうした国⺠の懸念を払拭してワクチ
ン接種を推奨し、且つ接種の受け⽅を⽰
すため、マッタレッラ⼤統領とドラギ⾸
相は指定された会場で⼀般市⺠同様に番
号札を取り、⾃分の番が来るのを待って
接種した。その様⼦はTVなどで放映され
たが、ドラギ⾸相やドイツのメルケル⾸
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相がアストラゼネカを接種した旨に⾄っ
ても報道された（本当にご苦労様で
す）。

割り込み接種
ワクチン接種の進⾏状況を調査してい

た州検察局は4⽉初め、「⾃分の番でもな
いのに優先的にワクチンを接種した者が
全国で230万⼈もいる」ことを公表。特
に、迅速に⾏われるべき80歳代の接種が
⼤幅に遅れているプーリア、カンパーニ
ャ、カラブリア、シチリア、トスカーナの
5州で「割り込み」が顕著であることが明
らかになった。プーリアではワクチンの
州配当分の30%が裁判官や弁護⼠、エン
ジニア、神学⽣に優先的に投与されてい
た他、未成年者を含む若者がワクチン接

種を⽬的にボランティアのメンバーカー
ドを取得して接種を受けていた。トスカ
ーナ州では弁護⼠や役所関係者を筆頭に
12万⼈が80歳以上の⼈より先に接種して
いた。ドラギ⾸相は「我先にと、命にか
かわるリスクを抱えた⼈を押しのける者
は⼀体何を考えているのか」と激怒し
た。

募る社会的不満
ロンドンでは3⽉29⽇、6ヶ⽉ぶりに1⽇

の死者がゼロになり、それ以来バールや
レストランにも⾃由に⾏けるようになっ
ているようだ。⼀⽅、イタリアでは死者1
⽇当り300〜500⼈と、今年に⼊っても⼀
向に減少の気配を⾒せなかったため、ド
ラギ内閣は3⽉12⽇、「⼈⼝10万につき感
染者が1⽇に250⼈出た州は⾃動的にレッ
ドゾーン（学校、商店、レストラン閉

鎖）」とのおふれを出した。特に復活祭
期間は全国⼀律レッドゾーンとして親戚
同⼠の移動をも禁⽌した。その結果、何
ヶ⽉も閉店を強いられ不満を募らせてい
たレストラン、バールや商店、ジムの経
営者、卸売業者や⾏商⼈による抗議運動
が全国で勃発。ローマ下院前に飲⾷業者2
万⼈が集結して暴徒化し、スペランツァ
保健相とエミリア・ロマーニャ州のボナ
ッチーニ知事宛に銃弾が届き、ローマの
国家保健局とブレッシャのワクチン接種
会場に⽕炎瓶が投げ込まれるなどの事件
が前後して起こった。

加えて、⻑期間在宅を強いられている
⾼校⽣たちが徒党を組んで暴⼒を振るう
ようになったり、無気⼒症でカウンセリ
ングを受ける⼦供たちが急増したりと、
社会のあらゆる側⾯で深刻なひずみが出
てきている。

ささやかな夢
だが、これまで遅々として進まなかっ

たワクチン接種がこの4⽉半ばからフル回
転し始めたようだ。政府は8⽉までに全国
⺠の70%の接種を⽬標としているのだ。
フィリウオーロ総司令官は「そのために
は毎⽇51万⼈に接種する必要がある」と
しており、イタリアは今、接種マラソン
の真っ只中にある。

そしてドラギ⾸相は4⽉26⽇から学校を
100%再開、レストランは⼾外での⾷事が
可能な場合は営業を許可すると、これま
での規制を緩和する⽅針を⽰した。更に6
⽉からは店内での⾷事やジム、プールや
テーマパークの営業を再開するとの⾒通
しだ。これは、ワクチン接種⼈⼝の拡⼤
を念頭に置いてのことだと思われ、レス
トランで好きな時に気軽に⾷事をした
り、マスク無しで冗談を⾔い合ったりと

いった�ささやかな夢�がやっと実現しそう
な気配だ。

最後になったが、ここにきて感染者が
増加中の⽇本にも、なんとか頑張っても
らいたい。

MasaoYamanashi

2021年2⽉
●16⽇、伊で英国変異株の脅威拡⼤。
本⽇予定のスキー場開場が取り消し
に。80歳以上のコロナ予防接種開
始。●17⽇、ドラギ内閣上院での信任
投票で賛成262、反対40。●18⽇、コ
リエーレ紙「国内蔓延中の変異株は5
種 」 。 N A S A の ⽕ 星 探 査 機
「Perseverance」が⽕星着陸。●19
⽇、INPS「2020年度に66万4000⼈の
雇⽤ポストが失われた」。●20⽇、与
党五つ星運動党の⼀部がドラギ内閣に
信任投票しなかった件で党内分
裂。●21⽇、コリエーレ紙「ワクチン
1回⽬の接種率はイスラエル50%、英
国25%、独仏それぞれ3.6%」。●23
⽇、コンゴで国連の「World Food Pro-
gram」⼀⾏がテロ攻撃を受け、同国
伊⼤使と護衛のカラビニエーリ、運転
⼿の計3名死亡。●25⽇、フードデリ
バリーの全国6万⼈の⾃転⾞配達⼈の労
働を⾮合法として、ミラノ検察局が⼤
⼿4社に総額7億3300万ユーロの罰
⾦。●2 6⽇、感染者2万⼈に急
増。●27⽇、コンテ前⾸相がフィレン
ツェ⼤学に戻り授業再開。●28⽇、ナ

イタリアのニュースかけあ
し

ポリ検察局が遺跡盗難捜査中のポンペイ
遺跡近郊で、ブロンズの結婚式⽤⾺⾞発
掘。教皇「温暖化対策を怠ればノアの⼤
洪⽔が再度来る」。

3⽉
●1⽇、学校での感染急増。五つ星運動党
創⽴者グリッロ⽒が、同党取りまとめ役
にコンテ元⾸相指名。エトナ⼤噴⽕で付
近の町が灰に包まれる。ドラギ⾸相、伊
軍フィリオーロ総司令官をコロナ⾮常事態
総司令官に指名。●2⽇、2014年に仏最
⾼裁の判事を買収した罪でサルコジ元⼤
統領に3年の禁固刑。旧ソ最⾼指導者のゴ
ルバチョフ⽒、90歳に。サンレモ⾳楽
祭、観衆無しで開催。●3⽇、戦略ゲーム
「スタークラフト2」世界⼤会でフィレン
ツェの⾼校⽣優勝。●5⽇、PDのジンガレ
ッティ党⾸辞任。感染拡⼤でロンバルディ
ア州の学校休校、関係者と両親が抗議。
スカラ座バレエ団50⼈感染。教皇がバグ
ダッドのキリスト教会訪問。コリエーレ
紙「2020年度貧困者は100万⼈増の560
万⼈」。●6⽇、オーストラリアへのコロ
ナワクチン輸出をEUが拒否。サンレモ⾳
楽祭でロックグループ「マネスキン」優
勝。●9⽇、伊のコロナ犠牲者10万⼈
に。●10⽇、マッタレッラ⼤統領が⼀般

市⺠と共にコロナ予防接種を受け
る。●12⽇、コリエーレ紙「割り込んで
ワクチン接種を受けた弁護⼠8000
⼈」。●13⽇、6週にわたって上昇を続け
る感染者数抑制のため、10州が3⽉15⽇
〜4⽉6⽇レッドゾーンに。PD新党⾸にエ
ンリコ・レッタ元⾸相。●15⽇、変異種
の感染者が若年層に及んでいるため、本
⽇から学⽣700万⼈（全体の81%）がリモ
ート学習に。ローマのモンテチトリオ
（下院議会）広場で学⽣と親が抗議デ
モ。●16⽇、ワクチン接種後6⼈が⾎栓症
で死亡したのを受け、アストラゼネカの
ワクチン接種を⼀時中⽌。バチカン教理
省「カトリック教会は同性婚を祝福でき
ない」。●17⽇、コロナ死者502⼈で本
年度最多。ワイン国際⾒本市「Vinitaly」
は今年も無し。パリの美術館ルーブルと
カルナヴァレが、⼈々の理解困難を理由
にローマ数字を使⽤しないことに（例え
ばルイXIVがルイ14に）。●18⽇、1年前
コロナ最多犠牲者を出したベルガモをド
ラギ⾸相が追悼訪問。●19⽇、EMA（欧
州医薬品庁）がアストラゼネカのワクチ
ン投与再開承認。スペイン議会が安楽死
認可。ミラノの⾼校⽣が窒息死⼨前の幼
児を救急措置ハイムリック法で救
助。●21⽇、コリエーレ紙「80歳以上で

ワクチン2回接種は僅か15％」。●22
⽇、ISTAT「昨年度出⽣者は死亡者数の半
分の40万⼈」。世界「⽔の⽇」。ロンバ
ルディア州のワクチン予約システム
（ARIA）機能障害で混乱、同機関トップ
解任。●23⽇、伊全国アマゾン従業員4万
⼈が初スト。●24⽇、新規感染者1万
8000⼈、犠牲者551⼈。コリエーレ紙
「2018年第1次コンテ内閣成⽴時から現
在までに党派を変更した議員は上院125
名、下院65名」。●25⽇、ダンテ記念
⽇。⽇本企業所有の巨⼤コンテナ船「エ
バーギブン」がスエズ運河で座礁。●26
⽇、コリエーレ紙「EU全体で予防接種完
了は4.1%」。ファイザー社ワクチンがモ
ンツァでも製造されることに。⾃分の番
ではないのにワクチンを接種した⼈多数
（トスカーナ州で 5 万 7 0 0 0 ⼈ な
ど）。●27⽇、パドヴァでワクチン接種
の妊婦から⽣まれた新⽣児にコロナの抗
体があった。伊のストッキングメーカ
ー「Oroblu」がペットボトルをリサイク
ルしたストッキング開発。ロンドンで初
めて死者ゼロ。●30⽇、スエズ運河で⽴
ち往⽣の「エバーギブン」が牽引船16隻
によって解放。⾜⽌めされていた船舶400
隻の航⾏再開。「国内レッドゾーンにも
関わらず国外への渡航OK」のため、復活

祭のバカンス地⾏きフライト満席。コリ
エーレ紙「在宅授業のため唯⼀の⾷事で
ある学校給⾷が受けられず飢えに苦しむ
⼦供16万⼈」。●31⽇、ドラギ⾸相夫妻
がアストラゼネカのワクチン接種。国防
省の軍事政策局に勤務していたウォルタ
ー・ビオット海軍中佐が軍事機密をロシ
アに売っていた事実発覚。

4⽉
●2⽇、コロナの死者依然500⼈。●6
⽇、コロナ⽇本型変異株発⾒。昨年2⽉7
⽇エジプトで投獄されたボローニャ⼤学
学⽣パトリック・ザキ⽒の⾮公開審理再
開。ブレシャで男が13歳の甥にライフル
銃を渡し、ライバルを射撃して負傷させ
る。FBユーザーのうち5億3300⼈のプロ
フィールがハッカーに盗まれる（イタリア
ではユーザーのうち90%）。●7⽇、飲⾷
業者1000⼈がローマの下院前で抗議。全
国各地で抗議活動発⽣。コリエーレ紙
「昨年コロナ危機で業務停⽌の⾃営業者
35万5000⼈」。EMA（欧州医薬品庁）が
アストラゼネカワクチンは60歳以上を推
奨。ISTAT「1年で失業者94万5000
⼈」。●8⽇、フォン・デル・レイエンEU
委員会会⻑とミシェルEU議会会⻑がトル
コの⾸都アンカラでエルドアン⼤統領と

⾯会の際、⼥性のフォン・デル・レイ
エン会⻑に椅⼦が準備されず、外交問
題に。伊国内でアストラゼネカワクチ
ンへの不信感⾼まる。●9⽇、ドラギ
⾸相が、⾃分の番を待たずにワクチン
接種した200万⼈を批判、更にEU委員
会会⻑に椅⼦を提供しなかったエルド
アン⼤統領を批判。コリエーレ紙「⻑
期の在宅授業で精神的に不安定になる
⽣徒急増」。北アイルランドの⾸都ベ
ルファストでカトリック対プロテスタ
ントの抗争再発。●10⽇、エリザベス
2世の夫、フィリップ皇太⼦死去（99
歳）。●11⽇、伊で80歳以上と医療
関係者の感染減少確認。●13⽇、強制
閉店が続く飲⾷業者がローマの下院前
で過激デモ。●14⽇、期待されていた
Johnson &Johnsonだが、⽶国における
使⽤⼀時停⽌を受けてEUでも開始前か
ら接種停⽌に。●15⽇、感染者1万
6168⼈、死者496⼈。

NatsumiKan

政界アラカルト

（ｐ.３よりつづく）



geografiche) su incarico del
Touring Club Italiano, per il
quale tuttavia, nonostante
il grande investimento, gli
sforzi e soprattutto la
buona riuscita, Giovanni
non poté essere pagato a
causa degli sconvolgimenti
dovuti alla Grande Guerra.
Le conseguenze furono
ancora più care e dovette
abbandonare la proprietà, lasciando l�Istituto De Agostini che aveva
costruito con le propriemani.
Da questo momento, l�azienda De Agostini, oggi ben conosciuta come
casa editrice, e la famiglia De Agostini presero due strade diverse.
Trasferitosi da Novara a Torino, Giovanni fondò l�azienda Cartografia
Fratelli De Agostini.

Dall�altra parte del mondo, il fratello minore Alberto diventò
missionario salesiano in Patagonia, distinguendosi nella sua attività a
difesa degli indios. Durante la missione, continuò a raccogliere i dati
geografici della Patagonia per poi mandarli al fratello Giovanni (foto a
pag.1). Molte pubblicazioni nacquero dalla collaborazione dei fratelli,
tra queste la più famosa è �Tierra del Fuego� (scala 1:1.000.000). È
importante ricordare che l�80 per cento dei monti e dei fiumi della
regione fu scoperto da Alberto: non a caso in questa regione si trovano
molti nomi italiani!
Quando Alberto morì nel 1960, in Cile ci fu lutto nazionale e gli furono
dedicati opere e luoghi, tra cui il Parco nazionale Alberto De Agostini. In

suo onore furono stampate
anche delle banconote da
10.000 pesos, raffiguranti il
parco. I numerosi scritti,
filmati e fotografie che
sono state lasciate da
Alberto documentano gli
scambi culturali che ci
sono stati tra lui e la
popolazione a cui dedicò la
vita; possiamo dire che

sono delle preziose risorse anche dal punto di vista antropologico.

Nel 1928 la famiglia De Agostini si trasferì da Torino a Milano, dove
pubblicò il primo atlante geografico per le scuole della Casa Editrice
Mondadori. Il figlio Federico cominciò a espandersi all�estero: sviluppò
i progetti nell�America Centrale e Meridionale, dedicandosi alla
produzionedi atlanti, libri di testo e cartemurali per le scuole. Inoltre, si
impegnò a diffondere le carte geografiche firmate De Agostini.
Nel 1935 nacque la casa editrice Italgeo, fondata da padre e figlio.
Giovanni editò una serie di carte geopittoriche regionali piene di
illustrazioni: desiderava far conoscere a tutto il popolo italiano le
bellezze del loro Paese; pensò così di rappresentare l�Italia divisa in
regioni per illustrarne la conformazione geografica, i settori primari, gli
edifici e i punti turistici: era sicuramente una soluzione adatta a
un�epoca dove l�educazione era riservata ai privilegiati, e non vi erano
molte possibilità di visitare altre città. Nacque in questomodo �Imago
Italiae�, una raccolta ricca di colori e illustrazioni. �Italia Viva� è la sua
versione ridotta e venne usata nelle scuole elementari fino agli anni �70.

De Agostini: attività e successi
Storia della famiglia chehadiffuso le carte
geografiche

I De Agostini sono i precursori delle carte geografiche moderne
italiane. Oggi le numerose carte che sono state prodotte nei loro
prestigiosi 130annidi storia sonocatalogatedaMinoriMorozumi, una

collaboratrice giapponese residente a Como,
nonché laboriosa organizzatrice di mostre e
conferenze sull�operato della famiglia De
Agostini. Per questo numero le abbiamo chiesto
di tenere una �conferenza� speciale per i lettori
di Ciao!Journal. Buona lettura!

Nel 1892 nasce in Italia la prima carta geografica moderna (realizzata
con la tecnica cartografica scientifica), la quale andrà a sostituire le
mappe pittoriche e tedesche che erano le più utilizzate all�epoca.
Giovanni De Agostini (1863-1941), allora studente di lettere
all�Università di Torino, durante un corso di geografia rimase colpito
dalle carte geografiche. Dopo la laurea si recò in Germania per studiare
la geografia e la cartografia per così apprendere la scienza cartografica,
sotto l�insegnamento di vari geografi famosi: Giovanni sarà uno dei
primi a introdurre la tecnica cartografica in Italia.
Nel 1892 fondò a Como il primo laboratorio italiano per la produzione
di cartografia, e nel 1901 l�Istituto geografico De Agostini a Roma. Tra le
sue opere pubblicate in questo periodo ricordiamo �L�Atlante
Limnologico dei laghi italiani� (scala 1:50.000, dove sono illustrati 60
laghi rilevati in collaborazione con l�Istituto Idrografico della Marina
Militare), a cui dedicò ben circa 10 anni di lavoro. Nel 1904 assistiamo
alla prima uscita del �Calendario Atlante De Agostini�, l�annuario
geografico-statistico tascabile ancora oggi popolare.
Nel 1907 trasferì l�Istituto a Novara, per poi partecipare all�Esposizione
internazionale di Torino del 1911, dove espose un enorme modello in
scala dell�Italia (raggio di 4.5m, scala 1:100.000) in occasione delle
celebrazioni del cinquantenario dell�Unità. Nello stesso periodo venne
pubblicata la prima �Carta stradale d�Italia� (scala 1:250.000, 59 carte
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デ・アゴスティーニ家はイタリアにおける近代的地図の始祖であ
る。コモ在住の両⾓（もろずみ）みのりさんは、同家が130年の
間に制作してきた膨⼤な量の地図を整理し、展覧会や講演会を精
⼒的に⾏っている。本⽇はチャオ誌⾯で�講演�していただくこと
になった。早速⽿を傾けてみよう。

イタリアにイタリア製の近代的地図（科学的地籍調査を施して制
作した地図）が初めてお⽬⾒えしたのは、1892年のことです。そ
れまで⼀般市⺠が⼿にする地図といえば絵画的要素の強いもの
で、しかも全てドイツ製でした。

ジョヴァンニ・デ・アゴスティーニ（1863-1941）はトリノ⼤
学在籍中、地理学の授業で地図に魅了されます。卒業後すぐにド
イツに留学し、当時の偉⼤な地理学者達に様々に師事して地理学
と地図の制作技術を習得しました。科学的に地図を作るシステム
（近代的地図学）が、ジョヴァンニによってイタリアにもたらさ
れることになります。

1892年、彼はイタリア初の地図制作所をコモに作ります。そし
て1901年にはローマにデ・アゴスティーニ地理研究所（Istituto
geografico De Agostini）を設⽴。この時期の著名な作品として、
約10年をかけて作った『L�Atlante Limnologico dei laghi italia-
ni』（湖沼陸⽔学地図帳。5万分の1。ジェノヴァの海軍⽔路研究

所と共にイタリアの60の湖を
測量）があります。1904年か
ら現在まで続くポケットサイ
ズの統計地図帳『Calendario
Atlante De Agostini』はよく知
られていますよね。

同地理研究所は1907年にピ
エモンテ州のノヴァラに移転。1911年にはイタリア王国50周年記
念のトリノ展覧会の仕事を受けて、巨⼤なイタリアの模型（半径
4.5メートル、10万分の1）を展⽰しました。ツーリング・クラブ
・イタリアーノから依頼された初の全国道路地図（Carta stradale
d�Italia。25万分の1、全59枚）もそのとき同時
に発表され、⾼い評価を受けます。しかし、
⼤変な投資と労⼒の末に完成したこの地図に
対する⽀払いが、第⼀次世界⼤戦へと向かう
混乱の中で受けられず、ジョヴァンニは⼤き
な負債を抱えます。結果、彼は経営権を譲り
渡さざるをえなくなり、1921年にはなんと⾃
らが創始したデ・アゴスティーニ地理研究所
を去ることになるのです。

というわけで、現在皆さんがよくご存知の

1904年版『Calendario
Atlante De Agostini』
©2016 Associazione Italgeo/
Imago Mundi

壁掛け地図制作。帆布（はんぷ）に地図を貼り付ける作業中。ノヴァラのIstituto
geografico De Agostiniにて。∕La produzione delle carte murali. Nell’immagine si
stanno incollando le cartine sui teli presso l’Istituto geografico De Agostini a
Novara. ©IGDA Novara

DeAgostini社と、デ・アゴスティーニ家は、ここから違う道を歩
むことになります。

ノヴァラを後にしたジ
ョヴァンニはトリノにデ
・アゴスティーニ兄弟地
図制作会社（Cartografia
Fratelli De Agostini）を設
⽴します。ところで、ジ
ョヴァンニの弟アルベル
トは、サレジオ修道会の
宣教師として南⽶のパタ
ゴニア（アンデス⼭脈を
はさんでアルゼンチン側
とチリ側に分かれる広⼤
な地域）に赴き、50年も
のあいだ先住⺠の保護に
尽⼒した⼈物です。宣教
師としての活動に従事す
る傍ら、パタゴニア地⽅
を測量してイタリアの兄
にデータを送り続けまし
た（p.1の写真）。ジョヴ
ァンニがそれを地図にし

て多くの作品を残していますが、なかでも有名なのが『Tierra del
Fuego』（ティエラ・デル・フエゴ=南⽶南端部の諸島の地
図。100万分の1）です。特筆すべきは、ティエラ・デル・フエゴ

の約80%の⼭や川などが
測量途上のアルベルトに
よって発⾒され、名づけ
られたこと。故にこの地
⽅にはイタリア語の地名
が多いのです。

1960年にアルベルトが
亡くなると、チリでは国
喪（こくそう）が⾏われ
ました。その功績を称え
て各所に彼の名が冠さ
れ、アルベルト・デ・ア
ゴスティーニ国⽴公園が
印刷された1万ペソの記
念紙幣も発⾏されまし
た。⽣涯をかけて彼が保
護にあたった先住⺠との
交流の記録（⽂書や写
真、映像）は⽂化⼈類学
上、貴重な資料となって
います。

『Tierra del Fuego』の地図と、その地の写真。∕Carta Geografica e foto di “Tierra del Fuego”
©2016 Associazione Italgeo/Imago Mundi

デ・アゴスティーニ家の貢献と功績
〜イタリアで地図を発展させたファミリーの話〜

素晴らしきmade in Italy

Giovanni De Agostini
©2016 Associazione Italgeo/Imago Mundi
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1928年、デ・アゴスティーニ家はトリノか
らミラノに移り、ジョヴァンニの息⼦フェデ
リーコが⾼齢の⽗に代わって活躍します。イ
タリア初となる学校⽤地図帳をモンダドーリ
社から出版し、中南⽶にも進出して⼀帯の学
校の地図帳や教科書、壁掛け地図などを制
作。デ・アゴスティーニの署名が⼊った地図
を中南⽶にも普及させました。

1935年、親⼦で設⽴したイタルジェオ出版
社（I t a l g e o）で、⽗ジョヴァンニは
「geopittorica」と呼ばれるイラスト地図を発
案します。当時は教育も⾏き届かず、⼈々は
イタリアの他都市を⾒ることもなく、⾃分の
村やその周辺を知るばかりでした。「イタリ
アはこんなに美しい国だと皆に知ってもらい
たい」。そんな思いで、地図は州ごとに分
け、それぞれの⼟地の⾃然、産業、建造物、
観光地などがひとめでわかるように⼯夫。そ
うやって完成した『Imago Italiae』は豪華で

カラフルなイラスト地図集です。そしてそ
の⼩冊⼦版『Italia Viva』は、70年代まで⼩
学校の地理の教科書として⼦供たちに愛さ
れました。

ジョヴァンニ・デ・アゴスティーニのサ
インが⼊った地図は⾼いクオリティを約束
するものでした。ジョヴァンニは、地図に捧げた⼈⽣をミラノに
て終えます。国⺠栄誉賞を受けた後の1941年のことでした。

⽗亡き後のフェデリーコは仕事に邁進します。ブルーノ・ムナ
ーリ挿絵の⼦供向け地理絵本『Mondo Aria Acqua Terra』や、
⼤⼈気の「geopittorica」シリーズでは『Gastronomica』（国内
の美味しい⾷べ物を詰め込んだ地図）、『聖地と聖⼈の地
図』（1950年聖年記念）、『イタリアワイン地図』などを次々に
出版。アラブ諸国の学校⽤教科書や地図帳、壁掛け地図も請け負
いました。百科事典『Imago Mundi』はフェデリーコが考案した
傑作です。「毎週発⾏の⼩冊⼦を約30か⽉かけて120冊集めると1
組の百科事典が完成する」という仕組みで、⾼額な百科事典を庶
⺠の⼿に⾏きわたらせたいとの思いから⽣まれた画期的な形式で
した。これが今も⼈気の分冊百科の先駆けです。フェデリーコは
1978年、ミラノ市葬で厳かに送り出されました。

さて、フェデリーコの息⼦は祖⽗の名前をもらってジョヴァン
ニです。これまでの中南⽶、アラブについで彼は南アフリカにも

進出し、ザンビアの地質地図を制作。また、代表作にはアラ
ブ⾸⻑国連邦の地図（同国政府公認）や『Islam History
Atlas』（240枚の地図を載せたイスラム圏の歴史書）などがあ
ります。

ジョヴァンニは2005年、ミラノで⼀⼈の⽇本⼈⼥性と知り
合います。ジョヴァンニの妻となったその⼥性はある⽇、倉

庫に眠っている地図を⾒つけます…。実
は、それが私なのです。放置された膨⼤
な量の地図や本を⾒て、「この歴史はき
ちんと残していくべきもの」と考えまし
た。資料の整理や修復をしていくうち
に、イタリアの地図の歴史やその発展に
貢献したファミリーについて多くの⼈に
知ってもらいたいと思うようになり、こ
れまで数々の地図展や講演会を開催して
きました。

来年2022年は、祖⽗ジョヴァンニがイ
タリアに近代的地図を導⼊してから130
年になります。私の夫はデ・アゴステ
ィーニ家の最後の後継者です。彼ら三世
代の⼿による素晴らしい資産を後世に残
すため、いま私たちは地図博物館の設⽴
を⽬指しています。皆さん、完成の暁に
は是⾮とも⾜を運んでくださいね。

Ormai a quel punto il nome �Giovanni De Agostini� era diventato una
garanzia di qualità. Dopo aver dedicato la vita alla cartografia, Giovanni
si spense a Milano nel 1941, dopo aver ricevuto la medaglia d�oro dei
benemeriti della cultura.
Allamortedelpadre seguirono
numerose pubblicazioni da
parte del figlio. Federico
pubblicò �Mondo Aria Acqua
Terra� per i bambini conBruno
Munari, e dalla serie delle
carte geopittoriche nacque
�La Carta Gastronomica� (dove
erano illustrate le specialità
della gastronomia del Bel
Paese); ricordiamo anche le
mappe dei Santuari e dei
Santi (uscite nel 1950, l�anno
del Giubileo), la mappa dei
vini italiani e così via. Si
occupò anche delle scuole nei
paesi arabi, producendo
anche questa volta atlanti,
libri di testo e carte murali.
L�enciclopedia �Imago Mundi�
fu il capolavoro di Federico:
un�enciclopedia costituita da
120 fascicoli in uscita ogni
settimana, da collezionare in 30 mesi. L�idea nacque per permettere
anche ai meno abbienti di possedere un�enciclopedia, solitamente
molto costosa. Questa è l�origine dei libri da collezionare molto
popolari ancora adesso. Federico morì nel 1978 e il suo funerale fu
celebrato aMilano con gli onori del Comune.

Il figlio di Federico si chiama Giovanni, come il nonno. I progetti che

avevano visto coinvolti l�America meridionale, centrale e il Mondo
Arabo, furono ampliati con Giovanni e realizzati anche nel sud Africa,
dove realizzò le carte geologiche dello Zambia. Tra le opere di Giovanni

abbiamo anche la carta ufficiale degli Emirati Arabi e �Islam
History Atlas�, dove è rappresentata la storia dell�Islam
attraverso 240 tavole.
Il 2005 fu l�annodi svoltaperGiovanni: conobbeaMilanouna
donna giapponese che sarebbe diventata suamoglie.
Sarà lei a trovare una quantità esorbitante di carte
geografiche dimenticate.
In realtà questa persona sono io! Trovandomi spaesata di
fronte alla massa di documenti e libri, capii che si trattava di
frammenti di storia da conservare. Successivamente,
ordinando e ristrutturando i documenti, il mio desiderio di
raccontare questa storia diventò più forte.
Miomarito è l�ultimo erede della famiglia De Agostini e per il
2022, in occasione del 130° anniversario da quando fu
introdotta la prima carta geografica moderna di Giovanni,
stiamo cercandodi creare unmuseo della cartografia, con lo
scopo di tramandare al futuro la meravigliosa risorsa che è
stata coltivata da tre generazioni.
Non vediamo l�ora di invitarvi!

MinoriM. De Agostini
Foto：Associazione ITALGEO

（traduzione in italiano: Natsu Funabashi）

HP：www.deagostini.jimdo.com
FB：https://www.facebook.com/italgeo

https://www.facebook.com/geopittorica

イラスト地図集『Imago Italiae』の中のロンバルディア州。∕La Lombardia illustrata di “Imago Italiae”
©2016 GMDA

70年代までイタリアの⼩学校の地理の教科書として愛
⽤された「Italia Viva」。∕ “Italia Viva” utilizzata nelle
scuole fino agli anni ‘70
©2016 Associazione Italgeo/Imago Mundi

百科事典『Imago
Mundi』（No.84）の表紙∕
La copertina di “Imago
Mundi”no.84
©2016 Associazione Italgeo/
Imago Mundi

⼈気を誇った「geopittorica」シリーズの中の『La carta
Gastronomica』∕ “Gastronimica” dalla serie delle mappe
geopittoriche ©2016 GMDA
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僕の愛する「ジョジョ」
どうも皆さん、こんにちは。私はチャオ誌にて「漫画の源流を
辿る」シリーズを書かせていただいておりまして、本来でしたらそ
ろそろその続きに⾏かなければならないのですが、編集室から
「今回のチャオのテーマである�地図�を彷彿する内容のものを」
とのお達しがありまして…。そこで、この度は私の⼤好きな作品
「ジョジョ」について⼤喜びでお話ししようと思います。ちなみ
に、「漫画の源流を辿る」はチャオ誌No.23と26に掲載されており
ますので、どうかお⽬通しを。

私
は「ジョジョ」を読んだから今現在イタリアに住んでいる。こう
⾔っても過⾔ではないほど、影響を受けました。この漫画は⼀般

的に「ジョジョ」と呼ばれますが、正式名称は『ジョジョの奇妙な
冒険』です。「ジョジョってどんな作品？」ということを知らない⼈
に説明するとすれば、「⼤河ドラマだよ」の⼀⾔で⾜りるでしょう。

荒⽊⾶呂彦さんの週刊少年ジャンプにおける連載作品として1986年
にスタート。その後スタイルを変え雑誌を変えながら今なお続く、
歴史ある作品です。2012年に荒⽊⾶呂彦デビュー30周年企画としてア
ニメ化が開始され、こちらも現在まで続いています。

「ジョジョ」にはおそらくアニメから⼊った⽅がいいでしょう。ま
た、漫画にしろアニメにしろ、第3部か第4部か第5部のどこかから始
めて⾃分に合うと思ったら読み進めていき、合わないと思ったら他の
シリーズに変える。そのようにしてはどうかと私個⼈的には思いま
す。ちなみに私は「5→4→3→1→2→6」なんていう⾵に読みました。
すべてをよく知る今、「この進め⽅、なかなか良かったのでは」と思
っています。それはなぜか？これから説明していきましょう。

まず、「その奇妙な冒険をするジョジョって誰？」って話で
すが、実はシリーズによって主⼈公が変わるんです。第1部の
ジョナサン・ジョースターからその⼦孫へと受け継がれていく
ジョースター家の戦いの歴史なんですが、主⼈公のあだ名がみ

Jojo: una passione
Ciao a tutti! L�ultima volta che ho scritto per Ciao è stato per la
rubrica �L�originedeimanga�e,no,questavoltanoncontinuerò su
questo filone, ma vi parlerò un po� di quello che mi è venuto in
mente pensando all�argomento centrale di questo numero: le
mappe. Proprio per questo motivo ho deciso di raccontarvi, con
mia grande gioia, di un�opera chemi piace tantissimo: Jojo.
Ah! per chi non lo sapesse, potete leggere �L�originedeimanga� sui
numeri 23 e 26 di Ciao. Se vi va, andate a darci un�occhiata!

I o vivo in Italia proprio perché ho letto Jojo. So che, detto così,
potrebbesembrareun�esagerazione,maquestomangahaavutoun

fortissimo impatto su di me. Nonostante sia spesso chiamato dai fan
�Jojo�, il nome ufficiale della serie è �Le bizzarre avventure di Jojo�: se
dovessi spiegare, a chi non ne ha mai sentito parlare, cosa sia
effettivamente, mi basterebbe una parola: taiga drama (telefilm
giapponese di carattere storico trasmesso annualmente).
Il manga di Hirohiko Araki ha iniziato la sua serializzazione nel 1986, sul
settimanale Shonen Jump, per poi passare su un�altra rivista. Tuttavia,
il cambiamento non ha riguardato solo questo: Jojo, infatti, è un�opera
non ancora conclusa e ricca di aneddoti, che ha vissuto negli anni una

vera e propria trasformazione stilistica. Nel 2012, a 30 anni dal debutto
di Hirohiko Araki, ne è stato poi annunciato finalmente l�anime, anche
questo ancora in corso.
A tal proposito, per iniziarea seguire �Jojo� vi consigliopropriodipartire
da questo, in particolare (e questo vale anche per il manga) vi
suggerisco di iniziare dal terzo, quarto, o quinto arco narrativo e, se
pensatechevipossa interessare, di continuarne la lettura. Altrimenti, se
ritenete che non faccia per voi, potete sempre cambiare e scegliere
un�altra serie. A ogni modo, per quanto mi riguarda, io l�ho letto
nell�ordine 5→4→3→1→2→6 e, a posteriori, penso di aver fatto bene.

Volete sapere perché? Adesso ve lo spiego.

Innanzitutto, vi starete chiedendo chi sia questo �Jojo� e perché
le sue siano delle bizzarre avventure. Beh, sappiate che non
esiste un solo Jojo: a partire dal primo arco narrativo con
Jonathan Joestar, la storia narra le battaglie della sua famiglia e
dei suoi discendenti. Discendenti che, per l�appunto, finiscono
sempre per avere il nomignolo Jojo.
Cosa c�è di così interessante in questa serie? La prima cosa da
dire è che, a ogni generazione, lo stile del manga cambia

completamente. Per esempio, durante l�inizio della serializzazione negli Anni
�80, andavano di moda serie come �Ken il guerriero� e �Ultimate Muscle� e
anche Jojo faceva parte di quella lista infinita di combattenti supermuscolosi
sempre pronti a fare a botte.
Oltre a questo, c�è da dire che il Jojo dell�epoca fosse una lettura abbastanza
leggera: una caratteristica che che oggi non viene particolarmente apprezzata
dal pubblico più giovane, che considera questo tipo di narrazione ormai
antiquata.Eccoperchéviconsigliodi leggere iprimiduearchinarrativiperultimi!
�Eh?? ma quindi capisci anche iniziando a leggere da metà?�, vi starete
chiedendo. Proprio così: anche se non conoscete le avventure degli altri Jojo,

L’illustrazione è stata creata daCiao! Journal ispirandosi a "Lebizzarre avventure di JoJo"diHirohikoAraki, allo scopodi rappresentare lo stile dei personaggi
e i paesi dove sono state ambientate le vicende.

荒⽊⾶呂彦さんの漫画『ジョジョの奇妙な冒険』における主⼈公の特徴の変化や、主⼈公達
が冒険した国々がどこであるかが明確にわかるように、Ciao!Journalが図解にしたものです。



マー、メキシコ。そしてイタリアで
は、ジョジョが各都市をあちこち移
動しながら、移送⼿段の乗り物の中
で戦いを繰り広げたりもします。

この第5部のアニメ化の影響で、元
々イタリアに割といたジョジョファ
ンが⼤幅に増えたようです。第5部放
送終了後の2019年、秋に⾏われるイ
タリア最⼤のサブカル祭典「ルッカ
コミックス＆ゲームズ」では、もち
ろんジョジョのコスプレイヤーがた
くさんいましたが（この祭典につい
て詳しく知りたい⽅はチャオ誌No.16

を今すぐチェックだ！）、この年はなんとスペシャルなことに、荒⽊
⾶呂彦先⽣がゲストとして登場。トークショーがルッカのサン・フ
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荒⽊⾶呂彦トークショーのために
並ぶ「ジョジョ」ファン。ルッカの
サン・フランチェスコ教会前にて
∕I fan in fila per assistere
all'intervista di Hirohiko Araki
davanti alla chiesa di San Francesco
a Lucca.

「 ジ ョ ジ ョ 」 の キ ャ ラ の コ ス プ
レ。2019年「ルッカコミックス＆ゲー
ムズ」にて∕Cosplaydi unpersonaggio
appartenente al terzo arco narrativo
della serie di Jojo a Lucca Comics &
Games del 2019.

 CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI | WWW.GOGONIHON.COM

VIVI & STUDIA IN GIAPPONE

potrete comunque godervi la lettura di un arco come se fosse un�opera
a sé stante. Per quantomi riguarda, tutto è iniziatoquando, su consiglio
dimio fratello, ho provato a giocare al videogamedella quinta serie. Da
lì in poi, proprio a partire da quello stesso arco, ho finito per
collezionarne i volumi e devo dire che la mia è stata una scelta
fortunata! Questo perché dalla quarta serie in avanti spariscono i
machomen super muscolosi per far spazio agli �ikemen�, i classici bei
ragazzi in pieno stile manga Anni �90, e adattando così Jojo al gusto
dell�epoca. Oltre a questo, anche il genere narrativo cambia, passando
dal classicomanga pieno di combattimenti, a unmistery genre ricco di
suspense. Lo stile di questi combattimenti, che comunque restano ben
presenti all�interno della serie, prende però una piega totalmente
diversa: se prima ci si batteva a suon di pugni per vincere a ogni costo,
ora l�avversario lo si vince sfruttando l�intelletto.
Inparticolare, con il quintoarconarrativo, ambientato in Italia, ilmanga
prende una piega più stilosa ed eccentrica, con i personaggi principali
che indossano abiti che paiono usciti dalla Milano Fashion Week. Vi
dirò, la cosa che ho pensato quando sono venuto in Italia per la prima
volta è stata: �eh? Ma sarebbe questo lo stile italiano? È parecchio più
ordinario di quello giapponese…�. Questo proprio per colpa dell�idea
chemi ero fatto leggendo Jojo.

Sempre per rispondere alla domanda: �cosa c�è di interessante in
questa serie?� vorrei aggiungere un�altra cosa: a cambiare non sono
solo lo stile, l�epoca e i protagonisti del manga, ma anche

l�ambientazione. Se dovessi contare
approssimativamente in quanti Paesi si
svolgono le avventure di Jojo, in ordine
alfabetico abbiamo: America, Arabia Saudita,
Cina (Hong Kong), Egitto, Emirati Arabi,
Giappone, India, Inghilterra, Italia, Messico,
Myanmar, Pakistan, Singapore e Svizzera. Ci
terrei anche a farvi sapere che, quando Jojo
si sposta da una città all�altra in Italia,
vengono messi in scena combattimenti
persino suimezzi di trasporto!
Tornando invece all�anime, pare che, per
effetto della quinta stagione, i fan italiani di
Jojo siano aumentati a dismisura. Nel 2019,
proprio quando questa stagione era appena
finita, a Lucca Comics & Games, la più grande fiera del fumetto in Italia,
si erano presentati un sacco di cosplayer travestiti da Jojo (se vi
interessa sapere qualcosa in più su Lucca Comics, andate a dare
un�occhiata al numero 16 di Ciao!). Non solo, al festival ha partecipato
ancheHirohiko Araki comeospite per un evento speciale! L�intervista si
è tenuta nella chiesa di San Francesco a Lucca e, non le ho contate,ma
penso che si fossero radunate più di 300 persone a riempire tutta la
cappella: �permeèunveroonorepoter tenere ilmiodiscorso inquesto
luogo così ricco di storia�, aveva commentato Araki sensei. L�intervista
è proseguita senza intoppi e, quando è arrivato il momento delle

domande, le mani alzate erano davvero un sacco, tanto che, persino
dal volto di Araki sensei sembrava essere trasparita per un momento
un�espressione sbigottita!
Penso che i lettori giapponesi, che per questo articolo ho finito un po�
per trascurare, possano ora immaginare come sia stata grande l�eco
che ha avuto l�opera in Italia. Adesso è stato completato il settimo arco
narrativo del manga e al momento stanno pubblicando su rivista
l�ottava parte. Per quanto riguarda invece l�anime, la quinta stagione si
è conclusa nel 2019 e, finalmente, questo aprile è stata annunciata
l�entrata in produzione della sesta!

Sicuramente qualcuno di voi starà pensando cose come �mmh…
sembra interessante�, oppure �ha avuto tutto questo successo anche
all�estero? Ora sono curioso�, o ancora �prima lo conoscevo giusto di
nomee continuavo a dirmi che primaopoi lo avrei iniziato�. Adessomi
aspetto che ci scriviate dicendo: �ho iniziato a leggere (o vedere) Jojo
dopo aver letto questo articolo�!

ToshiyasuHiramatsu
（illustrazione：YokoMatsumoto,

traduzione in italiano：Camilla Troisi）

んなジョジョなんです。
では、「この作品の⾯⽩さって何？」っていうところですが、第⼀

に、登場⼈物の世代が変わるごとに漫画のスタイルがガラリと変わっ
ていくところ。例えば連載開始当初の80年代は『北⽃の拳』や『キ
ン⾁マン』が流⾏っていた頃でして、「ジョジョ」でも筋⾻隆々な男
たちが殴り合って戦います。ちなみに、80年代の「ジョジョ」はとて
もわかりやすい内容なんですが、そこが現代の若者にとっては古臭い
と感じられる原因となっています。というわけで、第1部と第2部は後
回しにしてはどうかと私は思うのです。

えっ？じゃあ「途中からから読み始めてもわかるの？」。はい、他
のシリーズを知らなくても単体の作品として楽しむことができます。
かくいう私も弟の勧めで第5部のテレビゲームで遊んでハマり、先ほ
ど申しましたように第5部から漫画を買い始めましたが、これは運が
良かった！ というのも、第4部あたりから登場⼈物が「筋⾻隆々のマ
ッチョマン」ではなく、90年代の漫画特有の「シュッとした顔のイ

ケメン」という感じになって親しみやすくなっていますし、ジャンル
も「王道バトルもの」から「ミステリー・サスペンスもの」へと変
化、戦いのスタイルも「とにかく殴る」というものから「頭を使って
敵を上回る」という形に変貌を遂げているのです。

そしてなんといっても第5部では舞台がイタリアに。登場⼈物の服
装がミラコレか！というぐらい奇抜で、とてもスタイリッシュな作品
になっています。私が初めてイタリアに来たときの第⼀印象は「あ
れ？イタリア⼈の服装は⽇本⼈のより地味だ」というものでしたが、
これ、「ジョジョ」によるインプットのせいです。
ここで、「この作品の⾯⽩さって何？」の第⼆番⽬ですが、「ジョ

ジョ」では主⼈公や時代、漫画スタイルだけでなく、その舞台もシ
リーズ毎に変わっていきます。これまで舞台となった国々をざっと羅
列しますと、50⾳順でアメリカ、アラブ⾸⻑国連邦、イギリス、イタ
リア、インド、エジプト、サウジアラビア、シンガポール、スイス、
中国（⾹港）、⽇本、パキスタン、ミャン

ランチェスコ教会の礼拝堂で⾏われ、数えたわけではありませんが、
集まったファンは礼拝堂ほぼ満席の300⼈以上はいたかと思います。
荒⽊先⽣は「こんな歴史のある場所で話をさせてもらえるのはとても
光栄だ」とおっしゃっていました。トークショーがつつがなく終わり
質疑応答の時間になると、待ってましたとばかりに挙がる⼿の数たる
や。荒⽊先⽣もたじろいでおられたようで…（笑）。

⽇本の読者様におかれましては、この作品のイタリアでの反響が
いかに⼤きいかが、わかっていただけたと思います。漫画「ジョジ
ョ」は第7部までは完結、現在第8部が連載中。アニメは2019年に第5
部が放送された後、この4⽉に第6部の製作が発表されました〜!!

「なんだか⾯⽩そうだなぁ」「海外でもそこまで評価されているの
か、気になるなぁ」「名前だけは昔から知ってたけど、ずっと後回しに
していたし」という⽅は是⾮！「この記事を読んでからジョジョを読
み（あるいは⾒）始めました」なんてコメント、お待ちしております。
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Poporoya è distributore esclusivo per l’Italia
Via Eustachi 17 Milano |☏0229406797 | info@poporoyasrl.it
Lunedì 17:45-21:45 Da martedì a sabato 11:00-14:10 | 17:50-21:45
GLOVOのサイトでもご注文頂けます。POPOROYAMARKETでご検
索下さい。“POPOROYAMARKET” è disponibile anche su GLOVO.
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裁判所宣誓翻訳サービス（伊英・伊⽇）承り
ます。イタリアの⾼校から外国の⼤学へ進学
する際にイタリア語の卒業証書や成績表等の
宣誓翻訳証明書が必要になります。お問い合
わせは⽇本語かイタリア語で副島まで。
mas a ta ke . s o e j im a@ou t l o o k . com
☎340-0931539 www.studiolinguisticosoe.it

<<La Ciotolina>>
Cucina Giapponese Casalinga
-chef a domicilio -corsi di cucina -asporto
facebook.com/laciotola.donburi/
laciotolamilano@gmail.com

Lezioni di lingua giapponese on line per
principianti con insegnante madrelingua.
Per ulteriori informazioni :
makeyousmile@hotmail.co.jp (Masae)
ARIGATO/GRAZIE

韓国・⽇本⾷品店Gagheでは、10%割引クー
ポンをご⽤意しています。p.5の広告をご覧
ください。
Potete trovare il buono sconto 10% di
GAGHE, il negozio di alimentari coreani e
giapponesi, a pagina5.

TOZAI創⽴20周年を記念してイベントを⾏い
ます。弊社センターVia Pacini, 93にて、もし
くはオンラインのイベントにもご参加いただ
けます。詳しくは弊社公式サイトTozai.itをご
覧ください。

Corsi di giapponese Studia e pratica il
giapponese con Ciao! 1. corsi di gruppo
giapponese base 2. �Parliamo in
Giapponese!�,meeting on-line per parlare
in giapponese! Permaggiori info scrivete
a ciao@ciaojournal.com

ミラノのブレラ⻭科はコロナウィルス簡易検
査キット常備の指定医院です。感染予防策を徹
底していますので安⼼してご来院下さ
い。Ciao!誌持参の⽅は初回診察無料。⽇本語
専⽤電話（340-2497054）でご予約を。詳細
はp.2の広告にて。

下宿⼈募集 Via Luigi Ornato,111（ミラノの
ニグアルダ地区、Parco Nordの側）地下鉄
3号Maciachiniからトラム4番で12分、停留
所Cascina Californiaの真ん前。
☎3202647651岡林まで

計算⼒、集中⼒、やりぬく⼒がつくと近年
再注⽬されているそろばんの⽣徒募集（ミ
ラノ）。初⼼者から珠算検定受験まで指導
致 し ま す。 貸 そ ろ ば ん 有 り 。 中 村
misacian@yahoo.co.jp

ミラノ補習授業校では児童⽣徒、および教員登
録をしていただける⽅を随時募集しておりま
す。詳しい内容についてはミラノ補習授業校ホ
ー ム ペ ー ジ を ご 参 照 く だ さ い 。
http://www.kitaitalia-nihonjinkai.it/hoshuko/
お問合わせは以下ミラノ補習授業校事務局迄。
連絡先：milanohoshuko10@gmai.com

Ciao Journal in piazza

こちらは、読者の皆さんの告
知コーナーです。コン

サートや展覧会の情報など、どしどしお送
りください。
営利⽬的（⼈材募集も含む）の告知に関し
ては有料です。詳細は以下の通りです。

Questo spazio è dedicato agli annunci
dei lettori. Mandateci informazioni
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⽇本の権利を守る地図
サハリンという島は地理的には⽇本列島の

連なりの中にあるが、ロシアが実効⽀配して
いる⼟地である（実効⽀配=他国の承認を得
ないままに実質的に統治している状態）。か
つて、間宮林蔵（まみやりんぞう1780-1844）
という30歳の地図制作者が、⽇本⼈が「樺
太」（からふと）と呼んでいたその島に、江
⼾幕府によって派遣された。ロシアとの国境
を地図にすることが将軍徳川の⽬的であっ
た。間宮は⻄洋の地図学に基づいて同地の地
図を作成する。彼が作成した地図により、そ
れまで先住⺠の⺠族誌の中でしか描かれてい
なかったその⼟地が、世界地図のグリッドの
上に配置されることになる。

1808年から1809年にかけて、凍るような冷
たさの中、サハリンを北上していた間宮は、
地平線のかなたまで散らばる腐った海藻に妨
げられて前に進めなくなる。そこで、島の⻄
海岸にあるラッカ岬からアイヌの⼩さなボー
トに乗って海に出てみることした。⻄に約
2000メートル漕ぎ出し、その地点から北の⽅
⾓を⾒た間宮は、樺太が島であることを⾒極
める。それは、今までどの探検家にも為され
なかった重要な発⾒であったにもかかわら

ず、厳しいシベリア
の冬の到来の兆しを
前に、間宮はそのま
ま南に引き返さざる
をえなかった。

ヨーロッパにとっ
て16世紀は、アメリ
カ⼤陸をはじめとす
る各地への拡張の始
まりだ。ヨーロッパ
⼈が⽇出ずる国に到
着する前に、極東ア
ジアの多くの地域も
その覇権に陥ってお
り、征服に飢えた王
室に資⾦提供された
探検家たちと対⾯し
たのは⽇本⼈だけで
はなかった。16世紀
にスペイン帝国に征
服されて以来300年
間スペインの統治下

にあったフィリピンも、その⼀例だ（スペイ
ン国王フェリペ2世にちなんでフィリピンと
名付けられたことから、近年この国では国名
変更論が度々浮上している）。そのような
中、彼らはサハリンにもやってきた。1643
年、サハリンを最初に訪れたヨーロッパ⼈は

オランダ⼈である。そしてヨーロッパ⼈たち
による17世紀の地図は、この島を（そして北
海道も）シベリアの⼀部分として⽰してい
る。

サハリンへの最初の⼊植の試みは1679年、
⽇本⼈によるものであったが、荒涼とした永
久凍⼟からは何も得られないことを知ってい
た彼らは、島の北部を探検したり植⺠地化し
たりといった考えは持っていなかった。⽇本
⼈が欲しかったのは膨⼤な海の産物（とりわ
けナマコ）とアイヌの貴重な絹の服だけであ
った。19世紀初頭、ロシア⼈がこの島に上陸
して初めは通常通りに植⺠地化を試みたが、
その住みにくさから結局はこの島を流刑地と
した。

冒頭にて書いたように、サハリンは現在は
ロシアが実効⽀配している⼟地だが、そこが
シベリアの⼀部ではないことを⽰した間宮林
蔵の地図は、北太平洋における⽇本の権利と
利益を守るために有⽤なツールなのである。

LemappediMamiya
Rinzō e la �coscienza
nazionale�del Giappone
L�isola di Sakhalin, chiamata dai giapponesi
�Karafuto�, nonostante la sua posizione
geografica in prossimità dell�isola di
Hokkaidō, è occupata in realtà dalla Russia (si
tratta di un controllo effettivo: il territorio è
infatti governato senza l�approvazione degli
altri paesi).

Tra il 1808 al 1809, lo
Shogunato di Edo incaricò il
cartografo giapponese
Mamiya Rinzō (1780-1844) di
dare il via a una spedizione
con l�obiettivo di mappare i
confini nazionali. Per
compiere la missione, lo
studioso impiegò le scienze
cartografiche occidentali: le
sue mappe posizionavano
su una griglia l�isola
Sakhalin, di cui all�epoca vi
erano soltanto dei
documenti etnografici.
Durante il viaggio verso nord,
Mamiya fu costretto a
fermarsi a Capo Rakka, sulla
costa occidentale dell�isola:
gli impenetrabili letti

maleodoranti di alghe marce che si
disperdevano oltre l�orizzonte, insieme al
freddo gelido, rappresentavano un ostacolo
insormontabile per lamissione.
Mamiya tentò allora di aggirare la difficoltà,
remando su una piccola imbarcazione Ainu
per circa 2000 metri verso ovest, al largo della
costa. Una volta lì scoprì, guardando verso
nord, ciò che nessun altro esploratore aveva
mai notato prima: Karafuto era un�isola.
Nonostante l�importante scoperta, i segni
incombenti del rigido inverno siberiano
costrinsero Mamiya a dirigersi a sud, verso il
Giappone.

Per quanto riguarda l�Europa, il XVI secolo
rappresentò l�inizio dell�espansione coloniale
verso le Americhe e l�Asia. I giapponesi non
furono gli unici a trovarsi faccia a faccia con i
vari esploratori finanziati dai ricchi regni
europei affamati di conquiste: prima del loro
arrivo nel Paese del Sol Levante, molte furono
le zone dell�Asia che finirono per cadere sotto
l�egemonia occidentale; ne sono un esempio
le Filippine, così chiamate in onore dell�allora
re di Spagna Filippo II (proprio per questo

全国すし商⽣活衛⽣同業組合
連合会加盟店

『間宮林蔵 肖像画』松岡映丘
（ 間 宮 林 蔵 記 念 館 蔵 ） ∕
“Ritratto diMamiya Rinzō” Eikyū
Matsuoka（Rinzō Mamiya
Memorial hall, Ibaraghi）

1810年に間宮林蔵が作成し
たサハリン（樺太）の地図
（サハリン州郷⼟博物館蔵）
∕Mappa di Sakhalin
(Karafuto) creata da Mamiya
Rinzou nel 1810（Sakhalin
Museum of Local Lore）
©Sahalinets/Creative Commons

1682年出版のイタリア⼈による地図∕Unamappa creata da Giacomo Cantelli
da Vignola e Giovanni Giacomo de Rossi e pubblicata nel 1682（Special
Collection "China in Maps" of the Hong Kong University of Science and
Technology Library）

Dunque parliamo
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調味料の話⑦：醤油その2
醤油は「むらさき」などとも呼ばれ

ます。お寿司屋さんで通（つう）のお客
さんが「むらさき頂戴！」なんて⾔って
いるのを聞いたこと、ありませんか？
かつて宮中の⼥房（朝廷に仕えた⼥
官）たちが、⾼価で貴重な醤油を「むら
さき」と呼んでいたとする説（古代⽇本
の冠位制度では紫が最上位を⽰す⾊であ
ったことから、紫⾊は⾼貴の象徴であっ
た）や、丹波の黒⾖を原料にして作った
醤油の⾊から来ている、あるいは筑波
⼭の別名である「紫峰」（しほう）を由
来とするなどの�ご当地�語源説まで、諸
説あります。

醤油は健康に良くないと思われがちで
すが、その摂り⽅次第で健康増進・疾病
予防の助けになります。①胃液の分泌を
促して消化吸収を助け、⾷欲増進。②殺
菌⼒が強く⾷中毒も防ぐ。⿂や⾁を醤
油に浸して⾷べたり保存したりすること
からもわかります。③野菜に⽕を通すと
ビタミンが壊れるとよく⾔いますが、醤
油で味つけした煮物ではビタミンB1が
それほど壊されていません。④油脂の酸
化を防⽌して⾷品の保存性を⾼める。抗
酸化作⽤は⽼化や成⼈病の予防にも繋
がります。⑤制ガン作⽤、⾎圧降下作⽤

をもたらす物質が含まれている。
いかがですか？醤油の良さを⽣かして健

康的な⾷事を⼼がけたいものですね。

Condimentidellacucinagiapponese7
Lasalsadi soia, partedue
La salsa di soia viene chiamata anche “murasaki”
(cioè “viola”): avete mai sentito qualcuno dire in
un ristorante di sushi “murasaki chōdai!
(murasaki per favore)”?
Riguardo al motivo, vi è una teoria secondo la
quale, anticamente le dame di corte (le donne che
servivano nella corte imperiale) chiamavano la
salsa di soia “murasaki”, dato che all'epoca era un
condimento molto prezioso e costoso (nella
strati�cazione sociale del Giappone antico, il viola
indicava la classe più alta, e di conseguenza
simboleggiava la nobiltà). Vi sono anche diverse
teorie “locali”: si dice che murasaki indichi il
colore della salsa prodotta dai fagioli neri di
Tamba, nella prefettura di Hyōgo; si narra anche
che il termine derivi da “Shihō” (紫峰, vetta
viola), il soprannome del monte Tsukuba, località
dove viene prodotta la salsa.
Si pensa spesso che la salsa di soia non faccia bene
alla salute, ma questo dipende da come la si
assume, infatti può aiutarci a migliorare lo stato di
salute e a prevenire malattie. (1) Stimola la
secrezione dei succhi gastrici e aiuta la digestione,
aumentando l’appetito (2) Protegge dall'intos-
sicazione alimentare. Ecco perché in Giappone c’è
l’usanza di consumare o conservare carne e pesce

immergendoli nella salsa di soia (3) Si dice
che bollire le verdure distrugga molte
vitamine in esse contenute, invece il
condimento a base di salsa di soia attenua la
dispersione della vitamina B1 durante la
cottura (4) Impedisce l'ossidazione del gras-
so e aumenta il grado di conservazione del
cibo. Tale fenomeno previene anche disturbi
e disagi che si hanno con l'avanzare dell’età
(5) Contiene delle proprietà carcinostatiche
e abbassa la pressione sanguigna.
Cosa ne pensate? Ricordatevi di seguire
un’alimentazione sana, facendo buon uso
delle proprietà della salsa di soia!

⽇本⾷協会理事KyokoHiguma

ザ・和⾷

motivo, negli ultimi anni nel Paese si è visto
accendersi il dibattito su un eventuale cambio
dinome), chevenneroconquistatedall�Impero
spagnolo nel XVI secolo e che rimasero sotto il
suo dominio per 300 anni.
In tali circostanze, gli occidentali esplorarono
anche Sakhalin. Il primo europeo noto a
visitare Sakhalin nel 1643 fu l�olandese
Maarten Gerritszoon Vries. Le mappe
occidentali del XVII secolo mostravano
quest�isola (e anche Hokkaido) come parte
integrante della Siberia.
Per quanto riguarda invece, i primi tentativi di
insediamento, questi ebbero inizionel 1679da
parte dei giapponesi, che tuttavia non
ritennero mai necessario esplorare e
colonizzare la parte settentrionale dell�isola,
poiché sapevano che da quelle terre desolate,
tetre ed eternamente ghiacciate, non si
sarebbe ricavato nulla di buono: essi erano
infatti interessati solo a usufruire delle
immense risorse di fauna marina, in
particolare l�oloturia, e i pregiati abiti di seta

degli Ainu.
All�inizio del XIX secolo arrivò il turno dei russi,
che approdarono sull�isola con l�intento di
colonizzarla, ma, data l�inospitalità della
zona, essa finì per essere trasformata in una
colonia penale.

In conclusione, possiamo dire che le mappe
di Mamiya, che ebbero un�importanza

fondamentale nel delimitare i confini
dell�isola, non solo dimostrarono all�epoca il
fatto che Sakhalin non facesse parte della
Siberia, ma si rivelano ancora oggi degli
strumenti utili alla difesa della sovranità e
degli interessi regionali del Giappone nel
Pacifico settentrionale.

DiegoMastromatteo

⽇本とロシアとの国境の推移∕Transizione del confine tra Giappone e Russia©Furfur/Creative Commons


