
PR (*Duplex-Flip on short Edge (Landscape)) 

An Upside Down House in Colombia Lightens Hearts 

 

upside down  上下反対、逆さま 

capture   捕らえる、集める 

restriction  規制 

ceiling    天井 

inspiration   刺激 

 

《Vocabulary and Phrase》 

コロンビアにある上下反対の家は/ 楽しさを求めてきた訪問者の想像力を集めている/ 

その国における数か月にわたるコロナウイルス規制の後// その家はグアタヴィアにあり/ 

首都であるボゴダから約 70 キロの町である// これはオーストラリア人のオーナーであるフ

リッツ・シャルによってデザインされた// 彼は家族とコロンビアに住んでいる// 「みんな僕

が怒っているかのように僕を見てきたんだ/ 彼らは僕が言っていたことを信じなかった」とシ

ャルは言った// 「僕は上下逆の家を作るよと言ったんだ/ そしたら彼らは「うんわかった、

好きにすれば」って言ってきたんだ」// 今では、各地からの訪問者が天井を歩くのを楽し

んでいる/ そこは普通床である// 机やいすなどの物は頭上にある// ここにあるすべての

物は上下逆である// この家を建てるインスピレーションはシャルの母国オーストラリアへの

旅行から来た// そこで彼は 2015 年に彼の孫たちと似たような家を見た// 新型コロナ

の大流行によってその家を建てることは少し難しくなった// しかし今年の初めにそれはつ

いに完成した、とシャルは言った// 「コロナによって少し遅れたが/ もう終わった」 と彼は

付け加えた// 多くの人々にとって、新型コロナの大流行は彼らの世界を上下逆さまに

変えた// この表現は人々の生活が大きく変わったということを意味する/ しばしば衝撃

的だったり嫌な方法で// しかしその上下逆さまの家への訪問者たちにとって/ その場所

は規制やその他の困難からの陽気な解放を多少提供する// リナ・グティエレズはすでに

そこに訪れた// 彼女は言った、長期間の移動規制やほかの蔓延措置の後/ この家は

彼女自身のような訪問者がリラックスすることを促進させるだろうと// 

 

An upside down house in Colombia/ is capturing the imagination of 

visitors looking for fun/ after months of coronavirus restrictions in the 

country.// The house is in the town of Guatavita,/ about 70 kilometers 

from the capital, Bogota.// It was designed by its Austrian owner Fritz 

Schall.// He lives in Colombia with his family.// "Everyone looked at me 

like I was mad;/ they didn't believe what I was saying," Schall said.// 

"I said 'I'm going to make an upside down house,'/ and they told me, 

'Ok sir, sure, go for it.'"// Today, visitors from all over enjoy walking on 

ceilings/ where floors would normally be.// Things like tables and 

chairs are above their heads.// Everything in the place is upside 

down.// Inspiration for building the house came from a trip to Schall's 

native Austria.// There he saw a similar house with his grandchildren in 

2015.// The COVID-19 pandemic made building the house a little 

difficult,/ but it was finally finished at the start of this year, Schall 

said.// "The pandemic slowed us down a bit,/ but it's done now,” he 

added.// For many people, the pandemic has turned their worlds 

upside down.// This expression means that people’s lives have been 

greatly changed/ – often in shocking or upsetting ways.// But for 

visitors to the upside down house,/ the place offers a bit of 

lighthearted relief from restrictions and other difficulties.// Lina 

Gutierrez has already made a visit there.// She said, after a long period 

of movement restrictions and other pandemic measures,/ the house 

helps visitors like herself have “a moment of relaxation.”// 

《Linking Logic》 

ex.) it was finally finished at 

the start of this year. 

pandemic   大流行 

turn ~ upside down ～を上下逆さまにする 

lighthearted  陽気な、気軽な 

difficulty  困難 

relaxation   リラックス 
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