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大阪府立大学	 初級フランス語講座	 

ポッドキャストと行くフランス旅行!	 

制作：高垣由美・村田京子	 

第６課  両替をする  

 

Bureau d'échange à l'aéroport CDG 	 空港の両替所 

 

(À la banque) 

A :  Je voudrais échanger ces chèques de voyage. 

B :  Votre passeport, s'il vous plaît. Et votre signature. 

A :  Hum... Je signe ici ? 

B :  Non, non, plus bas.  [A indique le bon endroit.]  Voilà. 
 
（銀行で）	 

A	 :	 	 このトラベラーズ・チェックを両替したいのですが．	 

B	 :	 	 パスポートをお願いします．それからサインを．	 

A	 :	 	 ええっと，ここにサインするのですか．	 

B	 :	 	 いえ，いえ，もっと下です．[A は正しい場所を指し示す．]そこです．
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Vocabulaire	 語彙 
à	 前置詞	 ～で，～のところで，～へ，～に	 [場所を示す．] 

la	 定冠詞・女	 [英語では the に相当する．] 
banque	 名詞・女	 銀行 
je	 主語人称代名詞	 私は，私が 

voudrais	 動詞	 （vouloir の条件法現在一人称単数形） 

vouloir	 [後ろに動詞の不定法を伴って] ~したい 
échanger	 動詞	 両替する，交換する 
ces	 指示形容詞	 （複数形）この，その，あの 
chèque	 名詞・男	 小切手 
de	 前置詞	 ～の 

voyage	 名詞・男	 旅行 

chèques de voyage :	 旅行小切手，トラベラーズチェック 
votre	 所有形容詞	 あなたの 

passeport	 名詞・男	 パスポート 

s'il vous plaît : お願いします．	 [英語の please に相当する表現] 

et	 接続詞	 そして，～と 
signature	 名詞・男	 サイン，署名 

hum	 間投詞	 ええっと	 [ためらい，いらだちなどを表す．] 
signe	 動詞	 （signer の１人称単数形） 

signer	 動詞	 サインする，署名する 

ici	 副詞	 ここで，ここに 
non	 副詞	 いいえ，いや	 [否定の答え] 
plus	 副詞	 （～よりも）よりいっそう，もっと	 [比較を表す．] 

bas	 形容詞	 低い，下の 
indique	 動詞	 （indiquer の３人称単数形） 

indiquer	 動詞	 指す，指し示す 

le	 定冠詞・男	 [英語では the に相当する．] 
bon	 形容詞	 正しい，適切な，良い	 [次の語 endroit とリエゾンする．] 
endroit	 名詞・男	 場所 

voilà	 	 その通り，そうだ，はい	 [同意を表す表現] 
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大阪府立大学	 初級フランス語講座	 

ポッドキャストと行くフランス旅行!解説編	 ver.2	 

執筆：高垣由美	 

校閲：村田京子	 

Grammaire	 文法  

１）限定詞（２） 

以下の指示形容詞と所有形容詞は，冠詞に代わるものとして名詞につきます． 

 

§1	 指示形容詞 

	 指示形容詞は，冠詞の代わりに名詞の前に置かれ，指示を表します．日本語では「こ（れら）

の，そ（れら）の，あ（れら）の」，英語の this, that, these, those にあたりますが，遠近の
区別はありません．修飾する名詞の性・数に応じて形を変えます． 

 
単数 複数 

男性 女性 男性・女性とも 

子音の前 母音もしくは無声のHの前 
cette ces 

ce cet 

 

ce plan     {この・その・あの}地図 

cette rivière    {この・その・あの}川 

ces chèques de voyage	  {これらの・それらの・あれらの}トラベラーズ・チェック 

特に遠近の区別をしたい時には，近いものに-ci，遠いものに-là をつけます．  

cet appareil-ci et cet appareil-là この器具とあの器具 
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練習問題  1	 不定冠詞を指示形容詞に書き換えましょう． 

1) une chanteuse   女性歌手   2) un chanteur  男性歌手 

3) un acteur   男優    4) une actrice  女優 

5) des usines	 女性名詞	  工場    6) un parc  公園 

7) un cahier   ノート   8) un ordinateur コンピュータ 

9) une ville    街，市   10) des villages	 男性名詞	 村 

11) un hôpital   病院    12) une montagne 山 

解答はこの課の 後に 

 

§2	 所有形容詞 

	 所有形容詞は，冠詞の代わりに名詞の前に置かれ，所有を表します．修飾する名詞の性・

数に応じて形を変えます． 

 所有されるもの・人 

男性単数 

女性単数 

男女複数 母音もしくは

無声のHの前 
子音の前 

 

所

有

す

る

人 

単数１人称 mon ma mes 
単数２人称 ton ta tes 
単数３人称 son sa ses 
複数１人称 notre nos 
複数２人称 votre vos 
複数３人称 leur leurs 

 

Nous faisons nos études à l’Université Préfectorale d'Osaka. 

私たちは大阪府立大学で勉強しています． 

 

	 所有形容詞は，所有されるもの・人を表す名詞の性に従って形を変えますが，所有する人

の性は表現されません．つまり英語の his と her にある区別はありません．従って，son père
は「彼の父 / 彼女の父」の両方の意味を持ちます． 
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練習問題  2	 与えられた日本語の意味にあうように，不定冠詞を所有形容詞に書き換えましょ

う． 

1) un cendrier  私の灰皿    2) une serviette 彼のタオル 

3) des vacances あなたの休暇   4) une école  君の学校 

5) un mari  彼女の夫    6) une femme  彼の妻 

7) un gendre   私たちの婿   8) une nièce   君の姪 

9) un neveu   あなたたちの甥   10) des parents  彼女らの両親 

11) des enfants 私たちの子供達   12) un fils  私の息子 

13) des filles  あなたたちの娘達  14) des bébés  私たちの赤ん坊たち 

解答はこの課の 後に 

 

 

pièces de monnaie 	 コイン 

(Photo : http://www.photolibrary.jp/profile/artist_859_1.html) 

 

２）人称代名詞強勢形 

代名詞を強調する時などに使います．	 

	 

単数 複数 

私 君 彼 彼女 私たち 
あなた

(達) 
彼ら 彼女ら 

moi toi lui elle nous vous eux elles 

	 



 Je vais en France avec le podcast ! 第６課	 解説編 ver.2 

 

	 

	 

 この教材は大阪府立大学総合教育研究機構平成１８年度プロジェクト型研究費によって制作されました．教育目的では無償で使用することができますが， 
執筆者高垣由美の許諾無しに内容を改変したものを配布すること，及びこの教材を販売・出版をすることはできません． 

6-6 

１）同格となる主語などを強調．	 

– J'adore le jazz. Et vous ?    私はジャズが大好きです．あなたは？ 

– Moi, je préfère le classique.   私はクラシックの方が好きです．	 

２）前置詞の後	 

Ces femmes rentrent chez elles.	   これらの女達は自分の家に帰る． 

 

３）C'est の後	 （第１４課参照．） 

Qui est-ce ?   – C'est moi.	    「どなた？」「それは私です．」 

 

４）直後に aussi, non plus, seul などを伴う時 

J'aime beaucoup les plantes.   – Ah ! Vous aussi. 
         「私は植物が大好きです．」「ああ，あなたも！」  

Je n'aime pas les serpents. Et toi ?   – Moi non plus. 
         「私は蛇が嫌いです．君は？」「私も．」 

 

 

Bureau d'échange à l'aéroport CDG 	 空港の両替所 

３）不規則動詞 courir, lire 
courir 走る       lire 読む 

je cours  nous courons    je lis   nous lisons 

tu cours  vous courez    tu lis   vous lisez 

il court   ils courent    il lit   ils lisent 

elle court  elles courent    elle lit  elles lisent 
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４）比較級 

§1	 比較級の作り方 

＋	 優等比較：…よりも～だ   plus + 形容詞か副詞 + que + [比較の対象] 

＝	 同等比較：…と同じぐらい～だ  aussi + 形容詞か副詞 + que + [比較の対象] 

ー	 劣等比較：…よりも～ではない  moins + 形容詞か副詞 + que + [比較の対象] 

 
que の後の比較の対象が人称代名詞の時は，２）でとりあげた強勢形になります． 

形容詞は,修飾する名詞の性数と一致します． 

Elle est plus grande que lui.   彼女は彼よりも背が高い． 

Elle est aussi grande que lui. 	 彼女は彼と同じぐらい背が高い． 

Elle est moins grande que lui.  彼女は彼よりも背が低い． 

(主語 elle が女性形なので，形容詞も女性形 grande．)	 

 
副詞は，動詞を修飾しているので変化しません． 

Elle court plus vite que moi.   彼女は私よりも速く走る． 

Elle court aussi vite que moi.  	 彼女は私と同じぐらいの速さで走る． 

Elle court moins vite que moi.   彼女は私よりも遅く走る． 

(主語が何であるかにかかわらず，副詞 vite は不変．)	 

 
同等比較の aussi は、否定文の中では si になることがあります． 

Jean-Paul n'est pas si courageux qu'eux. ジャン＝ポールは彼らほど勇敢ではない． 

 

名詞にかかる比較	 

＋	 優等比較：…よりも～だ   plus de  + 名詞 + que + [比較の対象] 

＝	 同等比較：…と同じぐらい～だ  autant de + 名詞	 + que + [比較の対象] 

ー	 劣等比較：…よりも～ではない  moins de + 名詞	 + que + [比較の対象] 

 

La température est généralement à moins de 20 degrés.	  通常気温は２０度未満です． 

Cette dame a autant de colliers que la reine d'Angleterre. 
この女性はイギリス女王と同じだけの数の首飾りを持っている． 
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§2 特殊な形の比較級	 

	 英語の better や worse のように，一語で比較の意味を表す語があります．	 
形容詞 

bon / bonne ＜ meilleur / meilleure 

petit(e) ＜ (抽象的・比喩的な意味では) moindre，(具体的な時は) plus petit(e) 

mauvais(e) ＜ (抽象的・比喩的な意味では) pire，(具体的な時は) plus mauvais(e) 
副詞 

bien ＜ mieux 

beaucoup ＜ plus 

peu ＜ moins 

 
	 以上はどれも優等比較なので，aussi やmoins をつけるときは，aussi bon, moins bon など
となります． 

	 以上の特殊な形の比較級は，次項の 上級でも同じ形です． 

練習問題  3	 与えられた日本語意味にあうように，比較級の文に書き換えましょう． 
1) Françoise est belle.   [Françoise ＞ toi]	   フランソワーズは君より美しい． 

2) Pascal est gentil.   [Pascal ＝ Jeanne] パルカルはジャンヌと同じぐらい親切だ． 

3) Georges est heureux.    [Georges ＜ elle]  ジョルジュは彼女よりも不幸せである． 

4) Marie mange rapidement.  [Marie ＝ moi]   マリは私と同じぐらい早食いだ．	 

5) Ma mère lit beaucoup.  [ma mère ＞ eux]	   私の母は彼らよりも多く読書する．	 

6) Ma voisine chante bien.  [ma voisine ＞ lui]	  私の隣の人は彼より上手に歌う．	 

解答はこの課の 後に 

 
La Bourse, palais Bronignart (Paris) 	 パリ証券取引所 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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５） 上級 

＜形容詞，副詞の 上級＞	 

＋	 優等 上級：…の中で も~だ 	 	 定冠詞	 + plus +	 形容詞か副詞	 + de + [比較の範囲]	 

ー	 劣等 上級：…の中で も~でない	 定冠詞	 +	 moins	 +	 形容詞か副詞+ de +[比較の範囲] 

 

Cette demoiselle est la moins âgée de ce groupe. 
このお嬢さんは，このグループの中ではいちばん年少です． 

Cette dame présente ses idées le mieux de cette équipe. 
このチームの中では，この女性が自分の考えをもっともうまく提示する． 

Le printemps est la saison la plus agréable de l'année.	 
春は１年のうちで も快適な季節です．[冠詞の la が繰り返されているのに注意．] 

	 

練習問題  4	 与えられた日本語意味にあうように，次の文と（	 	 ）内の語を用い， 上級の

文を作りましょう． 
1) Son fiancé est jeune.   (mes collègues) 彼女の婚約者は私の同僚の中でいちばん若い． 

2) Hélène travaille bien. (sa classe) エレーヌは彼女のクラスの中でいちばんよく勉強する． 

3) Ce directeur parle fort.   (tous les invités)  
このディレクターは招待客の中でいちばん大きな声で話す．	 

4) Ce vin est bon.   (toutes les boissons alcoolisées) 

このワインはすべてのアルコール飲料の中でいちばんおいしい．	 

解答はこの課の 後に 
 
Expressions utiles	 役に立つ表現  

要望の表現（２）: Je voudrais… 
	 要望を表す表現として，第５課で s’il vous plaît をみましたが，それよりももう少し丁寧な
形で自分の希望を表明する表現が Je voudrais…です．英語の I'd like to…にあたります． 

Je voudrais…, s’il vous plaît. と両方を同時に使うこともでき，より丁寧になります． 

Je voudrais + 動詞句	 「～したいのです．」 

Je voudrais échanger ces chèques de voyage. 
このトラベラーズ・チェックを両替したいのですが．	 

Je voudrais + 名詞句	 「～をください．」 

Je voudrais deux billets pour Paris. パリ行きの切符を２枚ください．	 
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練習問題  5	 絵をみながら，２通りの言い方で，「～をください．」と言ってみましょう． 

I)  Je voudrais               .  II)             , s'il vous plaît. 

 

      

1) un café  2) cette tulipe  3) ce plan  4) un crayon  5) la clef 
	 コーヒー一杯 	  このチューリップ	  この地図  	 鉛筆一本  	 鍵 

解答はこの課の 後に 
 

会話を続ける表現（２）: moi aussi, moi non plus 
	 相手が述べたことに対して，自分もそうだと相づちを打つ表現に，moi aussi, moi non plus

「私もです．」があります． moi aussi は肯定文に，moi non plus は否定文について用いられ
ます． 

	 

練習問題  6	 例にならって，相手の発言に対して，「私もです．」と相づちを打ってください． 

例	 J'aime la musique.    – Moi aussi.   「私は音楽が好きです．」「私も．」 

例	 Je n'aime pas les serpents.  – Moi non plus.  「私は蛇が嫌いです．」「私も．」 

1) J'aime le sport.     スポーツ 

2) Je n'aime pas les bavards.   おしゃべりな人たち 

3) Je n'aime pas nager en hiver.   冬に泳ぐこと 

4) J'aime voyager.     旅行すること 

5) Je n'aime pas notre professeur.  私たちの先生 

6) J'aime naviguer sur l'Internet.  ネットサーフィンをすること 

解答はこの課の 後に 
 

 

 



 Je vais en France avec le podcast ! 第６課	 解説編 ver.2 

 

	 

	 

 この教材は大阪府立大学総合教育研究機構平成１８年度プロジェクト型研究費によって制作されました．教育目的では無償で使用することができますが， 
執筆者高垣由美の許諾無しに内容を改変したものを配布すること，及びこの教材を販売・出版をすることはできません． 

6-11 

Aspects culturels	 文化的側面  
小切手 

 

chèque et chéquier 小切手と小切手帳 

	 日本はクレジットカードが普及していま

すし， 近は電子マネーが使われるようにな

ってきましたが，現金を使う機会はまだ極め

て多くあります．そして，かなりの金額を扱

うのでない限り，日常生活で小切手を切ると

いうことはまずありません．これに対してフ

ランスは小切手社会です．スーパーでの少額

の買い物でも小切手をよく使います．スーパ

ーのレジには，小切手に記入するための小さ

な台を設けている所もあります． 

 

 

 

Écrire	 書く  
１）旅行小切手を書く 

	 旅行小切手（トラベラーズチェック）は，盗難や紛失の場合でも保証があるので，旅行者が

よく使います．実際の使用法をみてみましょう．以下がその見本です． 

 
	 田中真由美さんが日本の銀行で旅行小切手を購入しました．購入してすぐに，左上にのサイ

ンをします．パスポートにしたサインと同じにしましょう．以下のようになります． 
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	 ここに書いたサインの下には，以下のような説明書きがあります． 

SIGNEZ IMMÉDIATEMENT CI-DESSUS LORS DE L'ACHAT DE CE CHÈQUE 
（この小切手を購入した際に，すぐに上にサインしてください．） 

	 日付と下の方のサイン欄は空欄のままです． 

 

	 さて，フランスに到着しました．フランスの店では，旅行小切手をそのまま使えるところは，

それほど多くありません．そこで両替屋か銀行でこの旅行小切手を換金することにします． 

	 今日の日付は２００７年６月１１日としましょう． 

	 係員にパスポートを提示し，左上にしたサインと同じサイン（パスポートのサインと同じも

の）を，係員の見ている前で書きます．右上の日付欄も記入します． 

 
	 11 juin 2007 と書き込んだ下には DATE（日付）と書いてあります． 

	 今書きこんだサインの下には，以下のような説明書きがあります． 

CONTRESIGNEZ LORS DE L'UTILISATION（使用の際に副署してください．） 
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	 これを渡すと，現金がもらえるはずです． 

 

２）小切手を書く 
	 フランス人が普段の生活で使う，（旅行小切手ではない）小切手は，もうすこし書き方が面倒

です．買い物の金額を，数字だけでなく文字でも書かねばなりません．旅行者がこの形の小切

手を使うことはまずないでしょうが，参考のために見ておきましょう． 

 

練習問題  7	 ２００７年３月１７日にパリで２０８ユーロ (deux cent huit euros)を

C.C.G.I.A.という名前の会社に支払います．下の小切手に必要事項を書き入れてください． 

 
解答例はこの課の 後に 

 

 
空港の両替所の看板 
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練習問題解答 
練習問題  1 

1) cette chanteuse  2) ce chanteur  3) cet acteur  4) cette actrice 

5) ces usines  6) ce parc   7) ce cahier  8) cet ordinateur 

9) cette ville   10) ces villages 11) cet hôpital  12) cette montagne 

 

練習問題  2 
1) mon cendrier 2) sa serviette  3) vos vacances 4) ton école 

5) son mari 

6) sa femme	 [une femmeは，「女性」の意味ですが，所有形容詞をつけてsa femmeとす
ると「妻」の意味になります．英語のwifeあたる固有の語はフランス語には存在しません．] 

7) notre gendre  8) ta nièce  9) votre neveu  10) leurs parents 

11) nos enfants 12) mon fils  13) vos filles  14) nos bébés 

 
練習問題  3 

1) Françoise est plus belle que toi. 

2) Pascal est aussi gentil que Jeanne. 

3) Georges est moins heureux qu'elle. 

4) Marie mange aussi rapidement que moi. 

5) Ma mère lit plus qu'eux.	 

6) Ma voisine chante mieux que lui.	 
 

練習問題  4 

1) Son fiancé est le plus jeune de mes collègues. 

2) Hélène travaille le mieux de sa classe. 

3) Ce directeur parle le plus fort de tous les invités. 
4) Ce vin est le meilleur de toutes les boissons alcoolisées. 
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練習問題  5 

I)  

1) Je voudrais un café.  2) Je voudrais cette tulipe.  3) Je voudrais ce plan. 
4) Je voudrais un crayon. 5) Je voudrais la clef. 

II) 

1) Un café, s'il vous plaît. 2) Cette tulipe, s'il vous plaît. 
3) Ce plan, s'il vous plaît. 4) Un crayon, s'il vous plaît. 
5) La clef, s'il vous plaît. 
 

練習問題  6 

1) Moi aussi.  2) Moi non plus.  3) Moi non plus.  4) Moi aussi. 

5) Moi non plus. 6) Moi aussi. 
 

練習問題  7 

	 A PAYABLEの後に小切手の受取人（ここではC.C.G.I.A）と書き入れます． 

	 右半ばのAのあとは，小切手に記入した場所，その下のleの後に小切手に記入した日付を
入れます．７の文字の書き方が日本語と少し違い，７の途中に点がつきます． 

	 日付の下に身分証明書と同じサインをします． 

 
	 この小切手の所有者は，中央に記載されているMLLE Anne-Marie Marcellesi です．彼女

の住所は名前の下の 7 BD JOURDAN / 75014 PARIS です． 
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	 本教材は大阪府立大学総合教育研究機構の「プロジェクト型研究支援事業」の「研究課題：ドイツ語・フランス語・

中国語・韓国語・英語の音声教材のポッドキャストによるインターネット配信」の一部として作成されました． 
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