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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２８課  予定を述べる  

 
Musée du Louvre ルーヴル美術館 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

 

A :  Demain, on va au Jardin du Luxembourg. 

B :  Il vaudrait mieux y aller après-demain, parce que d'après la météo, il va pleuvoir. 

Demain, ça serait mieux de visiter d'abord le Musée du Louvre. Et puis, après, si 

on a le temps, on ira faire des courses aux Halles. 

A :  D'accord. C'est une bonne idée. 

 
A	 :	 	 明日はリュクサンブール公園へ行きましょう．	 

B	 :	 	 あさってにするほうがいいでしょう．というのも，天気予報によると，雨が降るそうです

から．明日はまずルーヴル美術館に行きましょう．それから，その後で，もし時間があれ

ばレ・アルで買い物をしに行きましょう．	 

B	 :	 	 わかりました．いい考えですね．	 
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Vocabulaire	 語彙  
demain	 副詞	 明日 

on	 不定代名詞・主語人称代名詞	 私たちは，私たちが	 [主語人称代名詞 nousの代わりに使う．] 

va	 動詞	 (aller の直説法現在３人称単数形)  

aller	 動詞	 行く	 [活用は第１３課参照] 

au (= à + le) [前置詞 à と定冠詞 le がならぶと縮約して１語となる．] 

à	 前置詞	 ～へ，～に，～で，～のところで	 [場所を示す．] 

le	 定冠詞・男	 [英語では the に相当する．] 

Jardin du Luxembourg :	 リュクサンブール公園（パリ市内にある公園） 

jardin	 名詞・男	 公園，庭，庭園 
du (= de + le) [前置詞 de の後に定冠詞 le がくると縮約して１語となる．] 

de	 前置詞	 ～の 

Luxembourg	 固有名詞・男	 ルクセンブルク大公国 
il	 主語人称代名詞	 [ここでは非人称] 

vaudrait	 動詞	 (valoirの条件法現在３人称単数形)	 [ここでは語調緩和のために条件法に

なっている．] 

valoir	 動詞	 値打ちがある，値する	 [不規則動詞] 

mieux	 副詞	 よりよく，より以上に	 [bien の比較級] 

il vaut mieux :	 （動詞の不定法を伴って）～のほうがよい 

y	 中性代名詞	 そこに，そこで	 [場所を表す語句の代わりになる．] 

après-demain	 副詞	 あさって，明後日 

parce que 	 接続詞	 なぜならば，～だから	 [原因・理由を表す．] 

d'après	 前置詞	 ～によれば 

la	 定冠詞・女	 [英語では the に相当する．] 

météo (=météorologie の略)	 名詞・女	 天気予報 

aller	 動詞	 [ここでは本来の「行く」という意味はなく，近い未来（近接未来）を表す

語として使われる．活用は第１３課参照] 

pleuvoir	 動詞	 雨が降る	 [主語は常に il．活用は３人称単数 il pleut の形しかない．不規

則動詞．il va pleuvoir.の va は近接未来を表す．] 

ça	 指示代名詞	 [ここでは非人称で，de 以下の内容を受ける] 

serait	 動詞	 (être の条件法現在３人称単数形)	 [ここでは語調緩和のために条件法になっ

ている．] 

être	 動詞	 ～である	 [活用は第１課参照] 
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de	 前置詞	 [動詞の不定法の前に置く．] 

mieux	 副詞	 よりよく	 [bien の優等比較級] 

visiter	 動詞	 （場所を）訪れる，見物する	 [人を訪れる時には rendre visite à を使う．] 

d’abord : まず最初に 

Musée du Louvre :	 ルーヴル美術館 
musée	 名詞・男	 美術館，博物館 
le Louvre	 固有名詞	 ルーヴル 

et	 接続詞	 そして，～と 

puis	 副詞	 次に 

après	 前置詞	 ～の後で，～の後に 

si	 接続詞	 もし	 [仮定を表す．] 

a	 動詞	 (avoir の直説法現在３人称単数形)  

avoir	 動詞	 持っている	 [活用は第１課参照] 

temps	 名詞・男	 時間 

ira	 動詞	 （aller の単純未来３人称単数） 

faire	 動詞	 する	 [活用は第１課参照] 

des	 不定冠詞・複数	 [英語では some, any に相当する．] 

course	 名詞・女	 （複数形で）買い物 

aux (= à + les)	 [前置詞 à の後に定冠詞 le がくると縮約して１語となる．] 

les	 定冠詞・複数	 [英語では the に相当する．] 

halle	 名詞・女	 （複数で）中央市場	 [有声の H で始まるので，前の定冠詞 les とリエゾ

ンしない．] 

les Halles	 固有名詞	 レ・アール（パリの中心にあるショッピングセンターのある地名．中
央市場があった跡地に作られたので，この名がある．） 

d’accord : 承知しました．わかりました．	 [承諾するときの表現] 

c'est (= ce + est) 
c'est : それは～です． 

ce	 指示代名詞	 これ，それ，あれ 

est	 動詞	 (être の直説法現在３人称単数形) 
être	 動詞	 ～である 

une	 不定冠詞・女	 [英語では a, an に相当する] 

bonne	 形容詞・女	 よい	 [男性形は bon] 

idée	 名詞・女	 アイデア，考え 
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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）現在分詞	 

§1	 形 

動詞の直説法現在 nous の語尾-ons を-ant に変えて作ります．  
nous cherchons → cherchant 

nous finissons → finissant 

nous allons → allant 

nous faisons → faisant   [フザンと読みます．] 

nous attendons → attendant 

 
例外 

avoir → ayant 

être → étant 

savoir → sachant 
助動詞 ayant または étant ＋	 過去分詞で複合形が作れます．	 

 

 

Jardin du Luxembourg	 リュクサンブール公園 

(Photo : http://www.photolibrary.jp/profile/artist_3813_1.html) 
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§2	 用法 
１）形容詞的用法：名詞を修飾します．名詞の性数とは一致させません．	 

une personne portant le drapeau blanc (= une personne qui porte le drapeau blanc)	 
白旗をもっている人	 

複合形は完了の意味を表します． 
un aigle ayant fini son repas 食事を終えた鷲	 

 
	 代名動詞が形容詞用法の現在分詞として用いられる場合，再帰代名詞は省略されます．	 

le pays du soleil levant (= qui se lève) 日出づる国	 （日本の別名） 

 

練習問題  1	 現在分詞を用いて書き換えましょう． 
1) la période qui prend fin le 30 septembre 2008 ２００８年９月３０日に終わる期間 

2) des stagiaires qui viennent de l'étranger 外国から来る研修生 

3) un virus qui envoie des mails infectés 感染したメールを送りつけるウィルス 

4) Naoko qui mange de la glace sur les Champs-Élysées 

 シャンゼリゼでアイスクリームを食べる奈緒子   	 解答はこの課の最後に 

 
２）副詞的用法：理由，条件，同時性，対立などを表します．性数の一致はありません．書き

言葉で使われます．	 

Étant malade, le champion ne peut pas participer au combat. 
病気なので，チャンピオンは試合に参加できない．	 

	 

主節の動詞より前に完了したことを表す時は，複合形を用います．	 

Ayant fini ses études, ce jeune homme doit se décider pour une profession. 
学業を終えて，その若者は職を決めねばならない．	 

  

練習問題  2	 現在分詞を用いて全文を書き換えましょう． 
1) Ils savaient la vérité, mais ils ne m'ont rien dit. 

彼らは真実を知っている．しかし私に何も言わなかった． 

2) Comme elle avait trop bu, elle avait mal à la tête. 

彼女は飲み過ぎたので，頭痛がしている． 

解答はこの課の最後に 
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現在分詞が主文の動詞と異なる主語を持つこともあります．これを絶対分詞構文と呼びます．	 

Le sommeil ne venant pas, il a ouvert un livre. 眠くならないので，彼は本を開いた． 

 

過去分詞も絶対分詞構文をとれます． 

L'été fini, la famille est rentrée à Paris.  夏が終わったので，一家はパリへ戻った． 
 

２）ジェロンディフ	 

	 en +	 現在分詞で作り，現在分詞の副詞的用法に相当します．話し言葉でも書き言葉でも使わ
れます．	 

Ce monsieur marche en s'appuyant sur un bâton. この男性は杖にすがって歩いている． 

Identifiez-vous en saisissant votre numéro de billet. 

チケット番号を入力して，ログインしてください． 

	 

ただし常に主文と同じ主語をとります．絶対分詞構文を作ることはありません．	 

J'ai rencontré Masami en revenant de l'école. 私は学校から帰る途中，雅美に出会った．	 
[ジェロンディフ] 

J'ai rencontré Masami revenant de l'école. 学校から帰る途中の雅美に，私は出会った．	 
[現在分詞の形容詞的用法] 

 

練習問題  3	 ジェロンディフを用いて全文を書きましょう。	 

1) Si vous prenez le métro, vous arriverez dans un quart d'heure. 
もし地下鉄に乗ったら，１５分で着くでしょう． 

2) Elle s'est blessée pendant qu'elle jouait au golf. 
ゴルフをしている途中に，彼女はけがをした． 

3) Si tu continues comme ça, tu ne feras aucun progrès. 
こんなことを続けていると，全く進歩しないぞ．	 	 解答はこの課の最後に 

 

Expressions utiles	 役に立つ表現  
１）原因・理由を述べる（３） 

<帰結・結果節> parce que 原因・理由節 :    だから～	 （第１２課参照） 

Elle ne peut pas venir parce que son frère est malade. 
弟さんが病気なので，彼女は来られません． 
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<帰結・結果節> puisque 原因・理由節 あるいは Puisque 原因・理由節, <帰結・結果節> :	 

（ご存知の通り）   だから～ [聞き手も知っているはずの原因を証拠として述べます．] 

Puisque vous le voulez, je partirai.  	 そうお望みなのだから，私は発ちます． 

 
Comme 原因・理由節, <帰結・結果節> :   だから～	 [comme は常に文頭] 

Comme la voiture est en panne, il faut aller à pied. 
車が故障しているから，徒歩で行かねばなりません． 

 
<帰結・結果を表す文>.  Car 原因・理由を表す文. : 

というのも   だから，なぜなら   なので	 [等位接続詞] 

Nous avons renoncé à notre promenade. Car il commençait à neiger. 
散歩はあきらめた．なぜなら，雪が降り始めていたから． 

 
<帰結・結果を表す文>.  En effet, 原因・理由を表す文. : 

というのも   だから，それもそのはず，実際   なので 

Ils ont fini par divorcer : en effet, ils ne s'entendaient plus. 
彼らは結局離婚した．というのも，もう気が合わなくなっていたのだから．	 

 

原因・理由を表す文.  C'est pourquoi <帰結・結果を表す文>. :	    それゆえに～，だから～ 

Elle a perdu son fils. C'est pourquoi elle pleure. 
彼女は息子を亡くした．だから泣いているのだ． 

	 

 
Forum des Halles フォロム・デ・アル 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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２）提案する 
Demain, on va au Jardin du Luxembourg.	 	 明日はリュクサンブール公園へ行きましょう． 

A : Ça te dirait de prendre un verre ?  ちょっと一杯やらないか？ 

B : Pourquoi pas ?    	 	 いいね． 

 
A : Que diriez-vous de sortir ce soir ?  今夜出かけませんか？ 

B : Ça ne me dit rien.     気が向かないね． 

 

A :  Si on a le temps, on ira faire des courses aux Halles. 
もし時間があればレ・アルへ買い物をしに行きましょう． 

B :  D'accord. C'est une bonne idée.  わかりました．いい考えですね．	 

 

Centre Georges Pompidou ジョルジュ・ポンピドゥー・センター 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

	 

３）忠告する 
Je te conseille de partir tout de suite.   君はすぐに出発しなさい． 

Vous feriez mieux de vous taire.     黙っているほうがいい． 

Tu ne devrais pas déranger ta mère.    お母さんの邪魔をしてはいけないよ． 

Il vaudrait mieux y aller après-demain.そこに行くのは，あさってにするほうがいいでしょう． 

Ça serait mieux de visiter d'abord le Musée du Louvre. 
まずルーヴル美術館を訪れるほうがいいでしょう．	 
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Lire	 読む  
旅先からの葉書 

 

Bordeaux, le 3-10-2007 
 
 
 Passant par Bordeaux, 
nous visitons châteaux et 
vignobles. Nous arriverons 
dimanche vers 17 h. 
 
 Meilleures pensées. 
 Mayumi   Pierre 
 

 

 

M. et Mme Martin 

23, rue Verte 

94110 ARCUEIL 

 

Bordeaux	 固有名詞	 フランス南西の都市，ワインの生産地として有名で，ワイン生産を行っ
ている城（シャトー）が近郊に数多くあります． 

vignoble	 名詞・女	 ワイン畑 

châteaux et vignobles	 名詞を２つで１組扱いするときには，限定詞を省略できます． 

Meilleures pensées. : 思いを込めて	 （手紙の結びの言葉） 

日本語訳はこの課の最後に 

 

 

Région Aquitaine : Bordeaux, le Pont de Pierre	 ：アキテーヌ地方：ボルドー，ピエール橋 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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Vocabulaire	 語彙  
数字１０００以上 

千  1 000   mille   ２千  2 000 deux mille 

１万  10 000   dix mille 

１０万 100 000   cent mille 

１００万 1 000 000  un million 

１０億 1 000 000 000  un milliard 
 

	 999 以下の数字が形容詞であるのに対し，million, milliard は名詞です．よって１００万は

million ではなく un million と，１０億はmilliard ではなく un milliard と言わねばなりませ

ん．また，端数がなく名詞に続く時は前置詞 de をつけます． 

1,7 milliard de dollars   １７億ドル 

trois millions d’habitants  ３００万人の住民 

年号の場合だけmille はmil と書くことがあります． 

西暦 1999 年  mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 

(あるいは dix neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) 

西暦 2003 年 l’an deux mille trois 
（９９９以下の数字は，第１課，第５課，第１９課，第２０課，第２６課を参照．） 

 

Après la pluie	 雨のあと 

(Photo : http://www.photolibrary.jp/profile/artist_3813_1.html) 
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Écrire	 書く  
葉書を書く 

	 上の Lire の葉書をまねて，旅先から簡単な便りを書いてみましょう． 

 

S'exprimer	 表現する  
休暇の予定について語る 

	 次の休暇の予定について，自由に書いてください．	 

	 

	 よろしければ，書いた文章をこの講座のブログに書き込んでください．ブログに書き込む時

には，「第２８課に関する投稿」と明記してください．	 

 

この講座のブログ 

【パソコン用のURL】	 http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/cgi-bin/fr/sb.cgi 

【携帯電話用の URL】 http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/cgi-bin/fr/mb.cgi 
携帯電話用のものは日本語の文字コードを使いますので、アクサン付きのアルファベットなど，日本語の文字コードに含まれない文字は文字化けします． 

 

Musée du Louvre : section de l'Égypte ancienne	 ルーヴル美術館：古代エジプト部門 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

練習問題解答 

練習問題  1 

1) la période prenant fin le 30 septembre 2008 

2) des stagiaires venant de l'étranger 

3) un virus envoyant des mails infectés 

4) Naoko mangeant de la glace sur les Champs-Élysées 
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練習問題  2 

1) Sachant la vérité, ils ne m'ont rien dit. 

2) Ayant trop bu, elle avait mal à la tête. 
 

練習問題  3 

1) En prenant le métro, vous arriverez dans un quart d'heure.  

2) Elle s'est blessée en jouant au golf.  

3) En continuant comme ça, tu ne feras aucun progrès. 

 

Lire 
[日本語訳] 

旅先からの葉書 

 
ボルドーにて，２００７年１０月３日 

 

 

ボルドーを通って，シャトーとブドウ畑を訪れ

ています．日曜日の１７時頃に到着します．  

 

 思いを込めて 

 マユミ  ピエール 
 

 

 

 

  

 

 

（宛名人氏名） 

（通り名） 

（郵便番号 都市名） 

 

 

Pyramide du Louvre ルーヴルのピラミッド 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique)
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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． 

 

 

Après la pluie	 雨のあと 

(Photo : http://www.photolibrary.jp/profile/artist_3813_1.html) 

 

この講座の web ページ 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/index.html 

iTunes にこの講座のポッドキャストを登録するための URL 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/rss.xml 

この講座のブログ 

【パソコン用のURL】	 http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/cgi-bin/fr/sb.cgi 

【携帯電話用の URL】 http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/cgi-bin/fr/mb.cgi 
携帯電話用のものは日本語の文字コードを使いますので、アクサン付きのアルファベットなど，日本語の文字コードに含まれない文字は文字化けします． 

 


