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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２課  質問する  

 
Château privé situé entre Waterloo et Sombreffe (Namur, Belgique) 個人所有の城（ベルギー，ナミュール州） 

(http://badplayer.free.fr/) 

M :  Vous êtes japonaise ? 

F :  Oui. Et vous ? Vous êtes français ? 

M :  Non, je suis belge. Vous habitez à Osaka ? 

F :  Non. J'habite à Kobe. Mais j'étudie à Osaka. 

M :  Vous parlez bien le français ! 

F : Merci. 

 
M :  あなたは日本人ですか． 

F :  はい，あなたは？フランス人ですか． 

M :  いいえ，ベルギー人です．大阪にお住まいですか． 

F :  いいえ，神戸に住んでいます．でも大阪で勉強しています． 

M :  フランス語がお上手ですね． 

F :  どうもありがとうございます．                  (Mは男性，Fは女性)
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Vocabulaire 語彙  

vous 主語人称代名詞 あなたは，あなたが [ここでは２人称単数をさしているが，文脈に

よって，複数の意味に解釈できる場合もある．] 

êtes 動詞 (être の２人称複数形) 

être 動詞 ～です，～だ．[英語の be 動詞にあたる．] 

Vous êtes… : あなたは…です [vousは êtesとリエゾンして sの文字を[z]と発音する．] 

japonaise 形容詞・女 日本人女性の 

oui 副詞 はい，ええ [肯定の答え] 

et 接続詞 そして，～と 

vous 人称代名詞強勢形 あなたは 

français 形容詞・男 フランス人男性の 

non 副詞 いいえ，いや [否定の答え] 

je 主語人称代名詞 私は，私が 

suis 動詞 (être の１人称単数形) 

belge 形容詞・男・女 ベルギー人の（男性，女性ともに同じ形） 

habitez 動詞 (habiter の２人称複数形) [前の語の vous とリエゾンする．] 

habiter 動詞 住んでいる，住む 

à 前置詞 ～で，～のところで，～へ，～に [都市名の前に置かれて場所を示す．] 

Osaka 固有名詞 大阪 [フランス語では普通，「オーサカ」ではなく「オザカ」と発音する．
（録音では，女性が「オサカ」，男性が「オザカ」と発音している．）フランス語で

は母音の長短を区別しないので，「オー」は「オ」となる．また母音にはさまれた S

の文字は[z]と濁った音になるため，「サ」は「ザ」となる．] 

j' (= je) [母音で始まる語の前では，je はエリジオンして j'となり，次の語と続けて書く．] 

habite 動詞 (habiter の１人称単数形) 

Kobe 固有名詞 神戸 

mais 接続詞 しかし，でも  

étudie 動詞 (étudier の１人称単数形) 

étudier 動詞 勉強する，研究する 

 
Waterloo (Belgique) ワーテルロー （ベルギー）(photo : http://badplayer.free.fr/index.php) 
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parlez 動詞 (parlerの２人称複数形) 

parler 動詞 話す 

bien 副詞 うまく，上手に，よく，非常に 

le 定冠詞・男 [英語では the に相当する] 

français 名詞・男 フランス語 [この意味では小文字で書きはじめ，定冠詞をつける．一
般に，言語を表すときは小文字で，人間を表すときは大文字で書きはじめる．  

le français :フランス語,  un Français : 一人のフランス人男性] 

merci 名詞・男 ありがとう 

 

 
la Corse コルシカ 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

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． 

 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/index.html
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/cgi-bin/fr/sb.cgi
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/cgi-bin/fr/mb.cgi
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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.2.1 

執筆：高垣由美 

校閲：村田京子 

 

Aspects culturels 文化的側面  
Francophonie（フランス語圏） 

 フランス語はフランスだけで使われている言語では

ありません．ヨーロッパでは，他にベルギー，スイスな

どの国の公用語の１つです．  

 大陸をかえると，カナダのケベック州でも公用語で

す．アフリカ大陸でもコンゴ，セネガル，ブルキナ・フ

ァソなどの多くの国々で，フランス語が公用語または共

通語として使用されています。 

 またフランス共和国の領土はヨーロッパだけではあ

りません．本国以外にも，海外県，自治領があり，タヒ

チ，ニューカレドニアはオセアニアに，レユニオン島は

インド洋に，ギアナは南アメリカ大陸に，マルチニック

島やグアドループは中央アメリカにありますし，これら

の場所ではフランス語が使われています． 

 このようにフランス語をコミュニケーションの主な

手段として用いている人々は世界中に存在します．これ

らの人々を francophones，その地域を francophonie
と呼んでいます． 

 

la Réunion レユニオン島 

フランスの海外県 （インド洋西部） 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - 

Service photographique) 

 またフランス語は，国連・ヨーロッパ連合の公用語のひとつでもあります． 
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Sons et graphies 音と文字  
１）アンシェヌマン，リエゾン，エリジオン 

 フランス語では，結びつきの強い２語以上をまるで１語であるかのように続けて発音するこ

とがあります．それには以下の３つの場合があります． 

１）アンシェヌマン 

 結びつきの強い語が連続する場合，発音される語末の子音を次の語頭の母音とひと続きで発

音します． 
il⌒arrive     elle⌒arrive      une⌒école 

 

２）リエゾン 

 単独では発音されなかった語末の子音の次に，母音で始まる語が続くとき，結びつきの強い

語であるならば，語末の子音を次の語頭の母音と続けて発音します．必ずリエゾンする場合，

リエゾンしてはいけない場合，してもしなくてもいい場合があります． 

vous⌒êtes  deux⌒amis   un⌒arbre 

 

３）エリジオン（母音字省略） 

 （je, le, la, de, ce, ne, me, te, se, queなど）少数の決まった語は，母音で始まる語の前で，

母音字を省略してアポストロフ(')に置き換え，次の語と続けて書き，続けて発音します． 

l'université,  j'ai 

 

 
Québec (Canada) ケベック（カナダ） 

(http://www.photolibrary.jp/profile/artist_88_1.html)
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２）文字H 
 Hの文字は常に発音されません.そのため，Hで始まる語は発音の上では母音で始まり，母音

で始まる語と同じ扱いになります．つまり，上記のリエゾン，アンシェヌマン，エリジオンを

行います． 

１）アンシェヌマン 

une⌒herbe  一本の草 (「ユヌ・エルブ」ではなく「ユネルブ」と一語のように発音) 

 

２）リエゾン 

les⌒hommes  その男達 (「レ・オム」ではなく「レゾム」と一語のように発音) 

un⌒homme  一人の男 (「アン・オム」ではなく「アノム」と一語のように発音) 

Vous⌒habitez à Osaka ?   大阪にお住まいですか． 
 

２）エリジオン 

l’homme   その男  (le homme ではなく) 

J'habite à Kobe.  神戸に住んでいます．(Je habite ではなく) 

 

 

la Corse コルシカ 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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Grammaire 文法  

１）er型規則動詞 

§1 er型規則動詞の形 

 動詞の中で活用しても形が変わらない部分を語幹，形が変わる部分を語尾と呼びます．語尾

がerで終わる動詞はallerを除き，すべて規則動詞です．つまり，以下のchanterの活用で，赤字

で示した部分はすべてのer型規則動詞に共通の語尾で，主語に合わせて活用します．語幹（ここ

ではchant）を取り替えれば，他のer型動詞の活用が作れます． 

 

chanter 歌う 

nous chantons  

vous chantez  

ils chantent  

je chante 

tu chantes 

il chante 

elle chante elles chantent  

 

発音しない文字がたくさんあります．以下の青の文字が表している音は発音しません． 

 

je chante    nous chantons 

tu chantes    vous chantez 

il chante    ils chantent 
elle chante   elles chantent 

 

 il chante と ils chantentおよび elle chante と elles chantent は発音の上では区別できませ
ん．つまり，主語が単数なのか複数なのかは，文字にしないとわからないということです． 

 

Ils travaillent à Kyoto.  彼らは京都で研究しています． 

 

§2 母音ではじまるer型規則動詞 

 母音で始まる語の前では，jeはエリジオンしてj'となり，次の語と続けて書きます．また，il, elle

は次の語とアンシェヌマンを，nous, vous, ils, ellesは次の語とリエゾンを必ずします． 
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arriver 到着する 

j'arrive 

tu arrives 

il arrive 

elle arrive 

nous arrivons 

vous arrivez 

ils arrivent 
elles arrivent 

 
J'arrive à Osaka.   私は大阪に到着します． 

J'habite à Kobe.    私は神戸に住んでいます． 

[Hで始まる語habiterは母音で始まる語と同じ扱いになります．] 

 

 

le Conseil de l'Europe (Strasbourg, France) ヨーロッパ評議会（ストラスブール，フランス） 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 
練習問題  1 与えられた日本語の意味にあうように，動詞を活用させて入れましょう． 
1) Vous (    ) tôt.     あなたは早い目に到着する．(arriver) 
2) Nous (    ) à midi.      われわれは正午に昼食をとる．(déjeuner) 
3) Les Français (     ) tard.   フランス人は夕食を遅くとる．(dîner) 
4) Elle (     ) lentement.    彼女はゆっくり歩く．(marcher) 
5) Tu (    ) l'Arc de Triomphe.   君は凱旋門を訪れる．(visiter) 
6) Je (     ) des fleurs.      私は花に水をやります．(arroser) 

解答はこの課の最後に 
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２）疑問文の作り方（１）：イントネーションによる疑問文 

 会話では尻上がりのイントネーションで発音するだけで疑問文になります．文字にするとき

には，文末に?をつけます． 

 

Vous êtes français.    あなたはフランス人です． 

→ Vous êtes français ?   あなたはフランス人ですか？ 

– Tu travailles à la bibliothèque ?   「君は図書館で勉強するの？」 

– Oui, je travaille toujours à la bibliothèque. 「はい．私はいつも図書館で勉強します．」 
 

練習問題  2 次の問いに ouiで答えましょう.  

1) Tu parles anglais ?      英語を話す？ 
2) Vous étudiez l'économie ?    経済学を勉強しているのですか？ 
3) Akiko travaille bien ?     秋子はよく勉強する？  
4) Pierre et Marie sont scientifiques ?   ピエールとマリーは科学者なの？ 

解答はこの課の最後に 

 

Écrire 書く  

練習問題  3 絵を見ながら，下線部を埋めましょう． 
 Qu’est-ce qu’il fait ?    彼は何をしているのですか． 

 Qu’est-ce qu’elle fait ?   彼女は何をしているのですか． 
 Qu’est-ce qu’ils font ?   彼らは何をしているのですか． 
  – Il                     .    彼は     ． 
  – Elle                     .   彼女は     ． 
  – Ils                     .    彼らは     ． 

1)    2)    3)   
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4)  5)  

語彙 

danser 踊る 

enseigner 教える

marcher 歩く 

parler 話す 

travailler 働く 

 
解答はこの課の最後に 

 
Vocabulaire 語彙  

１）質・量の表現 

動詞を修飾することばを副詞といいます．ここでは質と量を表す副詞を覚えましょう． 

質 très bien ＞ bien ＞ assez bien ＞ mal 

  大変上手に ＞ 上手に ＞ まあまあ ＞ 下手に 

Vous parlez bien l'espagnol !  スペイン語を話すのがお上手ですね． 

Anne-Marie danse mal.   アンヌ＝マリーはダンスが下手だ． 

 

量 beaucoup ＞ un peu ＞ peu ＞ très peu 

  たくさん ＞ 少し ＞ 少ししかない ＞ ほとんどない 

Alain marche beaucoup.    アランはたくさん歩く． 

Sylvie mange peu.       シルヴィーは少ししか食べない．[否定的な意味になる] 

 

練習問題  4 次の文の主語を（  ）内の語に変えて，全体を書き換えましょう． 
1) Nous arrivons à minuit. (je)    私たちは真夜中に到着する． 
2) Vous habitez toujours au Japon ? (tu)  あなたは相変わらず日本にお住まいですか． 
3) Je travaille beaucoup. (Jean et Marie)  私はたくさん働く． 

4) Tu chantes bien ? (vous)     君はうまく歌えるかい？ 

5) Elle parle très peu. (ils)     彼女はほとんどしゃべらない． 
解答はこの課の最後に 
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２）月の名前 
1月 janvier  2月 février  3月 mars   4月 avril 

5月 mai   6月 juin   7月 juillet  8月 août 

9月 septembre  10月 octobre  11月 novembre 12月 décembre 

 

３）Professions 職業 

 男性 女性 

学生 étudiant étudiante 

会社員 employé de société employée de société 
弁護師 avocat avocate 

商人 commerçant commerçante 

退職者 retraité retraitée 

看護師 infirmier infirmière 

教諭 instituteur institutrice 

農業従事者 agriculteur agricultrice 

会社役員 administrateur de société administratrice de société 

研究者 chercheur chercheuse 

 
男性，女性関係なく 

医師：médecin 

歯医者：dentiste 

ジャーナリスト：journaliste 

会社社長：chef d'entreprise, P.D.G. 

作家：écrivain 

芸術家：artiste 

教師：professeur 

職人：artisan 

公務員：fonctionnaire 

無職：sans profession 

 

La Martinique マルチニック島（フランスの海外県 カリブ海） 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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Lire 読む  

 フランスに到着して，空港で入国審査を受けるためには，入国カード (carte de 

débarquement) に記入しなければなりません．（入国カードは飛行機の中などでもらえます．） 

 入国カードに書いてある情報を読み取りましょう． 

 

 

入国カード 

フランス国籍の旅行者や EEC（ヨーロッパ経済共同体）

に属する国の外国在留者はこのカードを必要としない. 

 

姓 
（活字体で） 

旧姓 

名 

生年月日 
日 / 月 / 年 

出生地 

国籍 

職業 

現住所 

搭乗地 

CARTE DE DÉBARQUEMENT 
ne concerne pas les voyageurs de nationalité française 

ni les ressortissants des autres pays membre de la C. E. E. 

1. Nom :                            
             (en caractère d'imprimerie) 

Nom de jeune fille :              

Prénom :                       

2. Date de naissance                  
                             quantième  /  mois  /  année 

3. Lieu de naissance :                 

4. Nationalité :                       

5. Profession :                      

6. Domicile :                       

7. Aéroport ou port d'embarquement : 

                                    
 

 

 
Bruxelles (Belgique) ブリュッセル （ベルギー） 

(photo : http://badplayer.free.fr/index.php) 
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Écrire 書く  

練習問題  5 入国カードに自分の情報を記入してみましょう． 

 

解答例はこの課の最後に 

 

Québec (Canada) ケベック（カナダ） 

(http://www.photolibrary.jp/profile/artist_88_1.html) 
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練習問題解答 

練習問題  1 

1) arrivez   2) déjeunons   3) dînent   4) marche   5) visites 

6) J'arrose (Je arroseとはしないこと．) 

 

練習問題  2 

1) Oui, je parle anglais.  [動詞parlerの後に言語名がきた時には，言語名につく冠詞は例外

的に省略できますから，anglaisに冠詞がついていません．] 

2) Oui, j'étudie l'économie. 

3) Oui, elle travaille bien. 

4) Oui, ils sont scientifiques. 
[2)でOui, j'étudie.で文を終えてはいけません．Oui, j'étudie l'économie.までいいます．3)と

4)ではAkikoとPierre et Marieをそれぞれにして代名詞化してelleとilsにします．フランス語
では同じ言葉を繰り返すことを，日本語よりも嫌います．主語に同じ名詞が出てきたときには，

２度目はその語をそのまま繰り返さないで，代名詞にして繰り返します．] 
 

練習問題  3 

1) Il parle.   2) Il travaille.   3) Elle marche. 

4) Elle enseigne.  5) Ils dansent. 
 

練習問題  4 

1) J'arrive à minuit.      2) Tu habites toujours au Japon ? 

3) Jean et Marie travaillent beaucoup.  4) Vous chantez bien ? 

5) Ils parlent très peu. 

 

 

(Namur, Belgique) ムーズ河流域 （ベルギー，ナミュール州） 

(photo : http://badplayer.free.fr/index.php) 



 Je vais en France avec le podcast ! 第２課 解説編 ver.2.1 

 

 

 

 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． 

2-15 

練習問題  5 

大阪の大学生である田中和宏君の例 

CARTE DE DÉBARQUEMENT 
ne concerne pas les voyageurs de nationalité française ni les 

ressortissants des autres pays membre de la C. E. E. 

1. Nom :      TANAKA               

Nom de jeune fille :               

Prénom :     Kazuhiro           

2. Date de naissance    8 mai 1987      
                             jour  /  mois  /  année 

3. Lieu de naissance :   Osaka, Japon   

4. Nationalité :    japonaise          

5. Profession :   étudiant            

6. Domicile :  Osaka, Japon         

7. Aéroport ou port d'embarquement : 

    Osaka, Japon                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

注）国籍は，nationalité が女性名詞であるため，

当人の性別にかかわらず男性でも形容詞は女性

形を使って japonaise と書きます．形容詞の一致

については第５課参照． 

 
Bruges (Belgique) ブリュージュ（ベルギー） 

(http://www.photolibrary.jp/profile/artist_88_1.html) 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr05.pdf
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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． 

 

 
 (Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

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． 

 

 

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