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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１２課  割引を求める  

 
cinéma 映画館 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

(Au guichet d'un cinéma) 

A :  Une place, s'il vous plaît. Il n'y a pas de réduction pour les étudiants ? 

B :  Si. Mais il faut une carte d’étudiant. 

A :  Oui, voilà. 

B :  Euh… Votre carte n'est pas valable. 

A :  Pourquoi ? 

B :  Parce qu'il faut une carte d'étudiant internationale. 
（映画館の窓口で） 

A :  一名お願いします．学生割引はないのですか． 

B :  あります．でも学生証がいります． 

A :  はい，これです． 

B :  ええっと… これは使えません． 
A :  どうしてですか． 

B :  国際学生証が必要だからです．
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Vocabulaire 語彙 
au (= à + le) [前置詞 àの後に定冠詞 leがくると縮約して１語となる．] 

à 前置詞 ～で，～のところで，～へ，～に [場所を示す．] 

le 定冠詞・男 [英語では the に相当する．] 

guichet 名詞・男 （切符売り場などの）窓口 

d' (= de) [母音字や無声の Hで始まる語の前では，deはエリジオンして d'となり，次の語
と続けて書く．] 

de 前置詞 ～の 

un 不定冠詞・男 [英語では a, anに相当する．] 

cinéma 名詞・男 映画館 

une 不定冠詞・女 [英語では a, anに相当する．] 

place 名詞・女 場所，席，座席 

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

il n'y a pas… : …はない，存在しない． [il y aの否定形] 

de 冠詞 [否定の冠詞．他動詞の直接目的補語や il y aの後の名詞につく不定冠詞・部分冠

詞は否定文の中で de となる．] 

réduction 名詞・女 値引き，割引 

pour 前置詞 ～のための，～に対する 

les 定冠詞・複数 [英語では the に相当する．ここでは次の語の étudiantsとリエゾンして s

の文字を[z]と発音する．] 

étudiant 名詞・男 学生 

si 副詞 （日本語では）いいえ [否定の問いに対して肯定で答える際に用いる．] 

mais 接続詞 しかし，でも 

faut 動詞 (falloir の３人称単数形) 

falloir 動詞 ～が必要である，~しないといけない 

il faut : ～が必要である，～しないといけない 

carte 名詞・女 カード 

carte d'étudiant 名詞・女 学生証 

oui 副詞 はい，ええ [肯定の答え] 

voilà ほら，どうぞ [ものを差し出すときの表現] 

euh 間投詞 えっと，ふむ 

votre 所有形容詞 あなたの 

est 動詞 (être の３人称単数形) 
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être 動詞 ～である [活用は第１課参照] 

valable 形容詞 有効である，通用する，効力のある 

pourquoi 疑問副詞 どうして 

parce qu' (= parce que) [母音もしくは無声の H で始まる語の前では，queはエリジオン

して qu'となり，次の語と続けて書く．] 

parce que… 接続詞 なぜなら…だから [理由説明の文を導く．] 

international 形容詞 国際的な [ここでは修飾している女性名詞 carteに一致して女性形

internationaleになっている．] 

 

 

Salle de projection du cinéma Le Balzac, à Paris パリの映画館内 

(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
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr01.pdf
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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.1.1 

執筆：高垣由美 

校閲：村田京子 

 

Aspects culturels 文化的側面  
おつりの出し方 

 この課冒頭の会話では映画館で切符を買っていますが，支払いの時のおつりの出し方は，日

本と少し異なります．単純に言うと日本では引き算，フランスでは足し算をするという発想で

す． 

 例えば２２５ユーロの品物を買って，３００ユーロの現金を出すとします．日本は

300-225=75 という引き算の結果の７５ユーロを一度に渡されます．一方フランス式では，足
し算をしながらおつりをくれます．おつりを出す人は，まず５ユーロを出して，「２３０ユーロ」

と言い，次に２０ユーロを出して「２５０ユーロ」と言い，最後に５０ユーロを出し，「３００

ユーロ」として，最終的にこちらが出した額に等しくなるようにするのです． 

 フランス式のほうが，暗算が苦手な人でもわかりやすいのかもしれませんが，旅行者が初め

てこのような渡し方をされると，とまどうかもしれません． 

 

学生割引と年齢割引 

 

Université 大学 

 この課の冒頭の会話では，映画館で学生割

引を求めていますが，フランスでは学生割引

と同じかそれ以上に，年齢割引が広く行われ

ています．鉄道の切符，美術館の入場など，

さまざまな場面で若者への割引が設定され

ています．年齢は２６歳未満かどうかで決ま

ることが多いようです．割引を受けるには，

パスポートなどの身分証明書の提示をもと

められます． 
(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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Grammaire 文法  

１）否定疑問 

§1 疑問文への答え方 

肯定疑問文に対する時は，oui, nonで答えます． 

Vous êtes japonais ?       日本人ですか． 

– Oui, je suis japonais.    はい，日本人です． 

– Non, je ne suis pas japonais.   いいえ，日本人ではありません． 

 

 否定疑問文に対する答えは，si, nonになります．この時フランス語のnonは日本語の「はい」

にあたることに注意しましょう． 

Vous ne parlez pas japonais ?     日本語を話されないのですか． 

– Si, je parle japonais.    いいえ，話します． 

– Non, je ne parle pas japonais.   はい，話しません． 

 

§2 否定疑問の倒置形 

動詞と倒置主語の全体をneとpasではさみます．主として書き言葉で用いられます． 

Le Japon n’est-il pas le pays des tremblements de terre ?  日本は地震国ではないのか． 

 

 

cinéma 映画館 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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２）動詞 ouvrir, offrir 
動詞ouvrir, offrirの活用を見てください．何か気づいたことはあるでしょうか． 

 

  ouvrir あける，開く      offrir 贈る，提供する 

j'ouvre   nous ouvrons    j'offre  nous offrons 

tu ouvres  vous ouvrez    tu offres  vous offrez 

il ouvre  ils ouvrent    il offre  ils offrent 

elle ouvre  elles ouvrent    elle offre  elles offrent 

 

 語尾が irなのに，活用は er型規則動詞とまったく同じです．同じ活用をする動詞に découvrir

（発見する）,  souffrir（苦しむ）があります． 

 

Ouvre un peu la fenêtre, s'il te plaît.    窓を少しあけて． 

Dans le métro, Kenji offre toujours sa place aux personnes âgées.  
地下鉄で健二はいつも老人に席を譲る． 

 

３）動詞 voir, recevoir, devoir 
 動詞voir, recevoir, devoirは不定法の形は似ていますが，同じ活用をしません． 

 

  voir 見える，見る，会う      recevoir 受け取る 

je vois  nous voyons    je reçois  nous recevons 

tu vois  vous voyez    tu reçois  vous recevez 

il voit  ils voient     il reçoit  ils reçoivent 

elle voit elles voient    elle reçoit  elles reçoivent 

 
devoir ～しなければならない，～に違いない 

je dois nous devons 

tu dois vous devez 

il doit ils doivent 

elle doit elles doivent 
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Oh, il est déjà 11 heures, je dois partir. おや，もう１１時です．行かなければなりません． 

Vous devez être fatiguée après ce dur travail. 
この辛い仕事のあとでは，疲れておられるにちがいありません． 

 

 voir と同じ活用をする動詞には revoir（再び会う）， prévoir（予想する，予測する）が，
recevoir と同じ活用をする動詞には apercevoir（ちらりと見る）があります． 

 

 

université 大学 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

４）動詞 entendre 
entendre 聞こえる 

j'entends nous entendons 

tu entends vous entendez 

il entend ils entendent 

elle entend elles entendent 

 
 entendre と同じ活用をする動詞には attendre（待つ）,  défendre（守る，禁止する）,  rendre

（返す）,  descendre（降りる，下ろす）,  vendre（売る）があります． 

 
練習問題  1 動詞vendre, attendreの現在形の活用を書きましょう． 

解答はこの課の最後に 
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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，動詞を適当な形にして（  ）内に
入れましょう． 

1) On ne (  ) pas la Tour Eiffel d'ici.   ここからは，エッフェル塔は見えない． 

2) Je vous (  ) un petit cadeau.     ちょっとしたプレゼントをあげよう． 
3) Ce pays (  ) de la guerre.     この国は戦争で苦しんでいる． 

4) Les ouvriers (  ) leur salaire à la fin du mois. 労働者は月末に給料を受け取る． 

5) Yves espère te (  ).        イヴはまた君に会いたがっている． 

6) Tous les matins, nous (  ) les rideaux.  毎朝わたしたちはカーテンを開ける． 

7) Vous (  ) le bruit des travaux ?   – Oui, je l' (  ) . 
「工事の音がきこえますか．」「はい，聞こえます．」 

解答はこの課の最後に 
 

 

devant un cinéma à Paris パリ 映画館の前で 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

５）非人称構文（２） 

 第７課では，存在，天候，時刻を示す場合に使われる非人称構文を取り上げましたが，そ

れ以外にもよく使われる非人称構文としてil faut…があります．動詞fautの不定法はfalloir
ですが，非人称動詞としてしか使われませんので，活用は３人称単数しかありません． 

il faut ＋ 名詞句 「~が必要だ」 
Il faut une carte d’étudiant.   学生証が必要です． 

 

il faut ＋ 動詞の不定法 「~ねばならない」 

Il faut remplacer l'ampoule.   電球を取り替えねば成りません． 
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練習問題  3 il faut＋名詞句の構文を使って，絵に描かれたものが「必要である」と表現
しましょう． 

1)  2)  3)  
4)   

un ventilateur un stylo un tampon un marteau et des clous 

解答はこの課の最後に 

 

Expressions utiles 役に立つ表現  
１）必要・義務の表現 

１）命令文 

Appuyez sur le bouton vert.   緑色のボタンを押しなさい． 

 

２）devoir + 動詞の不定法 

On doit travailler pour vivre.   生きるために働かねばならない． 

 

３）il faut + 動詞の不定法 
Il faut respecter la loi.     法律は守らねばならない． 

 
２）禁止する 

１）否定命令文 

N'appuyez pas sur le bouton jaune.  黄色のボタンを押してはいけません． 
 

２）devoir / pouvoir の否定 + 動詞の不定法 

Vous ne devez jamais traverser la rue au feu rouge.  
赤信号では決して道路を渡ってはいけません． 

Tu ne peux pas sortir après 11 heures.  １１時以降は外出してはいけません． 
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３）il ne faut pas + 動詞の不定法 

Il ne faut pas oublier l'adresse de ton hôtel. 君のホテルの住所を忘れてはいけない． 

 
４）il est interdit de…, il est défendu de…（～は禁止されている．） [非人称構文] 

Il est interdit de fumer dans la navette.  シャトルバスの中は禁煙です． 

 

５）Défense de…（[看板などで] ～禁止．） 

Défense de marcher sur les pelouses.   芝生に立ち入り禁止． 

 

練習問題  4  

I) il faut＋動詞の不定法，il ne faut pas ＋ <動詞の不定法>の構文を使って，やるべきこ
と，やってはいけないことを区別して表現しましょう． 

II) 次に同じ文をvousを主語にして動詞devoirを使って表現しましょう． 

 

1) toujours être à l'heure    つねに時間通りである 

2) arriver en retard     遅れて到着する 
3) aider les personnes handicapées  体の不自由な人を助ける 
4) marcher sur les fleurs    花を上を踏んで歩く 

5) être gentil avec tout le monde   誰にも親切にする 

解答はこの課の最後に 

 

 
cours dans l'un des amphithéâtres de l'Université de la Sorbonne ソルボンヌ大学の大教室での講義 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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３）原因・理由を述べる（１） 

 原因・理由を尋ねるには pourquoi…?（なぜ？），それに答えるには parce que…（なぜな

らば…）を使います． 

 
A : Votre carte n'est pas valable.      これは使えません． 

B : Pourquoi ?         どうしてですか． 

A : Parce qu'il faut une carte d'étudiant internationale. 国際学生証が必要だからです． 
 

練習問題  5  pourquoi…? の問いに対してparce que…を使って理由説明をするよう
に，例にならって（  ）内を埋めましょう． 

例 A : Je déteste les voyages en avion.  「飛行機に乗るのは大嫌いです．」 
 B : Mais, Pourquoi ?     「でもどうして？」 
 A : Parce que j'ai peur.     「怖いからです．」 

 
1)  A : Il faut un imperméable.  「レインコートがいります．」 
 B : Mais, (  ) ?     「でもどうして？」 
 A : (  ) il pleut beaucoup.  「雨がたくさん降っているからです．」 

 
2)  A : Je n'aime pas les chiens.  「犬は好きではありません．」 
 B : Mais, (  ) ?     「でもどうして？」 
 A : (  ) ils sont sales.   「汚いからです．」 

 
3)  A : On doit partir tout de suite. 「すぐに出発しなければなりません．」 
 B : Mais, (  ) ?     「でもどうして？」 
 A : (  ) on est en retard de dix minutes. 「１０分遅刻しているからです．」 

 
4)  A : Le président ne peut pas vous recevoir.「会長には面会できません．」 
 B : Mais, (  ) ?     「でもどうして？」 
 A : (  ) il faut un rendez-vous.  「予約が必要だからです．」 

解答はこの課の最後に 

 



 Je vais en France avec le podcast ! 第 12課 解説編 ver.1.1 

 

 

 

 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． 

12-12 

S'exprimer 表現する  
割引を求める 

 ルーブル美術館(le Musée du Louvre)に行ったと仮定してください．係員に年齢割引を求め
る場面を想像して，対話の形で自由に文章を作ってみましょう．年齢の証明にはパスポートを

提示してください． 

 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１２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． 
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練習問題解答 

練習問題  1 

    vendre 売る      attendre 待つ 

je vends  nous vendons    j'attends  nous attendons 

tu vends  vous vendez    tu attends  vous attendez 

il vend  ils vendent    il attend  ils attendent 

elle vend  elles vendent    elle attend elles attendent 

 

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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練習問題  2 

1) voit   2) offre   3) souffre  [souffrir deで「～で苦しむ」] 

4) reçoivent  5) revoir [espérer +動詞の不定法で「～を望む」] 

6) ouvrons  7) entendez, entends 

 
練習問題  3 

1) Il faut un ventilateur.    扇風機が必要です． 

2) Il faut un stylo.     ペンが必要です． 

3) Il faut un tampon.     スタンプが必要です． 

4) Il faut un marteau et des clous.  金槌と釘が必要です． 

 

練習問題  4 

I)  

1) Il faut toujours être à l'heure. 

2) Il ne faut pas arriver en retard. 

3) Il faut aider les personnes handicapées. 
4) Il ne faut pas marcher sur les fleurs. 

5) Il faut être gentil avec tout le monde. 
II) 

1) Vous devez toujours être à l'heure. 

2) Vous ne devez pas arriver en retard. 

3) Vous devez aider les personnes handicapées. 
4) Vous ne devez pas marcher sur les fleurs. 

5) Vous devez être gentil avec tout le monde. 
 

練習問題  5 

1)  A : Il faut un imperméable. 

B : Mais, Pourquoi ?  

A : Parce qu'il pleut beaucoup. 

2)  A : Je n'aime pas les chiens. 

 B : Mais, Pourquoi ?  
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A : Parce qu'ils sont sales.  

3)  A : On doit partir tout de suite. 

 B : Mais, Pourquoi ?  

A : Parce qu'on est en retard de dix minutes. 
[ここでは on は nous の代わりに使われています．] 

4)  A : Le président ne peut pas vous recevoir. 

 B : Mais, Pourquoi ?  

A : Parce qu'il faut un rendez-vous. 
 

 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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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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