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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１８課 道を尋ねる  

 
道路名の表示 

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

(Dans la rue) 

M :  Pardon, Mademoiselle, un café internet, s'il vous plaît. 

F1 :  Je ne sais pas. 

M :  Excusez-moi, Madame. Où est-ce qu’il y a un café internet près d’ici ? 

F2 :  Un café internet ? Ah oui ! Il y en a un au coin de la rue, à droite, là-bas. 

M :  Merci beaucoup. 

 
（街で） 

M  :  すみません．インターネット・カフェはどこですか. 

F1 :  知りません. 

M  :  すみません．この近くにインターネット・カフェはありますか？ 

F２: インターネット・カフェですか？ああ，通りの角にあります．右です．あちらです． 

M  :  どうもありがとうございました． 

(Mは男性，Fは女性)
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Vocabulaire 語彙 
dans 前置詞 ～の中で，～中に，～において [場所を示す．] 

la 定冠詞・女 [英語では the に相当する．] 

rue 名詞・女 道，通り，街（両側に家が並んでいる街路） 

dans la rue : 街で 

pardon 間投詞 すみません [人に呼びかける時の表現] 

mademoiselle 名詞・女 [冠詞はつかない．未婚女性への呼びかけ・敬称] 

un 不定冠詞・男 [英語では a, anに相当する．] 

café 名詞・男 喫茶店 

internet 名詞・男 インターネット [大文字無冠詞あるいは，定冠詞＋小文字で用いること

が多い.] 

café internet : インターネット・カフェ，サイバー・カフェ [café Internetと Internet を

大文字にすることも多い．] 

s'il vous plaît : （～を）お願いします． [英語のpleaseに相当する．<場所> + s'il vous plaît
で道を尋ねる表現．] 

je 主語人称代名詞 私は，私が 

ne 副詞 [pasなどの他の否定語と対になって使われ，否定を表す．] 

sais 動詞 (savoir の１人称単数形) 

savoir 動詞 知っている  [活用は第１８課参照] 
pas 副詞 [neと対になって使われ，否定を表す．] 

ne…pas …ない [否定を表す．] 

Je ne sais pas. : 知りません，わかりません． 

excusez 動詞 (excuser の２人称複数形) 

excuser 動詞 許す 

moi 人称代名詞強勢形 （ここでは直接目的補語me の代わり）私を 

Excusez-moi. : すみません．失礼ですが． [人に話しかける時の表現] 

madame 名詞・女 [冠詞はつかない．既婚女性への呼びかけ・敬称] 

où 疑問副詞 どこに，どこで，どこへ 

est-ce qu’ (= est-ce que) [平叙文の前につけて疑問文を作る．母音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．] 

il y a… : …がある，存在する 

près 副詞 近くに，近くで 

près d’ (= près de) 前置詞句 ～の近くに，～の近くで 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr18.pdf
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ici 副詞 ここで，ここに 

d'ici : ここから 

ah 間投詞 ああ 

oui 副詞 はい，ええ [肯定の答え] 
en 中性代名詞 [既出の名詞の任意の数量を表す．] 

un 名詞・男 １ 

Il y en a un. : …がひとつある．ひとつ存在する．[en と a はリエゾンする．] 

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．] 

coin 名詞・男 角，隅 

au coin de 前置詞句 ~の角に 

à 前置詞 ～で，～のところで，～へ，～に [場所を示す．] 

droite 名詞・女 右，右側 

à droite : 右に 

là-bas 副詞 あそこに，あちらに 

merci 名詞・男 ありがとう 

beaucoup 副詞 非常に，たくさん 

Merci beaucoup. : どうもありがとう．[Merci.の強め．] 

 

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.1.1 

執筆：高垣由美 

校閲：村田京子  

Grammaire 文法  
１）動詞savoir, connaître 

動詞savoirとconnaîtreはともに日本語では「知っている」と訳せる動詞です． 

connaître 知っている    savoir 知っている 

je connais nous connaissons   je sais   nous savons 

tu connais vous connaissez   tu sais  vous savez 

il connaît  ils connaissent   il sait   ils savent 

elle connaît elles connaissent   elle sait  elles savent 

過去分詞 : connu      過去分詞 : su 

 

connaîtreとsavoirの使い分け 

connaître + 名詞句  : ～を（体験として）知っている 

connaître + 地名  : ～へ行ったことがある 

 
savoir + que + 文 :（文の内容を）知っている 

savoir + 動詞の不定法 ：～できる [能力] 

 

練習問題  1 connaître か savoir のいずれかを選んで，与えられた日本語の意味にあうように
活用させ，（  ）内に入れましょう． 
1) Ils (  ) bien nager.      彼らはちゃんと泳げます． 
2) Vous (  ) ses parents ?     彼のご両親をご存知ですか？ 

3) Tu (  ) qu'il est malade ?     彼が病気だって，知ってる？ 
4) Tu (  ) cette fille qui fait du tennis là-bas? 
       あそこでテニスしている女の子，知ってる？ 

5) Je ne (  ) pas son numéro de portable.  彼女の携帯電話の番号を知らない． 

解答はこの課の最後に 
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２）中性代名詞 
 中性代名詞は，性数に関係なく，補語人称代名詞で受けられないものを受けます．動詞や助

動詞の直前に置かれます． 

 
§1 y 

１）àをはじめとする場所を表す前置詞（dans, chez, sur, sousなど）+ <名詞句>を受け,「そ
こに，そこで」と，場所をあらわします． 

Tu vas à la faculté ?   – Non, je n'y vais pas.  (y = à la faculté) 

「大学へ行くの？」「いや，（そこには）行かない．」 

Est-ce que vous êtes déjà allée en France ? 「フランスに行ったことはありますか．」 

– Oui, j'y suis déjà allée.  (y = en France)「はい，（そこに）行ったことがあります．」 

 

２）場所を表さなくても，à + <もの・ことを指す名詞句相当の内容>を受け，「それ，その
こと（を，に）」を表します． 

Tu dois penser à ton avenir.   – J'y pense toujours.  (y = mon avenir) 

「将来のことを考えないといけないよ．」「いつも（そのことを）考えているよ．」 

Ma mère m'a écrit une lettre et je dois y répondre.  (y = à cette lettre) 

母が私に手紙を書いた．私はそれに返事をしないといけない． 

ただし，à +人の場合は，luiかleurで受けます．  

Ma mère m'a écrit et je dois lui répondre. (lui = à ma mère) 

母が私に（手紙を）書いた．私は母に返事をしないといけない． 

 
écran ディスプレー 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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練習問題  2 過去に訪れた場所について，例にならって自分の経験を答えましょう． 

Vous êtes déjà allé(e) à Paris ?   「パリに行ったことはありますか．」 

例 – Oui, j'y suis allé(e) il y a cinq ans.  「はい，５年前に行きました．」 

 – Non, je n’y suis jamais allé(e).  「いいえ，行ったことはありません．」 

 – Non, je n'y suis pas encore allé(e).  「いいえ，まだ行っていません．」 

（男性の場合はallé，女性の場合はallée） 

1) Vous êtes déjà allé(e) à Tokyo ?    東京 
2) Vous êtes déjà allé(e) en France ?   フランス 
3) Vous êtes déjà allé(e) aux États-Unis ?   アメリカ 
4) Vous êtes déjà allé(e) en Iraq ?    イラク 

解答例はこの課の最後に 

 

 
Palais omnisport de Bercy (Paris) スポーツ宮殿 ベルシー地区（パリ） 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

§2 en 

１）目的語として，すでに前の文脈で出てきた名詞を特定化して受けるときは，目的補語人称

代名詞(le, la, les)を使います．しかし，任意の量を繰り返すときは，enを用います．  

Vous avez de la monnaie ?   – Oui, j'en ai. 

「小銭はお持ちですか．」「はい，持っています．」 

分量・数量を表す語を表す語が付くときには，それは分離して動詞の後にきます． 

Vous avez des frères ?   – Oui, j'en ai deux. 「兄弟はいますか．」「はい，二人います．」 
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２）de + 場所を受け，「そこから」を表します． 

Il est né à Nice et il en est parti pour Paris à l'âge de 18 ans. (en = de Nice) 

彼はニースで生まれて，１８歳の時にそこを出てパリに行った． 

 

３）de +（もの・ことを指す名詞句相当の内容）を受けます． 

– Elle t'a parlé de son divorce ?  「彼女は自分の離婚について君に話した？」 

– Non, elle ne m'en a jamais parlé.  

「いいや，そのことについては私に話したことは一度もない．」 

(parler de… …について話す，en = de son divorce) 

 

yとenを同時に使うときは，y + enの語順になります． 

Un café internet ? Ah oui ! Il y en a un au coin de la rue, à droite, là-bas. 
インターネット・カフェですか？ああ，通りの角にあります．右です．あちらです． 

– Il y a encore de l'eau?   「まだ水はありますか．」 

– Non, il n'y en a plus.   「いいえ，もうありません．」 

 

 

cybercafé インターネットカフェ 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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§3 le 

 属詞，動詞の不定法，文や節の内容を受けて，属詞や直接目的補語になります．性数によ

る変化はありませんから，常にleです．（la, lesという形はありません．） 

Tu es encore étudiante ?   – Oui, je le suis toujours. 

「君はまだ学生ですか．」「はい，相変わらすそうです．」 

Jean sait que la conférence n'a pas eu lieu hier ?   – Oui, il le sait. 

「ジャンは昨日講演が開催されなかったことを知っているのですか．」「はい，彼はそれを

知っています．」 

 

§4 肯定命令の時は，補語人称代名詞同様，動詞の後に置いてトレ・デュニオンでつなぎます．

ただし，tuに対する命令で動詞の語尾が er で終わるために，語末の sがとれたもの（第８課参

照）は，y, en の前で sを復活させます． 

Tu vas à l'école.     君は学校へ行く． 

→ Va à l'école. ⇨ Vas-y. 
Tu manges du poisson.   君は魚を食べる． 

→ Mange du poisson. ⇨ Manges-en. 
 

練習問題  3 下線部を代名詞で置き換えて，全文を書き換えましょう． 

1) Le président n'est pas content de ce résultat.  会長はこの結果に満足していない． 

2) J'ai consacré à ce projet tous mes efforts.  私はこのプロジェクトに全力を注いだ． 
3) Vous avez des roses jaunes ?   – Oui, nous avons des roses jaunes. 
      「黄色いバラはありますか．」「はい，あります．」 

4) Nous pouvons sortir ?   – Oui, vous pouvez sortir.  

      「外へ出てもいいですか．」「はい，かまいません．」 

5) Vous avez une chambre ?   – Oui, nous avons plusieurs chambres. 
      「部屋はありますか．」「はい，いくつもあります．」 
6) Paul n'a pas assisté à la réunion.    ポールは会議に出席しなかった． 
7) Je suis la représentante de cette société et je suis fière d'être la représentante. 
    私は会社の代表ですし，代表であることを誇りに思っています． 

(être fier de… :…を誇りに思う) 
8) Je suis la représentante de cette société et je suis fière d'être la représentante. 

解答はこの課の最後に 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr08.pdf
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３）非人称構文（３） 

 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，第１２課ではil faut…
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があります． 

il faut ＋ {名詞句，動詞の不定法}    ~が必要だ，~ねばならない 

il arrive ＋ {名詞句， de ＋ 動詞の不定法}   ~ということがある,起こる 

il est <形容詞> ＋ de ＋ 動詞の不定法   ~は <形容詞> だ 

il est temps de ＋ 動詞の不定法    今や~すべき時だ 

il en est de même de ＋ 名詞句    ~についても同様だ 

il reste ＋ 名詞句       ~が残っている 

il s'agit de ＋ 名詞句   それは~だ，~が問題だ，~に関わることである 

 

練習問題  4 与えられた日本語の意味にあうように，（  ）内に適当な語（句）を入れて，
非人称構文を完成させましょう． 

1) Il (  ) aller à la banque.     銀行に行かなければならない. 

2) Il (  ) difficile d'apprendre le français.  フランス語を勉強するのは難しい. 

3) Il (  ) encore de la neige.    まだ雪が残っている． 

4) Il (     ) prendre une décision finale. 今こそ最後の決断をすべき時です． 

5) De quoi (    )-t-il ?    何のことですか． 

6) Il (  ) à tout le monde de mentir.   誰でも嘘をつくことがある． 

解答はこの課の最後に 

 
非人称の主語に ça が使われることもあります． 

Ça doit être difficile d'apprendre le grec.  ギリシャ語を学ぶのは難しい． 

= Il doit être difficile d'apprendre le grec. 

 

Ça fait cinq mois que j'apprends le français. フランス語を学んで５ヶ月になる． 

= Il y a cinq mois que j'apprends le français. 
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Vocabulaire 語彙  
空間の表現（２） 

près de  ~の近くに   loin de  ~から遠くに 

en face de  ~の向かいに   au bout de  ~の端に，~の終わりに 

au coin de  ~の角に   à côté de  ~の横に，~のそばに 

le long de  ~に沿って   en direction de ~に向かって，~行きの 

l'est   東    l'ouest  西 

le nord  北    le sud   南 

 

 
salle de lecture, Bibliothèque Nationale de France (Paris) 国立図書館の読書室 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

Expressions utiles 役に立つ表現 
１）対立を表す 

 前の文脈で出てきた内容と対立する要素を提示する場合の表現として，第１４課でmais（し
かし，だが）を学びましたが，それ以外にも以下のような表現があります． 

Ce film a de grandes qualités ,    この映画はいくつも長所がある， 

{pourtant / cependant / néanmoins / en revanche / par contre}    しかし 

il a aussi quelques inexactitudes.      不正確な点もある． 
 

{Au contraire du / À la différence du} roman,    小説とは違って， 

le cinéma est un art visuel.       映画はヴィジュアルな芸術だ． 

 

Vous reculez {alors qu' / tandis qu'}il faut avancer. 進まないといけないのに，退いている． 
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２）道を尋ねる 
Est-ce qu'il y a une poste près d'ici ?    この近くに郵便局はありますか． 

Où sont les toilettes ?       トイレはどこにありますか． 

C'est au rez-de-chaussée.    １階にあります． 

Je voudrais aller à l'aéroport, s'il vous plaît.  空港へ行きたいのです． 

Où se trouve l'hôpital Saint-Louis, s'il vous plaît ? サン＝ルイ病院はどこにありますか． 

Pour aller au musée, s'il vous plaît.   博物館へ行くにはどう行けばいいですか． 

Vous prenez à droite.     右に曲がりなさい． 

Prenez la deuxième rue à gauche.    ２つ目の道を左に曲がりなさい． 

Vous tournez à droite au premier feu.   最初の信号で右に曲がりなさい． 

Allez tout droit.      まっすぐ行くきなさい． 

Continuez jusqu'au carrefour.     交差点まで進みなさい． 

Il y a un grand bâtiment noir en face de l'Hôtel de ville. 

市役所の前に大きな黒い建物があります． 

Sur votre gauche, vous allez voir la Tour Eiffel.左手にエッフェル塔が見えてくるでしょう． 

Vous pouvez me faire un plan, s'il vous plaît ? 地図を書いてくれますか． 

Est-ce que c'est loin d'ici ?      ここから遠いですか． 

On peut y aller à pied ?      歩いて行けますか． 

Est-ce que ce bus va à la gare ?     このバスは駅に行きますか． 

Il faut prendre quel bus pour aller au musée ?   博物館に行くにはどのバスに乗りますか． 

Où est-ce qu'il faut descendre ?     どこで降りないといけませんか． 

Vous descendez au troisième arrêt.    ３つめで降ります． 

Vous changez au terminus.      終点で乗り換えます． 

 

(photo : G-TOOL) 
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練習問題  5 道で Le Château de Versailles, s’il vous plaît.（ヴェルサイユ宮殿への行き方
を教えてください．）と尋ねられました．地図を見ながら，駅からの道筋を説明しましょう． 

 
Le Château de Versailles 

 
 
 
 

    
   Gare 

(Photo : http://www.photolibrary.jp/profile/artist_3038_1.html)      解答例はこの課の最後に  

 

S'exprimer 表現する  
自分の経験を語る 

 Vous connaissez Paris ? （パリに行ったことがありますか．）の質問に答えてみましょう．
行ったことがあるのならば，パリのどこを訪れたかを書いてください．行ったことがなければ， 

Je ne connais pas Paris. Mais je connais bien…（パリに行ったことはありませんが，…なら
ばよく知っています．）と，別の都市について語ってください． 

 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１８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． 

 

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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Lire 読む 
自己評価シート（１） 

 これで全３０課のこの講座の，３分の２近くまできました． 

 これまでの学習で，どのようなことが出来るようになったのか，自分で点検してみましょう．

以下の２０の学習内容が，マスターできているならば Oui，できていないのならば Non に○
を付けましょう． 

Fiche d'auto-évaluation 
1. Je sais saluer.           Oui / Non  
2. Je sais parler de moi.         Oui / Non 
3. Je sais exprimer mes goûts.        Oui / Non 

4. Je sais demander à quelqu'un de faire quelque chose.    Oui / Non 
5. Je sais comparer.         Oui / Non 

6. Je sais remercier.         Oui / Non 
7. Je sais donner un ordre.        Oui / Non 
8. Je sais exprimer mon accord.       Oui / Non 
9. Je sais refuser.          Oui / Non 
10. Je sais demander une permission.       Oui / Non 
11. Je sais présenter mes excuses.        Oui / Non 
12. Je sais exprimer la cause.        Oui / Non 

13. Je sais exprimer l'obligation.        Oui / Non 
14. Je sais indiquer le prix.         Oui / Non 

15. Je sais exprimer la quantité.        Oui / Non 
16. Je sais indiquer l'heure.         Oui / Non 
17. Je sais situer dans le temps.        Oui / Non 
18. Je sais indiquer une direction.        Oui / Non 
19. Je sais demander des renseignements.       Oui / Non 
20. Je sais décrire une expérience vécue.       Oui / Non 

Non だった場合の対策と日本語訳はこの課の最後に 
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Aspects culturels 文化的側面  
成績評価の基準 

 日本の試験は普通１００点満点で評価することが多いのですが，フランスでは２０点満点が

普通です． 

 

mention 評価 

très bien ：秀（２０点満点で１６点以上） 

bien  ：優（２０点満点で１４点以上１６点未満） 

assez bien ：良（２０点満点で１２点以上１４点未満） 

passable ：可（２０点満点で１０点以上１２点未満） 

ajourné ：不可（２０点満点で１０点未満） 

 

 上の自己評価シートでは，２０項目のうち，いくつOui があったでしょうか．それは，フラ
ンス式ではどのような評価になるでしょうか． 

 

 
Oberkampf地区の街並み（パリ） 

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

 

練習問題解答 
練習問題  1 

1) savent 2) connaissez 3) sais 4) connais  5) connais 

 
練習問題  2 
解答例 
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1) Oui, j'y suis allé(e) il y a trois ans. （３年前） 

2) Oui, j'y suis allé(e) l'été dernier. （昨夏） 

3) Non, je n'y suis pas encore allé(e). 

4) Non, je n'y suis jamais allé(e). 

 
練習問題  3 

1) Le président n'en est pas content. 

2) J'y ai consacré tous mes efforts. 

3) Oui, nous en avons. 

4) Oui, vous le pouvez. 

5) Oui, nous en avons plusieurs. 

6) Paul n'y a pas assisté. 

7) Je suis la représentante de cette société et je suis fière de l'être. 
8) Je suis la représentante de cette société et j'en suis fière. 

 

練習問題  4 

1) faut   2) est   3) reste 

4) est temps de  5) s'agit  6) arrive 

 
練習問題  5 

解答例 

Vous sortez de la gare et vous allez à droite. Vous prenez la première rue à gauche. Au 

bout de la rue, vous allez voir l'entrée du Château de Versailles. 

 

 
Bassin dans le parc du château de Versailles  ベルサイユ宮殿の庭に池 

(Photo : N. Chabard MAE/ Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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Lire 
自己評価シート 

1. 挨拶できる．      もしNon ならば，第 1 課，第 15 課参照 
2. 自分について語ることができる．   もしNon ならば，第 1 課，第 2 課，第 3 課参照 
3. 好みを表現できる．       もしNon ならば，第 3 課参照 

4. 誰かに何かをしてもらうように頼める．    もしNon ならば，第 10 課参照 
5. 比較することができる．    もしNon ならば，第 6 課，第 13 課参照 

6. 礼を言える．      もしNon ならば，第 7 課，第 18 課参照 
7. 命令を出せる．      もしNon ならば，第 8 課，第 13 課参照 

8. 賛意を表明できる．     もしNon ならば，第 8 課，第 10 課参照 

9. 断れる．          もしNon ならば，第 9 課参照 
10. 許可を求められる．        もしNon ならば，第 9 課参照 
11. 謝罪できる．        もしNon ならば，第 11 課参照 
12. 原因を表現できる．       もしNon ならば，第 12 課参照 

13. やるべきことを表現できる．     もしNon ならば，第 12 課参照 
14. 値段を示せる．       もしNon ならば，第 14 課参照 

15. 数量を表現できる．    もしNon ならば，第 1 課，第 13課，第 14 課参照 
16. 時刻を示せる．        もしNon ならば，第 7 課参照 
17. 時間の位置づけができる．      もしNon ならば，第 16 課参照 
18. 方向を示せる．      もしNon ならば，第 15 課，第 18 課参照 
19. 情報を求めることができる．  もしNon ならば，第 2 課，第 15 課，第 18 課参照 
20. 体験したことを記述できる．  もしNon ならば，第 15 課，第 16 課，第 18 課参照 
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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 
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