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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２１課  予約する  

 

dans la cuisine 調理場で 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

(Dans un restaurant, au téléphone) 

F :  Maison Dorée, bonsoir. 

M :  Allô ? Je voudrais réserver une table pour le jeudi 16, à 20 heures. 

F :  Ne quittez pas, s'il vous plaît. Euh... C'est pour combien de personnes, Monsieur ? 

M :  Deux personnes. 

F :  Bien. Votre nom, s'il vous plaît ? 

M :  Shi-mo-ya-na-gi. S H I M O Y A N A G I. 

F :  C'est noté, Monsieur. Merci, Monsieur. À jeudi, Monsieur. 
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（レストランで，電話で） 

F :  こちらメゾン・ドレです．こんばんは． 

M :  もしもし．１６日木曜日の２０時で予約したいのですが． 

F :  このままでお待ちください．ええっと... 何名様ですか． 

M :  ２名です． 

F :  はい．お名前をお願いします． 

M :  下柳です．綴りはエス・アッシュ・イ・エム・オ・イグレック・ア・エヌ・ア・ジェ・イ

です． 

F :  確かに承りました． ありがとうございます．では木曜日にお待ちしております． 

(Mは男性，Fは女性) 

 

Vocabulaire 語彙 
dans 前置詞 ～の中で，～の中に，～で 

un 不定冠詞・男 [英語では a, anに相当する．] 

restaurant 名詞・男 レストラン 

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 [手段を示す．]，～に [時刻・時点を表す．] 
le 定冠詞・男 [英語では the に相当する．] 

téléphone 名詞・男 電話 

Maison Dorée 固有名詞 メゾン・ドレ（架空のレストランの名前） 

bonsoir 名詞・男 こんばんは [夕方・夜に出会った時の挨拶のことば] 

Allô : もしもし． 

je 主語人称代名詞 私は，私が 

voudrais 動詞 （vouloir の条件法現在１人称単数形） [活用は第１９課参照] 

vouloir [後ろに動詞の不定法を伴って] ～したい 
réserver 動詞 予約する 

une 不定冠詞・女 [英語では a, anに相当する．] 

table 名詞・女 テーブル，食卓，料理 

pour 前置詞 ～のために，～向けの，～用に 

jeudi 名詞・男 木曜日 

16 = seize 
le jeudi 16 : １６日の木曜日 

20 = vingt 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr19.pdf
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heure 名詞・女 [時刻を示す]～時，[時の単位]時間 

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．] 

quittez 動詞 (quitter の２人称複数形)  

quitter 動詞 離れる，去る，（人と）別れる，（活動などを）やめる 

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．] 

Ne quittez pas. : 離れないでください，切らないでこのままでお待ちください． [電話で

「このままでお待ちください」と伝える時の決まった表現] 

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

euh 間投詞 えっと，うーん，えっ，へえ，うむ，ふむ [とまどい・驚き・疑いを表す．] 

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３人称単数形) 

être 動詞 ～である [活用は第１課参照] 

combien 副詞 どれだけ，いくら，いくつ 

combien de ＋ 無冠詞名詞 : どれだけの～ 
personne 名詞・女 人，人間 

monsieur 名詞・男 [冠詞はつかない．男性への呼びかけ・敬称] 

deux 形容詞 ２の，２人の 

bien 間投詞 結構です，分かりました 

votre 所有形容詞 あなたの 

nom 名詞・男 名前 

noté 動詞 （noter の過去分詞）  

noter 動詞 書き留める，記す 

merci 名詞・男 ありがとう 

 

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 

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

執筆：高垣由美 

校閲：村田京子 

 

Aspects culturels 文化的側面  
ミシュランのガイドブック 

 フランスの有名なガイドブック Guide Michelin は，タイヤ・メーカーのミシュラン社が年

発行しているものです．表紙の色が赤いもの(Guide Rouge)は，ホテル・レストランの，緑色

のもの(Guide Vert)は，観光地のガイドブックです． 
 日本のガイドブックで多いのは，写真やエッセーで旅への夢をかき立てるタイプか，名所へ

の道順や入場時間といった実用的な情報伝達が中心のタイプですが，ミシュランのガイドブッ

クは，編集方針が少し異なります．その大きな特徴は格付けです．掲載されている観光スポッ

トやレストランが星マークによって分類されているのです．三つ星付きはわざわざそれを目的

に出かけていく価値がある，二つ星は近くへ行く機会があれば多少回り道をしても行く価値が

ある，一つ星は余裕があれば訪れた方がよいという評価を示しています．（ホテルは５段階評

価．） 

 赤ミシュランのレストランの格付けは特に有名です．評価は匿名の調査員が行い，毎年改訂

版が出る度に，新しい格付けはマスコミの話題になります．２００７年度版ではフランス全土

で最高評価の三つ星を獲得しているのは２６店，二つ星は６５店，一つ星は４３６店あります．

星のついていないレストランでも，赤ミシュランに掲載されているというだけで，かなりのレ

ベルが保証されていると見なされます． 

 緑ミシュランは，タイヤ・メーカーが発行していることもあってか，自動車で旅しないで，

公共交通を利用する人にはあまり親切ではない部分もあります．しかし名所旧跡の歴史的な説

明や建築上の特徴の解説などがたいへん詳しく載っており，丹念に読んでいくと勉強になりま

す．逆に新しい買い物スポットの情報などはほとんど掲載されていません． 
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Vocabulaire 語彙  

１）曜日 

lundi  月曜日  mardi  火曜日  mercredi  水曜日  jeudi  木曜日 

vendredi  金曜日 samedi  土曜日 dimanche  日曜日 

週は月曜日から始まります．普通，小文字で書き始めます．  

日付には定冠詞 leをつけます．また各月の第１日目だけは 1er (premier)と序数を使います． 

le 14 juillet: 7 月 14 日    le 1er février 2008 : 2008 年 2 月 1 日 

曜日の前に定冠詞leをつけると「毎週○曜日」の意味になります．le vendredi : 毎金曜日 

 

 
restaurant レストラン 

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

 

２）alphabet アルファベ 

A a   H h   O o  V v 
B b   I i   P p  W w 

C c   J j   Q q  X x 

D d   K k   R r  Y y 

E  e   L l   S s  Z z 

F  f   M m   T t 

G g   N n   U u  
文字の読み方は次の外部サイトなどで聞くことができます． 

ClicNet http://clicnet.swarthmore.edu/rire/abcde/alphabet.html 
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３）レストラン関連の語彙 
plat 名詞・男 皿，（転じて）料理 

carte 名詞・女 品書き，献立表，メニュー 

carte des vins ワインリスト 

menu 名詞・男 定食，コース料理 

formule 名詞・女 セット料理，簡単なコース料理 

plat du jour 今日のおすすめの一品 

menu du jour おすすめ定食 

à la carte 単品で 

service compris サービス料込み 

à la maison 自家製 

hors boisson 飲み物は別料金 
 

amuse-gueule 名詞・男 軽いオードブル，食前のおつまみ 

entrée 名詞・女 前菜，アントレ 

premier plat 第１の皿 メイン料理の１皿目 

second plat 第２の皿 メイン料理の２皿目 

 

entrées 前菜 

 

チコリとオリーブの前菜 
(Photo : http://www.photolibrary.jp/profile/artist_3813_1.html) 

hors-d'œuvre variés 名詞・男・不変化  
オードブルの盛り合わせ 

soupe 名詞・女 スープ 

soupe de poisson 魚のスープ 

soupe à l'oignon オニオンのスープ 

potage 名詞・男 ポタージュ 

terrine 名詞・女 テリーヌ 

saumon fumé 名詞・男 スモークサーモン 

escargot 名詞・男 エスカルゴ 

escargots à la bourguignonne エスカル
ゴのブルゴーニュ風 
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poissons 魚 
sole 名詞・女 舌平目 

sole meunière 舌平目のムニエル 

loup 名詞・男 スズキ 

bar 名詞・男 スズキ 

sardine 名詞・女 イワシ 

saumon 名詞・男 サケ 

truite 名詞・女 マス 

thon 名詞・男 マグロ 

anguille 名詞・女 ウナギ 

daurade 名詞・女 タイ 

 

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

homard 名詞・男 オマールエビ，ロブスター，ウミザリガニ 

écrevisse 名詞・女 ザリガニ 

écrevisses au court-bouillon ザリガニを白ワインと香味野菜入りの湯でゆでた料理 

seiche 名詞・女 コウイカ 

grenouille 名詞・女 カエル 

 

 

fruits de mer 海の幸 

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

fruits de mer 海の幸 （貝・エビ・カニ
などを指し，魚は含みません．） 

coquille Saint-Jacques 名詞・女 ホタテ貝 

moule 名詞・女 ムール貝 

huître 名詞・女 牡蠣 

langoustine 名詞・女 アカザエビ （ザ
リガニに似た食用エビ） 

crevette 名詞・女 小エビ 

caviar 名詞・男 キャビア（チョウザメの
卵の塩漬け） 

 
bouillabaisse 名詞・女 ブイヤベース （魚，エビのスープ風煮込み．南仏地方の料理．） 

quenelle 名詞・女 魚やトリのすり身だんご，つみれ 
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viandes 肉 

お肉の焼き具合 

saignant : レア    à point : ミディアム    bien cuit : ウエルダン（よく焼いた） 

 

bœuf 名詞・男 牛 [複数形 bœufs では，

f の文字を発音しません．] 

veau 名詞・男 仔牛 

porc 名詞・男 豚 

[語末の cの文字は発音しません．] 

mouton 名詞・男 羊 

agneau 名詞・男 仔羊 

lapin 名詞・男 ウサギ 

 

filet 名詞・男 ヒレ肉 

faux-filet 名詞・男 外ロース肉 

 

viande 肉 

(Photo : http://www.photolibrary.jp/profile/artist_1365_1.html) 

chateaubriand 名詞・男 分厚いヒレ肉のステーキ 

jambon 名詞・男 ハム 

saucisse 名詞・男 ソーセージ 

bœuf bourguignon 牛肉の赤ワイン煮込み 

pot-au-feu 名詞・男 ポトフ （牛肉と野菜のスープ煮込み） 

steak frites 名詞・男 ポテトフライ付きのステーキ 

 

volailles 家禽 
poulet 名詞・男 若鶏 

canard 名詞・男 鴨 

confit de canard 名詞・男 鴨の脂漬け 

canard rôti 鴨のロースト 

oie 名詞・女 ガチョウ，ガン 

œuf 名詞・男 卵 [複数形œufs では，f の文字を発音しません．] 

＊ ＊ ＊ 
gibier 名詞・男 野生の鳥獣肉 [語末の r の文字は発音しません．] 

caille 名詞・女 ウズラ 
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légumes 野菜 
haricot vert 名詞・男 さやいんげん 

champignon 名詞・男 きのこ 

asperge 名詞・女 アスパラガス 

courgette 名詞・女 ズッキーニ 

oignon 名詞・男 タマネギ [発音は「オニョン」] 

pomme de terre 名詞・女 ジャガイモ 

épinard 名詞・男 ホウレンソウ 

chou 名詞・男 キャベツ [複数形は choux] 

chou de Bruxelles 名詞・男 芽キャベツ 

poireau 名詞・男 ポロネギ 

aubergine 名詞・女 ナス 

carotte 名詞・女 ニンジン 

navet 名詞・男 カブ 

radis 名詞・男 ラディッシュ，二十日大根 

poivron 名詞・男 ピーマン 

poivron rouge : 赤ピーマン 
 

salade 名詞・女 サラダ 

crudité 名詞・女 生野菜のサラダ 

frite 名詞・女 フライドポテト 

 

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

 

boissons 飲み物 
eau  名詞・女 水 

eau minérale ミネラル・ウオーター 

eau minérale gazeuse 炭酸入りミネラル・ウオーター 

eau minérale non gazeuse 炭酸なしのミネラル・ウオーター 

vin 名詞・男 ワイン 

vin {rouge/blanc/rosé} {赤/白/ロゼ}ワイン 

bière 名詞・女 ビール 

café 名詞・男 コーヒー 

thé 名詞・男 紅茶 
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desserts デザート 

 
crèmes caramels プリン 

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

dessert 名詞・男 デザート 

tarte 名詞・女 パイ 

tarte aux pommes : アップル・パイ 

gâteau 名詞・男 ケーキ 

chocolat 名詞・男 チョコレート 

mousse au chocolat 名詞・女 チョコレー
トムース 

sorbet 名詞・男 シャーベット 

glace 名詞・女 アイスクリーム 

crème caramel 名詞・女 プリン 

 

その他 
fromage 名詞・男 チーズ     pain 名詞・男 パン 

baguette 名詞・女 フランスパン    une demi baguetteフランスパン半分 

riz nature : 白いご飯       riz cantonais : チャーハン 

 

調理法 

 

du pain et du fromage パンとチーズ 

(Photo :http://www.photolibrary.jp/profile/artist_1540_1.html) 

grillé 網焼きした 

sauté 油で炒めた，ソテーにした 

rôti あぶり焼きにした，ローストした 

puré ペースト状にした 

confi 漬けた 

poêlé フライパンで焼いた，炒めた，蒸し焼

きにした [発音は「ポワレ」] 

bouilli ゆでた 

braisé 蒸し煮にした 

fumé 燻製にした 

frit 油で揚げた，フライにした 
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Expressions utiles 役に立つ表現  

１）お持ち帰りの店での表現 
C'est à qui ?    次はどなたですか？ 

C'est à moi.    私です． 

Sur place ou à emporter ? この場でお召し上がりですか？それともお持ち帰りですか？ 

plat à emporter   持ち帰り用の品 

Vous voulez {un couteau / une fourchette / une cuillère / une serviette / des baguettes} ? 
{ナイフ/フォーク/スプーン/ナプキン/箸}は要りますか？ 

 

 
traiteur 総菜屋 

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

 

２）感嘆を表す 

{Quel / Que de} + <名詞句> 

Quelle belle voiture (tu as) !   何という美しい車（を君は持っているの）でしょう！ 

Que d'occasions (j'ai perdues) !  なんという機会（を私は逃してしまったことか）！ 

Que d'eau (a coulé sous les ponts) ! なんという水（が橋の下を流れたことでしょう）！ 

{Comme / Que} + <文> 

Comme elle est gentille !    彼女はなんと親切なんでしょう！ 

Qu'est-ce qu'il est grand !    彼はなんと背が高いのでしょう！ 

Qu'il est grand !      彼はなんと背が高いのでしょう！ 
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Grammaire 文法  
１）動詞rire, conduire 

  rire 笑う        conduire 運転する 

je ris  nous rions    je conduis  nous conduisons 

tu ris  vous riez     tu conduis  vous conduisez 

il rit  ils rient     il conduit   ils conduisent 

elle rit  elles rient     elle conduit  elles conduisent 
過去分詞 ri        過去分詞 conduit 

 

 rireと同じ活用をする動詞にsourire（ほほえむ）が，conduireと同じ活用をする動詞に
construire（建てる），détruire（破壊する）があります． 

Tout le monde a ri de sa maladresse.  皆が彼の不器用さを笑った． 

L'Eurotunnel a été contruit en 1994.  ユーロトンネルは１９９４年に建設された． 

 

２）疑問代名詞lequel 
 疑問代名詞lequelは，一定のグループの中からある人やものを選びだす形で，「誰・どれ・ど

ちら」を問う時に用います．名詞の性数にあわせて形を変えます． 

 

 単数 複数 

男性 lequel lesquels 

女性 laquelle lesquelles 

 
Laquelle de ses voitures a-t-il conduit ? 彼は自分の車のなかでどれを運転したのですか． 

De ces manteaux, lequel est à toi ?  これらのコートの中で，どれが君のですか． 

 

これらの疑問詞は，定冠詞を中に含んでいますので，前置詞à, deの後ろで縮約します． 

Auquel de ces candidats va-t-on donner la bourse ? 
     これらの候補者の中で，だれに奨学金を与えるのでしょうか． 

「これらの候補者の中」というグループが想定されなければ，通常の疑問代名詞を使います． 

À qui va-t-on donner la bourse ?    だれに奨学金を与えるのでしょうか． 
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Lire 読む  
レストランのメニュー 

練習問題 以下の条件を満たすように注文しましょう．お値段はいくらになるでしょうか． 

１）前菜には果物がよい． 

２）魚料理には白身魚がよい． 

３）肉料理にはトリを食べたい 

４）デザートにはシャーベットを味わいたい 

La Carte 

 
Les Entrées 
Le Foie Gras Poêlé 23 Euros 
Le Homard en Gaspacho Andalou 26 Euros 
Le Melon Frappé 16 Euros 

 

Les Poissons 
Le Dos de Saumon Mi-Cuit 22 Euros 
La Sole Simplement Rôtie 31 Euros 

 
Les Viandes 
Le Magret de Canard au Miel 24 Euros 
L'Épaule d'Agneau Confite au Citron 26 Euros 
Le Filet de Bœuf 30 Euros 

 

Les Desserts 
Les Macarons 12 Euros 
Les Fraises sur un Sablé Vanillé 10 Euros 
Le Millefeuille Framboises 12 Euros 
Le Minestrone de Fruits Frais et son Sorbet 10 Euros 
 

Service compris 15 % sur le prix 
 

  
解答はこの課の最後に 
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練習問題解答 

１）前菜(entrée)には果物がよいなら→ Le Melon Frappé 16 Euros 
melon 名詞・男 メロン 

frappé 名詞・男 冷えた，冷やされた 

２）魚料理(poisson)には白身魚がよいなら→ La Sole Simplement Rôtie 31 Euros 

sole 名詞・女 舌平目
したびらめ

 

saumon 名詞・男 鮭
さけ

 
３）肉料理(viande)にはトリを食べたいなら→ Le Magret de Canard au Miel 24 Euros 

canard 名詞・男 鴨 

magret 名詞・男 ささみ 

miel 名詞・男 はちみつ，蜜 

agneau 名詞・男 子羊 

bœuf 名詞・男 牛 

４）デザート(dessert)にはシャーベットを味わいたいなら 

→ Le Minestrone de Fruits Frais, son Sorbet 10 Euros 

sorbet 名詞・男 シャーベット 

サービス料は値段に含まれている（Service compris 15 % sur le prix）ので，以上の金額を単
純に合計した額が正解です． 

合計すると16 + 31 + 24 + 10 = 81    解答：81 Euros 

 
 

 
Restaurant : spécialité couscous  アラブ料理クスクスの専門店 
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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． 

 

 

Le restaurant le plus célèbre et le mieux côté de Belgique (Place Rouppe) 

ベルギーの有名なレストラン 

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

 

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． 
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