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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２３課 情報を得る  

 

Château de Fontainebleau フォンテーヌブロー城 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

(À l'office de tourisme) 

A :  Comment est-ce qu'on peut aller au Château de Fontainebleau ? 

B :  Vous prenez le train à la Gare de Lyon. Je vais vous donner les horaires de train. 

A :  Merci. 

B :  Vous descendez à la station Fontainebleau Avon. Et puis, vous prenez le bus qui 

attend devant la gare. 

A :  Ça prend combien de temps en bus ? 

B :  Environ dix minutes. Descendez à l'arrêt qui s'appelle « Château ». 
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（観光案内所で） 

A :  フォンテーヌブローのお城へはどう行けばいいのですか． 

B :  リヨン駅から列車に乗ってください．時刻表をさしあげます． 

A :  ありがとうございます． 

B : フォンテーヌブロー・アヴォン駅で降りてください． 

  そして，駅の前で待っているバスに乗ります． 

A :  バスでどれぐらい時間がかかりますか． 

B :  １０分ぐらいです．「シャトー」という名前の停留所で降りてください． 

 

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． 

 

 

Vocabulaire 語彙  
à 前置詞 ～で，～へ，～に，～のところで [場所を示す．] 

l' (= le) [母音字や無声の H で始まる語の前では，定冠詞 le はエリジオンして，l'となり，

次の語と続けて書く．] 

le 定冠詞・男 [英語では the に相当する．] 

office 名詞・男 事務所 

de 前置詞 ～の 

tourisme 名詞・男 観光 

comment 副詞 どのように，どうやって 

est-ce qu’(=est-ce que) 疑問代名詞 [平叙文の前につけて疑問文を作る．母音字や無声のH

で始まる語の前では，est-ce qu’は est-ce que となり，次の語と

続けて書く．] 

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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on 不定代名詞・主語人称代名詞 私たちは，私たちが；（一般に）人は，人々が [主語人称代

名詞 nousの代わりや，主語が誰を指すのかを明示したくな

いときに使う．] 

peut 動詞 (pouvoir の３人称単数形)  

pouvoir 動詞 ～できる [可能性を表す．活用は第９課参照] 

aller 動詞 行く [活用は第１３課参照] 

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．] 

château 名詞・男 城 

Fontainebleau 固有名詞 フォンテーヌブロー [パリ南東にある都市] 

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

っては複数の意味に解釈できる場合もある．] 

prenez 動詞 (prendreの２人称複数形)  

prendre 動詞 乗る，とる，利用する；（時間が）かかる [活用は第１１課参照] 

train 名詞・男 列車 

la 定冠詞・女 [英語では the に相当する．] 

gare 名詞・女 （鉄道の主要な）駅 

   Gare de Lyon 固有名詞 リヨン駅（パリにあるリヨン方面への始発駅） 

je 主語人称代名詞 私は，私が 

vais 動詞 (aller の１人称単数形) 

vous 間接目的補語人称代名詞 あなたに 
donner 動詞 与える 

les 定冠詞・複数 [英語では theに相当する．] 

horaire 名詞・男 時刻表 

merci 名詞・男 ありがとう 

descendez 動詞 (descendre の２人称複数形)  

descendre 動詞 降りる [活用は entendreと同じ．第１２課参照] 

station 名詞・女 （比較的小さな鉄道の）駅 [通常は gare]，（地下鉄の）駅 

Fontainebleau Avon 固有名詞 フォンテーヌブロー・アヴォン（地名） 

 

 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr09.pdf
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr13.pdf
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr11.pdf
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr12.pdf
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et 接続詞 そして，～と 

puis 副詞 次に 

bus 名詞・男 バス 

qui 関係代名詞 ～するところの… [主語として働き，先行詞は人でもものでもよい．] 

attend 動詞 (attendre の１人称単数形)  

attendre 動詞 待つ [活用は entendre, descendre と同じ．第１２課参照] 

devant 副詞 前に，前で 

ça 指示代名詞 それ，あれ，これ，[目の前のもの，状況や事柄を受けて使われる．ここで

は前の文脈で出てきた「城へ行くこと」を指す．] 

prend 動詞 (prendreの３人称単数形)  

combien 副詞 どれだけ，いくら [数量を尋ねる表現] 

 combien de ＋ 無冠詞名詞 : どれだけの～ 

temps 名詞・男 時間 

en 前置詞 ～で [手段を示す] 

environ 副詞 およそ 

dix 形容詞 １０の 

minute 名詞・女 分 

arrêt 名詞・男 停留所 

s'appelle 動詞 (s'appeler の３人称単数形) 

s'appeler 動詞 名前は～です． 

 

 

Quais de la gare de Paris-Lyon (Paris) パリ=リヨン駅のプラットホーム 
(Photo : http://www.photolibrary.jp/profile/artist_3813_1.html) 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr12.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  
１）Compostage 切符のナンバリング  

 

composteur ナンバリングマシン 

 フランスでは市内の地下鉄 (Métro)や高速郊外鉄道

(RER)には改札がありますが，長距離幹線（Grandes 

Lignes）鉄道の駅には改札がありません．代わりに出発
駅で，左の写真にあるような黄色の機械に自分で切符

(billet)を通して日付印を押します(composter ナンバリン

グ)．切符が小さく半円形にくり抜かれ，数字が印刷されま
す．これで改札機を通すのと同じ意味になります．このナ

ンバリングをしないと不正乗車と見なされ，車内で車掌が

検札に回って来た時に，罰金を取られます．切符には

BILLET À COMPOSTER AVANT L'ACCÈS AU TRAIN(切

符は乗車前にナンバリングすること)と書いてあります． 

 なお，鉄道の切符はインターネットで予約購入すること

も可能です．その場合に自分で印刷する電子チケットに

は，Ce titre est dispensé de compostage.（この券はナン
バリングしなくてもよい．）と書いてあります．各種レー

ルパスもナンバリングしません． 

 

２）Gares à Paris パリの駅  
 大阪には大阪駅，京都には京都駅というものがありますが，パリにはパリ駅という名前の駅

(gare)は存在しません．長距離鉄道の駅は行き先別に Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare 

St-Lazare, Gare Montparnasse, Gare d'Austerlitz, Gare de Lyon と分かれており，市内に点

在しています．パリ南東の都市リヨンの名前を冠した駅(Gare de Lyon)は，リヨン Lyon 行き
方面の列車が発着する駅という意味です． 

 

 参考  フランス国有鉄道のサイト：http://www.sncf.com  
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Grammaire 文法  

代名動詞（１） 
§1 主語と同じ人・ものを指す補語人称代名詞を再帰代名詞を呼びます．（再帰代名詞は
下の活用表では赤字で示しています．）再帰代名詞を伴う動詞を代名動詞と呼びます．  

 

se laver 自分（の体）を洗う 

je me lave   nous nous lavons 

tu te laves   vous vous lavez 

il se lave   ils se lavent 

elle se lave   elles se lavent 

 

Elle lave son enfant.     彼女は彼女の子供を洗う． 

下線部を代名詞にすると Elle le lave.  彼女は彼を洗う． 

代名動詞の場合は  Elle se lave.  彼女は自分を洗う．（彼女は彼女自身を洗う．） 

 

練習問題  1 s'étonner（驚く）の活用を書きましょう．（再帰代名詞seは，母音字や無声
のHで始まる語の前ではs'になります．）      解答はこの課の最後に 

 

 

arrêt d'autobus パリ市内の路線バスの停留所 
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§2 代名動詞の用法 

（１）再帰的用法（自分自身に~する）；動作が自分に返ってくると理解できる 

Elle se lève à 6 heures et demie.      彼女は６時半に起床する． 

(lever : 起こす，上げる  ;  se lever : 起きる，あがる，立つ) 

Le train s'arrête dans un tunnel et ne repart pas tout de suite. 

列車はトンネルの中で止まって，すぐには出発しない． 

(arrêter : 止める，やめる  ;  s'arrêter : 止まる，やむ，停車する) 

 

（２）相互的用法（お互いに~する）；主語は複数 

 

Jean et Marie se téléphonent tous les matins. 

ジャンとマリーは毎朝電話しあう． 
 

              

Ils se saluent. 彼らはお互いに挨拶しあう． 

 

（３）受動的用法（~される，~されうる）；主語は３人称 

Ce livre se vend très bien.         この本はよく売れる． 

1 euro s'échange en juillet 2007 contre 168 yens.  

２００７年７月には１ユーロは１６８円と両替されている． 

 

（４）その他の用法 

再帰代名詞の役割が上記の分類にはあてはまらないもの 

i) 代名動詞と元の動詞の意味がかなり異なり，その関係が明らかでないもの 

se trouver 存在する    (cf. trouver 見つける) 

s’apercevoir (de) （~に）気づく (cf. apercevoir ちらっと見る，見かける) 

s'appeler 名前は~です   (cf. appeler 呼ぶ，電話をかける) 
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Vous vous appelez comment ?   お名前は？ 

Je m'appelle Philippe Pinault.   私の名前はフィリップ・ピノです． 
 

ii) 代名動詞の形でしか使われないもの 

se moquer (de) ～をばかにする    (moquer という動詞は存在しません．) 

s’enfuir 逃げる       (enfuirという動詞は存在しません．) 

se souvenir (de) ～を思い出す，～を覚えている (souvenir という動詞は存在しません．) 

 
Je me souviens bien de mon enfance heureuse.私は幸せな子供時代をよく覚えている． 

 

 

Deux générations de TGV, en Gare de Lyon (Paris) 

新旧の TGV（train à grande vitesse新幹線），リヨン駅にて（パリ） 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 

練習問題  2 与えられた日本語の意味にあうように，（ ）内の代名動詞を活用させましょう． 
1) Ça (se dire) comment en français ?    それはフランス語で何といいますか？ 
2) Ça (s'écrire) comment ?          それはどう書きますか？ 

3) Nous (s'intéresser) à la civilisation occidentale. 私たちは西洋文明に興味がある． 
4) Tu vas (se promener) dans le Parc Monceau ?  君はモンソー公園を散歩するつもり？ 

5) En été, les Français (se bronzer) au soleil sur la plage. Et vous, vous aimez (se 
bronzer) ?  夏，フランス人は浜辺で肌を焼きます．あなたは肌を焼くのが好きですか？ 

6) Permettez-moi de (se présenter).   自己紹介させていただきます． 

解答はこの課の最後に 
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§3 否定形・疑問形・命令形 

否定は，再帰代名詞＋動詞をまとめてneとpasではさみます． 

ne pas s'inquiéter 「心配する」の否定 

je ne m'inquiète pas   nous ne nous inquiétons pas 

tu ne t'inquiètes pas   vous ne vous inquiétez pas 

il ne s'inquiète pas   ils ne s'inquiètent pas 

elle ne s'inquiète pas  elles ne s'inquiètent pas 

（アクサンの向きに注意，特殊なer型動詞の活用については第３課参照） 
 

疑問は，再帰代名詞＋動詞をまとめて主語人称代名詞と倒置します． 

Comment vous appelez-vous ?   お名前はなんとおっしゃいますか． 
 

練習問題  3 動詞s'appeler（名前は~です）を否定にして活用を書きましょう．また動詞
se reposer（休む，休息をとる）を疑問にして活用を書きましょう． 

解答はこの課の最後に 

 
 肯定命令では，主語を取って代名詞部分を動詞と倒置してトレ・デュニオンでつなぎます．

ただし，tuに対する命令では，aller，er型規則動詞, ouvrir型の動詞（第１２課参照）の場合，

動詞の語尾のsがとれ，倒置して語末にきたteはtoiにかわります． 

s'amuser 楽しむ 

Amuse-toi.      楽しみなさい． 

Amusons-nous.     楽しみましょう． 

Amusez-vous.     楽しみなさい． 

 

 否定命令では，主語を取るだけです．ただし，tuに対する命令では，aller，er型規則動詞，

ouvrir型の動詞（第１２課参照）の場合，動詞の語尾のsがとれます． 

s'inquiéter 心配する 

Ne t'inquiète pas.    心配しないで. 

Ne nous inquiétons pas.   心配しないでいましょう. 

Ne vous inquiétez pas.   心配しないでください. 

 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr03.pdf
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr12.pdf
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr12.pdf
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練習問題  4 与えられた日本語の意味にあうように，（  ）内の動詞を肯定命令か否定命令

にしましょう．命令する相手は[  ] 内の指示にしたがいましょう． 

1) (se servir). [vous]（料理などを）   ご自分でお取りください． 

2) Akiko, ton bus va partir ! (se dépêcher) ! [tu]  秋子さん，バスが出発します．急いで！

3) (se rassurer). [vous]       安心してください． 

4) (se moquer) de moi ! [tu]     おれをバカにするな． 

5) (s'affoler) ; Restons calmes. [nous]    慌てないで，静かにしていましょう. 

6) (s'en aller) !  – Oui, oui, je m’en vais. 「出ていけ！」「わかったわかった.行くよ．」 
解答はこの課の最後に 

 

Expressions utiles 役に立つ表現  
鉄道に関する表現 

Pour aller à la gare, s'il vous plaît.    駅へ行くにはどう行けばいいですか． 

C'est loin d'ici ?       ここから遠いですか． 

Vous descendez au sixième arrêt.    ６つ目で降ります． 

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

 
Information 名詞・女 案内所，インフォーメーション 

gare 名詞・女 鉄道の駅 

station 名詞・女 地下鉄の駅 

SNCF 名詞・女 (= Société nationale des chemins de fer français)フランス国有鉄道 

distributeur de billets 券売機 

billetterie 名詞・女 券売機，切符売り場；（銀行の）ATM 

automatique 名詞・女 自動の 
Grandes Lignes 幹線 

valable 形容詞 （切符などが）有効な，通用する 

sortie 名詞・女 出口 

TGV 名詞・男 (= train à grande vitesse) 高速列車，特急列車，新幹線 

composter 動詞 切符をナンバリングする 

réservation 名詞・女 予約 

réserver 動詞 予約する 

voie 名詞・女 ホーム，（駅の）線，道 
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quai 名詞・男 プラットホーム [１つの quai に両側はそれぞれ１つ voieがある場合がある．] 

quai de départ 到着ホーム 

quai d'arrivée 発車ホーム 

billet 名詞・男 切符 

enregistrement 名詞・男 チェックイン 

Thalys タリス号（フランス，ベルギー，オランダ，ドイツの4カ国を結ぶ特急列車） 

Eurostar 名詞・男 ユーロスター（ロンドン~パリ北駅を結ぶ特急列車） 

 

切符の表面の情報 

adulte 名詞・男 大人 

première classe （列車の）一等（席） 

seconde classe （列車の）二等（席） 

départ 名詞・男 出発 

arrivée 名詞・女 到着 

plein tarif 通常料金 

tarif réduit 割引料金 

tarif jeune 若者料金 

prix 名詞・男 値段 

 

wagon 車内 

place 名詞・女 席；場所；広場    (Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

horaire 名詞・女 時刻表 

wagon 名詞・男 （列車の）車両 

voiture 名詞・女 （列車の）車両；自動車 

couchette 名詞・女 簡易寝台   

voiture-lit 名詞・女 寝台車 

ベッドの位置  

en haut 上の段    au milieu 中段   en bas 下段 

fenêtre 名詞・女 窓   

couloir 名詞・男 通路 
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Lire 読む  
切符と時刻表 

１）切符 

練習問題  5 駅の窓口で購入した切符の表面に書いてある情報を読みとりましょう．上の
「Expressions utiles役に立つ表現」の語彙を参考にして以下の問いに答えてください． 

問い１：どこへ行く切符でしょうか． 

問い２：切符の値段はいくらでしょうか． 

問い３：切符の有効期限はいつからいつまででしょう． 

 

解答はこの課の最後に 
 

 

鉄道の長距離線発着駅を示す掲示，シャルル・ド・ゴール空港にて 
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２）電子チケット 
 今度は，インターネットで予約購入する電子チケットに書いてある情報を読みとりましょう． 

練習問題  6 

問い１：どこへ行く切符でしょうか． 

問い２：予約は入っているでしょうか． 

問い３：出発日時はいつでしょう． 

問い４：列車に乗れなかった場合，払い戻しは可能でしょうか． 

問い５：購入した本人以外も使えるでしょうか． 

問い６：切符を使用するに際しては，この切符以外に何を提示する必要があるでしょうか． 

 

BILLET                  YUKI KAMATA 
                         Né(e) le 21.04.1984 

Départ 12/09 à 17h14 de     PARIS GARE DE LYON 

Arrivée 12/09 à 18h53 à      DIJON VILLE 

TGV 07689 

                                             Classe 2 

                                             VOITURE 5  PLACE 25 

                                             ASSISE 

PREM'S NI ECH/NI REMB – VALABLE UNI 

                                             Prix EURO ** 26.00 
Ce billet est non échangeable, non remboursable, personnel et incessible. 

Une pièce d'identité avec photo doit être présentée conjointement à ce billet. 

解答はこの課の最後に 

 

Métro automatique, station Gare de Lyon (Paris) 地下鉄，パリのリヨン駅 
(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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S'exprimer 表現する  
日常の習慣を述べる 

 代名動詞を使って，ご自分の日常生活を描写してみましょう．通常朝起きてから１時間以内

にすることを書いてください．以下の語彙を参考にしましょう． 

 

Tous les matins, je me réveille à 7 heures.  私は毎朝７時に目を覚ます ． 

se lever    起きる  

se brosser les dents  歯をみがく 

se raser    自分のひげを剃る 

se laver la figure  顔を洗う 

se laver les mains  手を洗う 

se laver les cheveux 髪を洗う 
 

se laver     自分の体を洗う   se préparer  身支度をする   

s'habiller    服を着る     se maquiller  化粧をする  

 

préparer le petit déjeuner 朝食の支度をする  prendre le petit déjeuner 朝食をとる 

prendre la douche  シャワーを浴びる  réveiller les enfants  子供達を起こす 

 

＊第２０課で学んだ「順序を表す表現」（d'abord まず始めに - ensuite 次に - et puis 

それから - enfin 最後に…など）も参考にしましょう． 

 

 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２３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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練習問題解答 
練習問題  1 

s'étonner 驚く 

je m'étonne   nous nous étonnons 

tu t'étonnes   vous vous étonnez 

il s'étonne   ils s'étonnent 

elle s'étonne  elles s'étonnent 

 

練習問題  2 

1) se dit    2) s'écrit    3) nous intéressons 

4) te promener   5) se bronzent, vous bronzer 

6) me présenter [permettre à <人> + de <動詞の不定法>で「<人>に～を許可する」] 
 

練習問題  3 

ne pas appeler 

je ne m'appelle pas   nous ne nous appelons pas 

tu ne t'appelles pas   vous ne vous appelez pas  

il ne s'appelle pas   ils ne s'appellent pas 

elle ne s'appelle pas   elles ne s'appellent pas 

 
se reposer 

Me reposé-je* ?   Nous reposons-nous ? 

Te reposes-tu ?   Vous reposez-vous ? 

Se repose-t-il ?   Se reposent-ils ? 

Se repose-t-elle ?   Se reposent-elles ? 
*jeの倒置形は文語でしか使いません．  

 

練習問題  4 

1) Servez-vous  2) Dépêche-toi    3) Rassurez-vous 

4) Ne te moque pas  5) Ne nous affolons pas  6) Va-t'en 



 Je vais en France avec le podcast ! 第 23課 解説編 ver.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． 

23-16 

[s’en aller（いなくなる，立ち去る）は常に enとともに用いられます．動詞が活用するのあわ

せて，形が大きくかわりますので注意しましょう．vous に対する命令はAllez-vous-en !，nous

に対する命令はAllons-nous-en !] 
 

練習問題  5 

問い１：Paris St Lazare駅行き（５行目左，Arrivée（到着）の後に書いてあります．） 

問い２：18.90ユーロ（左の下から５行目の Prix par voyageur（一人あたりの値段），及び右

の下から４行目の Prix EUR（ユーロ建ての値段）の後に書いてあります．その下の FRF

は，ユーロ以前の通貨単位であるフランスフラン建ての値段です．） 

問い３：２００６年１１月７日から２００７年１月６日まで（３行目左にUTILISABLE DU 

07/11 AU 06/01/2007とあります．）du … à ～: …から～まで 

 

練習問題  6 

問い１：Dijon ville駅行き 

４行目右に書いてあります．ディジョン Dijon はブルゴーニュ Bourgogne 地方の中心都
市． 

問い２：９月１２日 

３行目にDépart（出発）書いてある隣に，12/09 とあります． 

問い３：予約は入っています 

座席を予約しています．座席には１等と２等があります．６行目Classe 2 は，２等車両を，

７行目のVOITURE 5 は５号車を，PLACE 25は座席番号が２５番であることを表しま

す．８行目の ASSISE は着席できる席であることを示します．（場合によっては，立ち席

承知の予約券 place assise selon disponibilité もあります．） 

問い４：２６ユーロ 

下から３行目に Prix EURO ** 26.00とあります． 

問い５：払い戻しは不可能 

下から２行目にCe billet est non échangeable, non remboursable […].（この切符は，

交換不可能 non échangeable，返金不可能 non remboursable […]です．）とあります． 

問い６：購入した本人以外は使えません． 

下から２行目にCe billet est […] personnel et incessible.（この切符は，[…] 個人のも

の personnel，譲渡不可能 incessible である．）とあります．購入者の氏名(YUMI 

KAMATA)は１行目にあります． 
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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． 

 

 

 

Gare St-Lazare (Paris) サン・ラザール駅（パリ） 
(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 
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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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