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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２４課  謝る  

 
Magasin 店 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 
(Dans un magasin de souvenirs près de la Cathédrale Notre-Dame) 

F :  Ces trois cartes postales, ça fait combien ? 

M :  Je ne peux pas vous dire ! Moi aussi, je suis un touriste ! 

F :  Oh, pardon ! Je me suis trompée. 

M :  Il n’y a pas de mal. 

 
(ノートルダム寺院の近くの土産物屋で) 

F： 絵葉書３枚でいくらになりますか？ 

M： 分かりません．私も観光客です。 

F： ああ，すみません．間違いました． 

M： いや，いいですよ． 

(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．] 

un 不定冠詞・男 [英語では a, anに相当する．] 

magasin 名詞・男 店 

de 前置詞 ～の 

souvenir 名詞・男 お土産，記念；思い出，記憶力 

près 副詞 近くで，近くに 

près de 前置詞句 ～の近くで，～の近くに 

la 定冠詞・女 [英語では the に相当する．] 

Cathédrale Notre-Dame 固有名詞 ノートルダム寺院 [パリの中心にある大聖堂] 
ces 指示形容詞・複数 これらの，それらの，あれらの 

trois 形容詞 ３つの，３の 

carte 名詞・男 カード，絵葉書 (= carte postale) 

postale 形容詞 郵便の 

carte postale : 絵葉書 

ça 指示代名詞 これ，それ，あれ [目の前のもの，状況や事柄を漠然と受けて使われる．

ここでは「葉書３枚（を買うこと）」を指す．] 

fait 動詞 (faireの３人称単数形) 

faire 動詞 （値段が）～になる；する；（時間が）かかる [活用は第１課参照] 

combien 副詞 どれだけ，いくら [数量を尋ねる] 

Ça fait combien ? : いくらになりますか． [値段を尋ねる表現] 

 

 
Cathédrale Notre-Dame de Paris パリのノートルダム寺院 

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

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr01.pdf
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je 主語人称代名詞 私は，私が 

ne…pas [否定を表す．] 

peux 動詞 (pouvoir の１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] 

vous 間接補語人称代名詞 あなたに 
dire 動詞 （à+ <人>に）言う [活用は第１０課参照] 

moi 人称代名詞強勢形 私 

aussi 副詞 ～も 

suis 動詞 (être の１人称単数形) 

être 動詞 ～である [活用は第１課参照] 

touriste 名詞 観光客 

oh 間投詞 おお，ああ，おや 

pardon 間投詞 すみません [人に軽く謝る表現] 
me suis trompé 動詞 (se tromperの複合過去１人称単数形) [ここでは主語 jeが女性な

ので，trompée と女性形になっている．助動詞は êtreをとる．] 

être 動詞 [＜être＋過去分詞＞で助動詞として使われ，複合時制をつくる．本来の「存

在する，～である」という意味はない．] 

se tromper 動詞 間違える，誤る 

il n'y a pas… : ～はない，～は存在しない．[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．] 

mal 名詞・男 害，不快，悪 

Il n’y a pas de mal. : （お詫びに対して）結構ですよ，構いません．悪いことはないですよ． 

 

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/fr09.pdf
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr10.pdf
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 

Grammaire 文法  

１）代名動詞（２） 

 代名動詞を複合時制にするときは，助動詞はêtreをとります．（再帰代名詞が間接補語の
とき以外は，）過去分詞は再帰代名詞の性数に一致します． 

se laver 自分の（体を）洗う[複合過去] 

Je me lave. 
男性の場合 

女性の場合 

Je me suis lavé. 
Je me suis lavée. 

Tu te laves. 
男性の場合 

女性の場合 

Tu t'es lavé. 
Tu t'es lavée. 

Il se lave. 
Elle se lave. 

 

 

Il s'est lavé. 
Elle s'est lavée. 

Nous nous lavons. 
男性の場合 

女性の場合 

Nous nous sommes lavés. 
Nous nous sommes lavées. 

Vous vous lavez. 

男性単数の場合 

女性単数の場合 

男性複数の場合 

女性複数の場合 

Vous vous êtes lavé. 
Vous vous êtes lavée. 
Vous vous êtes lavés. 
Vous vous êtes lavées. 

Ils se lavent. 
Elles se lavent. 

 

 

Ils se sont lavés. 
Elles se sont lavées. 

 

再帰代名詞が間接補語のときは，過去分詞は一致させません． 
Elle s’est lavée.   彼女は自分を洗った．（s'は直接目的補語 → 一致する） 

Elle s’est lavé les mains. 彼女は自分の手を洗った． 

（les mainsが直接目的補語で，s'は間接目的補語→ 一致しない） 

*elle s’est lavé ses mains.とは言わないことに注意． 

 

否定は，<再帰代名詞＋助動詞>を ne と pas ではさみます． 

Sa tante ne s’est pas regardée dans le miroir.  彼の叔母は鏡で自分の姿を見なかった． 
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練習問題  1 se dépêcher（急ぐ）の複合過去の活用を，肯定と否定で書きましょう． 

解答はこの課の最後に 

 

練習問題  2 (  )中の動詞を複合過去にしましょう． 

1) Ce matin, mon fils (se lever) à 6 h.     今朝，私の息子は６時に起床した． 
2) Hier, je (se coucher) à minuit.      昨日，私は真夜中に寝た． 
3) Paul et moi, nous (se rencontrer) l'année dernière.  ポールと私は，昨年出会った． 
4) Ces personnes âgées (s'asseoir) sur un banc.   これらの老人はベンチに座った． 

5) Masako, tu (se casser) le bras pendant les vacances d'hiver ?  

昌子さん，あなた冬休みの間に腕を折ったの？ 

解答はこの課の最後に 

 

 

Bas-relief (Notre-Dame de Paris) 浮き彫り（パリのノートルダム寺院） 

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

 

２）過去分詞の一致（２） 

過去分詞の一致がある場合をまとめてみましょう． 

 

I) 修飾する名詞との一致．形容詞と同じく，過去分詞は名詞を修飾できます． 

Bureau des objets trouvés   遺失物取扱所，落とし物局 

des perles produites au Japon  日本で生産された真珠 
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II) 主語との一致 

受動態（第１９課参照） 

Les billets ne peuvent être ni remboursés ni échangés.チケットは返金，交換できません． 
 

複合時制でêtreを助動詞とする場合（第１６課参照） 

Elle n'est pas descendue par l'ascenseur.  彼女はエレベーターで下りなかった． 

 

主語に同格的にかかって，副詞節のように働く． 

Tous deux, blessés mortellement, ont succombé à leurs blessures. 
二人とも瀕死の重傷を負って，傷のせいで死亡した． 

 
III) 直接目的語との一致（第１７課参照）：複合時制で直接目的補語が動詞の前に出た時．
以下のような場合があります． 

１）直接目的補語が代名詞の場合 

J'ai cueilli des fleurs, je les ai mises dans un vase. 
私は花を何本か摘み，それらを花瓶に入れた． 

[mettreの過去分詞misは，女性複数名詞fleursを受けるlesの性数に一致してmisesとなる．

misは女性形miseになると発音が変わることに注意．] 

 
２）疑問詞を前置した場合 

Combien de photos ce photographe a-t-il prises ? 
その写真家は何枚の写真を撮りましたか． 

[過去分詞prisは女性形priseになると発音が変わることに注意．] 

 
３）queに導かれる関係代名詞節の中で 

Les fleurs qu'il m'a offertes sont très jolies. 彼のくれた花はとてもきれいです． 

 

４）代名動詞 

Elle s’est lavée.    彼女は自分を洗った． 

Je me suis trompée.   私は間違った．[me（およびjeが）指す対象が女性の場合] 
 

 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr19.pdf
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr16.pdf
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr17.pdf
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３）感覚動詞・使役動詞など 

<動詞 + 直接目的補語 + 動詞の不定法>の構文をとるものがあります． 
 

感覚動詞 

entendre + A + B : ＡがＢするのが聞こえる 

J'entends Marie chanter. / J'entends chanter Marie. マリが歌っているのが聞こえる． 
Je l'entends chanter. 彼女が歌っているのが聞こえる．[Ａは代名詞化されて動詞の前に．] 

 
voir + A + B : ＡがＢするのが見える 

La mère voyait ses enfants s'amuser.   母親は自分の子供達が遊ぶのを見ていた． 

 
sentir + A + B : ＡがＢするのを感じる 

Je sens mon cœur battre.     私は心臓がどきどきするのを感じる． 

 

使役動詞 

laisser + A + B : Ａに自由にＢさせておく 

Laissez-le réfléchir jusqu'à demain.    彼に明日まで考えさせなさい． 

 

faire + A + B : ＡにＢをさせる 

Faites-la entrer.        彼女を入らせなさい． 

Il les a fait venir ici.       彼は彼らをここに来させた． 

[例外的に，使役動詞として使われた faireは，前に出た直接目的補語と過去分詞を一致させ

ません．(faits になりません．)] 
 

 なお代名動詞は，使役・感覚動詞の後の不定法として用いられた場合，再帰代名詞を省略す

ることがあります． 

On l'a fait échapper.     人々は彼女を逃がしてやった（s'échapper） 
 
 <動詞 + 直接目的補語 + 属詞>の構文をとるものがあります．属詞は直接目的補語と性数の
一致をします． 

 

laisser + A + B : ＡをＢのままに放置する 

Ils laissent cette petite fille tranquille.   彼らはこの女の子をそっとしておきます． 
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tenir + A + B : ＡをＢに保つ [tenirの活用はvenirと同じ．第１３課参照．] 

Les cuisiniers tiennent toujours leur cuisine propre.調理師は台所を常に清潔にしておく． 
 

trouver + A + B : ＡをＢと思う 

Je trouve ce film ennuyeux.     私はこの映画を退屈だと思う． 

 

croire + A + B : ＡをＢと思う 

On la croit cultivée.       彼女は教養があると思われている． 

 

rendre + A + B : ＡをＢにする 

Ce roman l'a rendu célèbre.     この小説は彼を有名にした． 

 

練習問題  3 与えられた日本語の意味にあうように，選択肢の中から動詞を選び，適当な形に
直して，(  ) 内に入れましょう．また，[  ] 内の形容詞を正しい形にしましょう． 
選択肢： laisser,  rendre,  trouver,  voir 

1) Vous (  ) sa sœur [beau] ?     彼の姉を美しいと思いますか？ 
2) (  )-moi le faire, s'il te plaît.     私にそれをやらせて． 

3) La richesse ne (  ) pas les gens [heureux].   富は人々を幸福にしない． 
4) J'ai (  ) plusieurs motos passer à très grande vitesse. 

私は何台ものオートバイが極めて速い速度で通り過ぎるのを見た． 

解答はこの課の最後に 

 

 

vitraux (Notre-Dame de Paris) ステンドグラス（ノートルダム寺院） 

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

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/fr/travel/fr13.pdf
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Lire 1 読む１  
日常習慣の描写 

 次の文章は，明美の毎朝の習慣について述べたものです．読んでみましょう． 

Le matin, Akemi se lève à sept heures et demie. Elle se lave le 
visage, elle se brosse les dents, elle se maquille, elle s’habille 
vite. Et puis elle prend son petit déjeuner. Après son 
petit-déjeuner, elle s’occupe de ses plantes. Elle part de chez 
elle à huit heures et quart. 

日本語訳はこの課の最後に 

 

Écrire 書く  

練習問題  4  

 上のLire1の文章を，昨日の朝１回きりの出来事を記述する内容になるように，動詞をす
べて複合過去に書き換えましょう．その際，過去分詞の一致に注意しましょう． 

 Le matin,（毎朝）の代わりにHier matin,（昨日の朝は）で文章を始めてください． 
解答はこの課の最後に 

 

Expressions utiles 役に立つ表現  
１）謝る・許す（１） 

F : Oh, pardon ! Je me suis trompé(e).    ああ，すみません．間違いました． 

M : Il n’y a pas de mal.      いや，いいですよ． 
 

M : Je suis vraiment désolé(e) pour mon retard. 遅れて本当にごめん． 

F : Non, ça va.        いいえ，だいじょうぶ． 

 
A : Excusez-moi, je suis en retard.    すみません，おそくなって． 

B : Ça ne fait rien.       かまいません．たいしたことではありません． 

 
Je vous demande pardon.     どうもすみません． 

Je suis désolé(e).        どうもすみません． 

Ce n'est rien.         何でもありません． 

Ça n'a pas d'importance.      たいしたことありません． 
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２）判断を述べる 

C'est excellent.        それはすばらしい． 

Ce n'est pas juste.       公平ではない．間違っている． 

J'ai trouvé cette émission complètement nulle. 私はこの番組を全くくだらないと思った． 

Je trouve que cet article est intéressant.   私はこの記事を面白いと思う． 

Je pense que ce n'est pas bon de trop boire.  飲み過ぎるのは良くないと思う． 

À mon avis, c'est ennuyeux de passer deux heures au café. 

私の考えでは，喫茶店で２時間すごすのは退屈です． 

 

 
vitraux (Notre-Dame de Paris) ステンドグラス（パリのノートルダム寺院） 

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

 

Lire2 読む２  

映画の感想 
 ９つの映画についての感想を読みましょう．新しい映画も古い映画もあります． 

後の４つの問いに答えてください． 
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1. Le Fils de 
l'épicier 
●  Film plein de 
réalisme, très bien 
interprété, et finalement 
très touchant. 
plein de: ～でいっぱいの 

 2. Marie-Antoinette 
● Le film est très plat et 
ennuyeux. Il ne s'agit en 
aucun cas d'une fresque 
historique. 
en aucun cas : 決して 
fresque: 一大絵巻 

 3. Mr. Brooks 
●  On ne comprend 
pas très bien l'histoire. 
Et en plus, il y a trop 
de violence. Moi, je 
n'ai pas du tout aimé. 
en plus : そのうえ 

 
4. J'aurais voulu être 
un danseur 
●  Le film est à la fois 
drôle et triste. Je trouve 
que la mise en scène est 
magnifique. Les acteurs 
sont remarquables. 
à la fois : 同時に 

 5. Michou d'Auber 
●  Une page non connue de l'histoire de la 
communauté maghrébine en France depuis les années 
50. Ce film donne à réfléchir ; de plus, quelques scènes 
très émouvantes.  
maghrébin(e) : マグレブの 
le Maghreb : マグレブ（地中海沿岸の北アフリカの国々
l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisieの総称） 

 

6. Harry Potter et l'Ordre du Phénix 
● Un film pour les grands et les petits. Malgré ses 
2h25, on ne s'ennuie jamais. 
● Un bon film, mais parfois difficile à suivre pour 
ceux qui n'ont pas lu le livre. Je suis déçu par 
l'ampleur des passages coupés. L'histoire a été 
modifiée, des personnages ont été gommés... ! c'est 
décevant ! 

 7. Plein soleil 
●  Ce grand classique 
est un de mes films 
préférés. Alain Delon est 
magnifique dans le rôle 
d'un meurtrier. Il s'agit 
d'un film qui mérite 
d'être vu ou revu. 

 

8. La Forêt de Mogari 
● Voilà certainement un des meilleurs 
films de l'année. Excellente mise en 
scène. 
●Le sujet est original. Mais on s'ennuie 
un peu. À mon avis, le film est trop long. 

 9. Les Sept Samouraïs 
● Que dire de ce chef-d'œuvre ? 
Un film simple et magnifique, 
comme tous les films de Kurosawa, 
un des plus grands metteurs en scène 
du cinéma japonais. 
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問い１）日本での公開タイトルが以下の映画はどれでしょうか． 

（１）太陽がいっぱい （２）オベールのミシュー （３）マリー・アントワネット 

（４）殯の森   （５）ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団  （６）七人の侍 

 

問い２）当てはまるのはどの映画でしょうか． 

（１）日本の巨匠の作品   （２）暴力的   （３）原作と異なる 

（４）フランスの移民の話  （５）愉快である  （６）長すぎる 

 

問い３）それぞれ肯定的な評価でしょうか，否定的な評価でしょうか． 

問い４）あなたはそれぞれの意見に賛成ですか，反対ですか． 

解答と日本語訳はこの課の最後に 

 
Les bouquiniste parisiens transforment les bords de la Seine en un puits de savoir. セーヌ河岸の古本屋 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 

 
S'exprimer 表現する  

感想を述べる 

 上の Lire 2の例にならって，最近見た映画について，簡単な感想を述べましょう． 

 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２４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 

se dépêcher 

je me suis dépêché(e)  nous nous sommes dépêché(e)s 

tu t'es dépêché(e)   vous vous êtes dépêché(e)(s) 

il s'est dépêché   ils se sont dépêchés 

elle s'est dépêchée   elles se sont dépêchées 

 
ne pas se dépêcher 

je ne me suis pas dépêché(e)   nous ne nous sommes pas dépêché(e)s 

tu ne t'es pas dépêché(e)   vous ne vous êtes pas dépêché(e)(s) 

il ne s'est pas dépêché    ils ne se sont pas dépêchés 

elle ne s'est pas dépêchée   elles ne se sont pas dépêchées 

 

練習問題  2 

1) s'est levé 
2) me suis couché(e) [jeが指している対象が男性ならば couché，女性ならば couchée] 

3) nous sommes rencontrés [Paulという男性が含まれた nous なので過去分詞は男性形] 

4) se sont assises [personnes âgéesは女性複数で，seは直接目的補語なので，過去分詞は

女性複数形] 

5) t'es cassé [Masako という女性を指す tu だが，le brasという直接目的補語があるので，

teは間接目的補語であり，過去分詞は一致させない．] 

 
練習問題  3 
1) Vous (trouvez) sa sœur [belle] ? 

2) (Laisse)-moi le faire, s'il te plaît. 
3) La richesse ne (rend) pas les gens [heureux]. 

4) J'ai (vu) plusieurs motos passer à très grande vitesse. 
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Lire 1 

朝，明美は７時半に起床する．顔を洗って，歯を磨き，化粧をして，すばやく服を着る．それ

から朝食をとる．朝食の後，植物の世話をする．８時１５分に自宅を出る． 

 

練習問題  4 

Hier matin, Akemi s'est levée à sept heures et demie. Elle s'est lavé le visage, elle s'est 

brossé les dents, elle s'est maquillée, elle s’est vite habillée. Et puis elle a pris son petit 

déjeuner. Après son petit-déjeuner, elle s’est occupée de ses plantes. Elle est partie de 

chez elle à huit heures et quart. 
[日本語訳] 

きのうの朝，明美は７時半に起床した．顔を洗った．歯を磨いた．化粧をした．すばやく服を

着た．それから朝食をとった．朝食の後，植物の世話をした．８時１５分に自宅を出た． 

[elle s’habille vite. を複合過去にすると，副詞viteの位置が変わり，elle s’est vite habillée. 
の語順となるのが普通．] 

 

Lire 2 
問い１） 

（１）太陽がいっぱい：7. Plein soleil 

（２）オベールのミシュー：5. Michou d'Auber 

（３）マリー・アントワネット：2. Marie-Antoinette 

（４）殯の森：8. La Forêt de Mogari 

（５）ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団：6. Harry Potter et l'Ordre du Phénix 

（６）七人の侍：9. Les Sept Samouraïs 

問い２） 

（１）日本の巨匠の作品：9. Les Sept Samouraïs 

（２）暴力的：3. Mr. Brooks 

（３）原作と異なる：6. Harry Potter et l'Ordre du Phénix 

（４）フランスの移民の話：5. Michou d'Auber 

（５）愉快である：4. J'aurais voulu être un danseur 

（６）長すぎる：8. La Forêt de Mogari 
問い３），問い４）は省略 
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1.食料品屋の息子 
●リアリズムに満ちた映

画．すぐれた演技．そして

極めて感動的．  

 2. マリー・アントワネ
ット 
●この映画は極めて面白み

がなく退屈．歴史絵巻といえ

るものでは，まったくない．  

 3. Mr. Brooks 
●話がよくわからない．

そのうえ，暴力が多すぎ

る．私はまったく好きに

なれない．  
 
4.ダンサーになりたかっ
たのに 
●愉快であると同時に悲しい

映画．演出が見事だと思う．

俳優がすばらしい． 

 5.オベールのミシュー 
●５０年代から続くフランスのマグレブコミュニティー

の歴史の知られざる１ページ．考えさせられる映画．そ

のうえ，ほろりとくるシーンあり． 

 
 

6. ハリーポッターと不死鳥の騎士団 
●大人も子供も楽しめる．２時間２５分もあるが，退屈し

ない． 

●よい作品だが，本を読んでいない人間には，時々ついて

いきにくい．省略された部分が多いのには失望した．話は

変えられていて，登場しない人物も何人かいた．がっかり

だ． 

 7.太陽がいっぱい 
●この偉大な古典は，私の

お気に入りの１つ．アラ

ン・ドロンは人殺しの役を

演じて見事である．（何度

も）見る価値のある映画． 

 

8. 殯の森 
●これは，確かに今年最高の映画の１つだろ

う．演出が秀逸． 

●主題は独創的である．ただやや退屈．私の

考えでは，長すぎる． 

 9.七人の侍 
●この傑作に何が言えようか．簡潔にし

て豪華なのは，日本映画の最も偉大な監

督の一人，黒沢の他の作品と同様． 

 
Le Pont des Arts, vu depuis l'île de la Cité (Paris)  シテ島から見たポン・デ・ザール橋（パリ） 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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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． 

 

 

 

bougies (Notre-Dame de Paris) ろうそく（ノートルダム寺院） 

(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 
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