
ポッドキャストと行くフランス旅行
　　大阪府立大学

録音会話部分語彙
第１課から第３０課まで　ver.3

0 = zéro
10 = dix
100 = cent
12 = douze
14 = quatorze
16 = seize
20 = vingt
21 = vingt et un
32, 40 = trente-deux quarante　[小数点はフランス語では　.　ではなく　,　と書く．]
392 = trois-cent-quatre-vingt-douze
56 = cinquante-six
37 = trente-sept
7 = sept
7670 = sept mille six cent soixante-dix
8 = huit
81 = quatre-vingt-un
9 = neuf
95 = quatre-vingt-quinze
98 = quatre-vingt-dix-huit
à　前置詞　～で，～のところで，～へ，～に　[場所を示す．]；～で　[価格を示
す．]，～に, ～で　[時刻・時点を表す．]
a　動詞　(avoirの直説法現在３人称単数形) [＜avoir＋過去分詞＞で助動詞として使われ
る．]
abord　名詞・男　d’abord : まず最初に
accepter　動詞　受け付ける，受け入れる
accord　名詞・男 　承知，承諾
accueil　名詞・男　受付，受け入れ；もてなし
addition　名詞・女　お勘定　[「足し算」という意味もある．]
adorer　動詞　大好きである
aérienne　形容詞・女　航空の，空の　[男性形はaérien]
aéroport　名詞・男　空港
ah　間投詞　ああ
ai　動詞　（avoirの直説法１人称単数形）
aimer　動詞　好き，愛している
Aimez-vous… ? : …は好きですか？
Air France　固有名詞・男　エールフランス　[フランスの航空会社]
aller simple :　片道
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aller　動詞　１）～へ行く；２）うまくいく；３）[近い未来を表す]；４）（aller à
（人）で）（服や色が）「（人）に～似合う」　　On y va. : 行きましょう．
　　　　  aller
　　je vais    nous allons
　　tu vas     vous allez
　　il va      ils vont
　　elle va    elles vont
　　過去分詞allé

aller　名詞・男　行き，往路，片道切符
aller-retour :　往復
Allô : もしもし．
alors　副詞　それなら，それでは
amie　名詞・女　女友達 （男友達はami）
an　名詞・男　（年齢）~歳　　　J'ai 21 ans.　私は２１歳です．
année　名詞・女　年，１年，年度　　Je suis en quatrième année.　私は４年生です．
annulé　過去分詞　(annulerの過去分詞)
annuler　動詞　取り消す，キャンセルする
s'appeler　動詞　名前は~です．je m'appelle…　私の名前は…です．
　　　　　　s'appeler
　　je m'appelle    nous nous appelons
　　tu t'appelles   vous vous appelez
　　il s'appelle    ils s'appellent
　　elle s'appelle  elles s'appellent
　　過去分詞appelé

après　前置詞　～の後で，～の後に　d'après ～によれば
après-demain　副詞　あさって，明後日
arrêt　名詞・男　停留所
arrive　動詞　(arriverの直説法１人称単数形)
arriver　動詞　到着する，やってくる　　J’arrive :　いま行きます．
as　助動詞　(avoirの直説法現在２人称単数形)
attend　動詞　(attendreの直説法１人称単数形)
attendez　動詞　(attendreの命令法現在２人称複数形)
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attendre　動詞　待つ　[活用はentendre, descendreと同じ．]
         　　  attendre
　　j'attends        nous attendons
　　tu attends     vous attendez
　　il attend        ils attendent
　　elle attend    elles attendent
　　過去分詞attendu

attention　名詞・女　注意
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．]
au coin de　前置詞句　~の角に
au nom de… :　…の名前で，…の名において，…の名義で
Au revoir. :　さようなら，ではまた．
aurait　動詞　(avoirの条件法現在３人称単数形)
auriez　動詞　(avoirの条件法現在２人称複数形)
aussi　副詞　～も
autant　副詞　同じだけの（数・量の），同じくらい
autorisé　動詞　(autoriserの過去分詞)
autoriser　動詞　許可する
aux (= à + les)　[前置詞àの後に定冠詞leがくると縮約して１語となる．]
automatique　形容詞　自動（式）の
avec plaisir : 喜んで
avec　前置詞　～と（一緒に），～に対して，～を持って
avez　動詞　(avoirの直説法現在２人称複数形)
avion　名詞・男　飛行機
avoir　動詞　１）持っている　　　j'ai…　私は…を持っている　　J'ai 21 ans.　私は
２１歳です．；２）[＜avoir＋過去分詞＞で複合過去をつくる．助動詞として使われ
る．]
　　　　　avoir
　　j’ai 　　nous avons
　　tu as 　　vous avez
　　il a 　　　ils ont
　　elle a 　　elles ont
　　過去分詞eu

avons　動詞　（avoirの直説法１人称複数形）
bagage　名詞・男　（多く複数形で）荷物
banque　名詞・女　銀行
bas　形容詞　低い，下の
Bastille　固有名詞　（パリにある地区）
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beau　形容詞　美しい
beaucoup　副詞　非常に，たくさん
belge　形容詞・男・女　ベルギー人の　[男性，女性ともに同じ形]
bien sûr : 　もちろん
bien　副詞　うまく，上手に，よく，非常に；間投詞　結構です，分かりました
billet　名詞・男　切符
bistrot　名詞・男　ビストロ，居酒屋，カフェレストラン
blanc　形容詞　白い
blanche　形容詞　[blancの女性形]
blanquette　名詞・女　ブランケット（ホワイトソースで調理したシチュー）
blanquette de veau :　子牛のブランケット
bœuf　名詞・男　牛，牛肉
boire　動詞　飲む
 　　　　 　　 boire
　　je bois    　nous buvons
　　tu bois    　vous buvez
　　il boit    　　ils boivent
　　elle boit  　elles boivent
　　過去分詞　bu

boisson　名詞・女　飲み物
bon　形容詞　正しい，適切な，良い　[女性形はbonne]；間投詞　ああそう，それでは
bonjour　名詞・男　こんにちは　[昼間に出会った時の挨拶のことば]
bonne　形容詞・女　よい　[男性形はbon]
Bonne journée. :　良い日をお過ごしください．[別れの時の挨拶のことば]
Bonne nuit. :　良い夜をお過ごしください．お休みなさい．　[夜別れる時，就寝前の挨
拶]bonsoir　名詞・男　こんばんは　[夕方，夜に出会った時の挨拶]
bouteille　名詞・女　瓶，ボトル
bouton　名詞・男　ボタン
bu　動詞　(boireの過去分詞)
bureau de poste :　郵便局
bureau　名詞・男　（公共の）窓口，オフィス，会社，事務室，勤務先
bus　名詞・男　バス
ça　指示代名詞　これ，それ，あれ　[目の前のものや状況などを漠然とさして，あるい
は前の文脈を受けて使われる．]；[非人称構文の主語になり，de以下の内容を受ける]；
Ça va. : 大丈夫です，元気です；ça fait… :　（値段が）…になる
café　名詞・男　喫茶店
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．]
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caisse　名詞・女　レジ
carafe　名詞・女　カラフ，水差し
carte de crédit :　クレジット・カード
carte d'étudiant　名詞・女　学生証
carte　名詞・女　カード
ce　指示代名詞　これ，それ，あれ，[関係代名詞の先行詞になる．]　ce soir : 今晩
ce　指示形容詞・男　この，その，あの
ce n'est pas la peine de : （動詞の不定法を伴って）～する必要はありません
ce que :　～ところのもの
ces　指示形容詞　（複数形）この，その，あの
C'est (= ce + est) : それは～です．
chambre　名詞・女　（ホテルなどの）部屋，寝室
château　名詞・男　城，宮殿，城館
chaussure　名詞・女　靴　[靴の左右両方を合わせて複数形で使うことが多い．]
chèque　名詞・男　小切手
chèque de voyage :　旅行小切手，トラベラーズチェック
cher　形容詞　高い
chercher　動詞　探す，（～を）迎えに行く
chez　前置詞　～の家で，～の所で
cinéma　名詞・男　映画館
classique　名詞・男　クラシック音楽　(= la musique classique)
clé　名詞・女　鍵　[発音は同じでclefという綴りもある．]
coin locker : [英語] コインロッカー
coin　名詞・男　角，隅　　au coin de　前置詞句　～の角に
colis　名詞・男　小包
combien de ＋ 無冠詞名詞 : どれだけの～
combien　副詞　どれだけ，いくら　[数量を尋ねる表現]
Comme boisson ? :　飲み物としては何を（注文なさいますか）？
comme　前置詞　～として
Comment on dit… ? : …は何と言いますか．
Comment on dit…en français ? : …はフランス語で何と言いますか．
comment　副詞　どのように，どうやって，何と
compagnie　名詞・女　会社
comprendre　動詞　理解する，分かる[活用はprendreと同じ．]
comprends　動詞　(comprendreの直説法１人称単数形)
comptoir　名詞・男　カウンター　[pの文字は発音しないことに注意．]
condition　名詞・女　状態，条件
consigne automatique : コインロッカー
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consigne　名詞・女　手荷物預かり所
convenir　動詞　（à <人>～に）都合が良い　[活用はvenirと同じ．]

convient　動詞　（convenirの直説法３人称単数形）
correspondant　名詞・男　通信相手，電話相手
course　名詞・女　（複数形で）買い物
crédit　名詞・男　クレジット，経済上の信用，貸し付け
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．]
d’abord : まず最初に
d’accord : 承知しました，わかりました．[承諾するときの表現]
d'après　前置詞句　～によれば
dans la rue :　街で
dans　前置詞　～の中で，～中に，～において　[場所を示す．]
de　前置詞　～の，～でできた，～から，～だけ　[程度・数量を表す．]；[動詞の不定
法の前につく]；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．]

de l'　部分冠詞　[母音字や無声のHで始まる語の前で，duやde laの代わりに使われる．]
de la　部分冠詞・女　[数えられない名詞の前について不特定の量を表す．]
de rien : 　どういたしまして．
défavorable　形容詞　好ましくない
déjeuner　動詞　昼食をとる
demain　副詞　明日
demander　動詞　(à + <人> + de + <動詞の不定法>)　（人に…を）頼む
dépasse　動詞　(dépasserの直説法現在３人称単数形)
dépasser　動詞　越える，超過する
désolé　形容詞　（前にJe suisを省略している）すみません，申し訳ありません　[謝罪
の表現]，残念な
depuis quand　いつから
depuis　前置詞　～から，～以来
dérange　動詞　(dérangerの直説法３人称単数形)
déranger　動詞　（～の）邪魔をする
des (= de + les)　[前置詞deの後に定冠詞lesがくると縮約して１語となる．]
des　不定冠詞・複数　幾つかの
descendez　動詞　(descendreの直説法２人称複数形)
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descendre　動詞　降りる　[活用はattendre, entendreと同じ．]
              　　   descendre
　　je descends        nous descendons
　　tu descends       vous descendez
　　il descend          ils descendent
　　elle descend       elles descendent
　　過去分詞descendu

désirer　動詞　欲しい，望む　　Vous désirez ? :　何になさいますか．　[飲食店で注文
を尋ねる決まった表現]
désirez　動詞　(désirerの直説法２人称複数形)
désolé　形容詞　残念な，申し訳ない，すみません 　[Désolé.あるいはJe suis désolé.で
「すみません」「申し訳ありません」の意味を表す，謝罪の表現．]
dessiner　動詞　デッサンを描く
destination　名詞・女　目的地　　à destination de　前置詞句　～行きの
deux　形容詞　２の，２人の，２つの
devant　副詞　前に，前で
devoir　動詞　～しなければならない,～するべきである　[義務を表す．]；～のはずであ
る

Vous auriez dû… : …するべきだったのに（実際にはしなかった．）　[条件法過去．非
難を表す．]
              　　   devoir
　　je dois        nous devons
　　tu dois      vous devez
　　il doit          ils doivent
　　elle doit       elles doivent
　　過去分詞　男性単数形はdû，男性複数形はdus，女性単数形はdue，女性複数形は
dues

d'ici :　ここから
difficile　形容詞　難しい
dîner　名詞・男　夕食
dire　動詞　言う　　on dit… : …と言います．…と言われています．
        　　　　 dire
　　je dis      　 nous disons
　　tu dis      　 vous dites
　　il dit      　　ils disent
　　elle dit    　 elles disent
　　過去分詞 dit

dit　動詞　(direの直説法３人称単数形)
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dix　形容詞　１０の
dommage　名詞・男　残念なこと，困ったこと
donner　動詞　与える，あげる，差し出す，渡す
droite　名詞・女　右，右側　　à droite :　右に
du (= de + le)　[前置詞deの後に定冠詞leがくると縮約して１語となる．]
du　部分冠詞・男　[数えられない名詞の前について不特定の量を表す．]
eau　名詞・女　水
échanger　動詞　両替する，交換する
économie　名詞・女　経済，経済学　　Je suis en économie.　私は経済学部の学生で
す．私は経済学部にいます．

écoute　動詞　(écouterの１人称単数形)
écouter　動詞　聞く　　J'écoute. :　（電話で）はい，何ですか．（ホテルのフロント
が電話で応答する時の決まった言い方．直訳すると「私は聞いています．」）

écrire　動詞　書く
     　　　　   écrire
　　j'écris     nous écrivons
　　tu écris    vous écrivez
　　il écrit    ils écrivent
　　elle écrit  elles écrivent
　　過去分詞 écrit

elles　主語人称代名詞　それらは，彼女らは
en　前置詞　～で，によって，～で，[手段，方法]　（～語）で～の，～に，～で　[抽
象的な場所，分野を示す．]，～の　[サイズを示す．]，～を使った，～で，～を用いて
～の状態で　中性代名詞　[既出の名詞の任意の数量を表す．de+ <名詞句>の代わりにな
る．]endroit　名詞・男　場所
énormément　副詞　非常に，とても
enregistrer　動詞　登録する，チェックインする
envie　名詞・女　欲求，欲望　avoir envie de :　～したい
environ　副詞　およそ
envoyer　動詞　送る
        　　 envoyer
　　j’envoie        nous envoyons
　　tu envoies    vous envoyez
　　il envoie       ils envoient
　　elle envoie   elles envoient
　　過去分詞envoyé

espèce　名詞・女　[複数で] 現金，お金　　en espèces :　現金で
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essayer　動詞　試す
    　　　　essayer
    　　  (I)                (II)
　　je essaye           je essaie
　　tu essayes         tu essaies
　　il essaye            il essaie
　　elle essaye         elle essaie
　　nous essayons   nous essayons
　　vous essayez     vous essayez
　　ils essayent       ils essaient
　　elle essayent     elles essaient
　　過去分詞essayé

est　動詞　（êtreの直説法現在３人称単数形）
est-ce qu’ (= est-ce que)　[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，queはエリジオンしてqu'となり，次の語と続けて書く．]
et　接続詞　そして，～と
étage　名詞・男　階，フロア
était　動詞　(êtreの直説法半過去３人称単数形)
êtes　動詞　(êtreの直説法現在２人称複数形)
être　動詞　１）～である，～です　[英語のbe動詞にあたる]，　２）～にいる，～にあ
る　[存在を表す]　Je suis en économie.　私は経済学部の学生です．私は経済学部にい
ます．Je suis en quatrième année.　私は４年生です．３）助動詞[＜être＋過去分詞＞
で受動態をつくる．]　être priés de : どうか～してください．４）＜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．

　　　　être
　　je suis    nous sommes
　　tu es      vous êtes
　　il est      ils sont
　　elle est  elles sont
　　過去分詞　été

étudiant　名詞・男　学生
étudiante　名詞・女　女子学生
étudie　動詞　(étudierの直説法現在１人称単数形)
étudier　動詞　勉強する，研究する
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
す表現]
euro　名詞・男　ユーロ　[ヨーロッパ連合(EU)の統合通貨単位．]
excuser　動詞　許す
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excusez　動詞　(excuserの直説法現在２人称複数形)
Excusez-moi. : すみません．失礼ですが．　[人に話しかける時の表現]
faire　動詞　する，作る；（計算が）～になる，（値段が）～になる，（時間が）かか
る Ça fait longtemps que … : …してから久しい，久しぶりに…した；（動詞の不定法を
伴って）～させる　[使役を表す．]
       　　  faire
　　je fais         nous faisons　（発音注意：「フゾン」）
　　tu fais        vous faites
　　il fait         ils font
　　elle fait      elles font
　　過去分詞　　fait

fais　動詞　(faireの直説法現在1人称単数形)
fait　動詞　(faireの直説法現在３人称単数形)；（faireの過去分詞)
faites　動詞　(faireの直説法現在２人称複数形)
falloir　動詞　～が必要である，～しないといけない[非人称動詞なので，活用は３人称
単数しかない．]
　　falloir
　　il faut
　　過去分詞　　fallu

faut　動詞　(falloirの直説法現在３人称単数形)
fois　名詞・女　回，度
font　動詞　(faireの直説法現在3人称複数形)
Fontainebleau　固有名詞　フォンテーヌブロー　[パリ南東にある都市]
Fontainebleau Avon　固有名詞　フォンテーヌブロー・アヴォン（地名）
formulaire　名詞・男　（申し込み）用紙
français　名詞・男　フランス語　[小文字で書き始め，定冠詞をつける．人間を表す時
は大文字で始める．un Français : 一人のフランス人男性]　　en français : フランス語で
galerie　名詞・女　回廊，細長い部屋，廊下，画廊，アーケード（のある商店街）
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）
gare RER :　RERの駅
gare　名詞・女　（鉄道の主要な）駅（地下鉄の駅はstation）
gauche　名詞・女　左，左側
gazeuse　形容詞　[gazeuxの女性形]
gazeux　形容詞　炭酸ガスを含む，ガス入りの　[女性形はgazeuse]
genre　名詞・男　種類，ジャンル
gentil　形容詞　親切な，やさしい　[女性形は不規則でgentille]
glace　名詞・女　鏡，姿見，板ガラス，氷，アイスクリーム
grand magasin :　デパート
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grand　形容詞　大きい
guichet　名詞・男　（切符売り場などの）窓口
habite　動詞　(habiterの直説法現在１人称単数形)
habiter　動詞　住んでいる，住む
habitez　動詞　(habiterの直説法現在２人称複数形)
hall　名詞・男　ロビー，ホール，コンコース　[発音注意．オルと読む．有声のHで始
まるので，前の語とエリジオン，リエゾン，アンシェヌマンしない．]
halle　名詞・女　（複数で）中央市場　[有声のHで始まるので，前の定冠詞lesとリエゾ
ンしない．]
les Halles　固有名詞　レ・アール（パリの中心にあるショッピングセンターのある地
名．中央市場があった跡地に作られたので，この名がある．）

heure　名詞・女　[時刻を示す]～時，[時の単位]時間　　Vous avez l'heure ? :　今，何
時かご存知ですか．　[直訳すると「あなたは時間を持っていますか．」になる．「今，
暇ですか」の意味にはならないことに注意．]
hier　副詞　昨日
horaire　名詞・男　時刻表
hôtel　名詞・男　ホテル
huître　名詞・女　牡蠣
hum　間投詞　ええっと　[ためらい・いらだちなどを表す．]
ici　副詞　ここで，ここに
idée　名詞・女　アイデア，考え
il　人称代名詞　彼は，彼が，それは，それが，[非人称構文の主語]
Il est 8 heures 20. : （時刻は）８時２０分です．
il faut :　～が必要である，～しないといけない
il n'y a pas… : …はない，存在しない．　[il y aの否定形]
il y a… :　…がある，存在する
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．]
il vaut mieux :　（動詞の不定法を伴って）～のほうがよい
immédiatement　副詞　ただちに，すぐに
indique　動詞　（indiquerの直説法現在３人称単数形）
indiquer　動詞　指す，指し示す
international　形容詞　国際的な
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.]
invitation　名詞・女　招待
ira　動詞　（allerの単純未来３人称単数）
j' (= je) [母音字や無声のHで始まる語の前では，jeはエリジオンしてj'となり，次の語と
続けて書く．]
jamais　副詞　決して…ない，一度もない…ない，絶対に…ない

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，制作者高垣由美・村田京子
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．

11



ポッドキャストと行くフランス旅行
　　大阪府立大学

録音会話部分語彙
第１課から第３０課まで　ver.3

Japon　固有名詞・男　日本　[国名にも男性名詞・女性名詞の区別があり，普通，定冠
詞がつく．]　au Japon : 日本へ，日本に，日本で
japonaise　形容詞・女　日本人女性の（「日本人男性の」はjaponais）
jardin　名詞・男　庭園，庭
Jardin du Luxembourg :　リュクサンブール公園（パリ市内にある公園）
jazz　名詞・男　ジャズ
je　主語人称代名詞　私は，私が
jeudi　名詞・男　木曜日
jeune　形容詞　若い
jour　名詞・男　日，一日
journée　名詞・女　日；Bonne journée. :　良い日をお過ごしください．[別れの時の挨
拶のことば]
jus d'orange :　オレンジジュース
jus　名詞・男　ジュース
Keiko Ôno　固有名詞　大野恵子
kilo　名詞・男　キロ
Kobe　固有名詞　神戸
l' (= leあるいはla) [母音字や無声のHで始まる語の前では，leやlaはエリジオンしてl'とな
り，次の語と続けて書く．]
la　定冠詞・女　[英語ではtheに相当する．]
là　副詞　あそこで，あそこに，そこで，そこに
là-bas　副詞　あそこに，あちらに
L'adition, s'il vous plaît. :　[支払を頼む時の表現．]
le jeudi 16 :　１６日の木曜日
le　代名詞　それ　定冠詞・男　[英語ではtheに相当する．]　中性代名詞　そのこと
[前の文脈に出てきた文やそれに相当する内容を受ける．]
le Louvre　固有名詞　ルーヴル　　Musée du Louvre :　ルーヴル美術館
les　直接目的補語人称代名詞　それらを　　定冠詞・複数　[英語ではtheに相当する．]
longtemps　副詞　長い間，久しく
Luxembourg　固有名詞・男　ルクセンブルク大公国
m' (= me) [母音字や無声のHで始まる語の前では，meはエリジオンしてm'となり，次の
語と続けて書く．]
madame　名詞・女　[冠詞はつかない．既婚女性への呼びかけ・敬称]
mademoiselle　名詞・女　[冠詞はつかない．未婚女性への呼びかけ・敬称]
magasin　名詞・男　店；grand magasin :　デパート
magnifique　形容詞　すばらしい，見事な，壮麗な，華麗な
Maiko Fuse　固有名詞　布施麻衣子
maintenant　副詞　今，今では，今から，
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mais　接続詞　しかし，でも　副詞　[oui, nonなどの返事の強調]　mais oui : はい，え
え　[肯定の答え]
Maison Dorée　固有名詞　メゾン・ドレ（架空のレストランの名前）
maison　名詞・女　家
mal　名詞・男　痛み，病気　　j'ai mal au ventre :　私はお腹が痛い．
malheureusement　副詞　残念ながら，あいにく，不幸にも，運悪く
mangé　動詞　(mangerの過去分詞)
manger　動詞　食べる
marché　動詞　（marcherの過去分詞）
marcher　動詞　（物事が）うまく行く，作動する，歩く
marron　形容詞　茶色の，栗色の　[性・数の変化をしない．]
Marseille　固有名詞　マルセイユ　[フランス南部の都市]
me　直接目的補語人称代名詞　私を　間接目的補語人称代名詞　私に
médecin　名詞・男　医者
menu à 14 euros :　１４ユーロの値段の定食
menu　名詞・男　定食，献立，メニュー
Merci beaucoup. :　どうもありがとう．[Merci.の強め．]
merci　名詞・男　ありがとう　　merci de :　～をありがとう
mercredi　名詞・男　水曜日
mesdames　名詞・女・複数　madameの複数形
messieurs　名詞・男・複数　monsieurの複数形
météo　形容詞　天気の，天候の　[女性形，複数形も同じ形で不変，météorologiqueの
略]　　名詞・女　天気予報
midi　名詞・男　正午
mieux　副詞　よりよく，より以上に　[bienの優等比較級]
minéral　形容詞　鉱物質を含む，ミネラルの
minute　名詞・女　分
Mitsue Henmi　固有名詞　辺見光恵
moi　人称代名詞強勢形　[１人称単数jeのを強調する形]　私は，私が
mon　所有形容詞　私の
monnaie　名詞・女　小銭，硬貨
monsieur　名詞・男　[冠詞はつかない．男性への呼びかけ・敬称]
Montmartre　固有名詞　モンマルトル　[パリ市内北部にある丘]
musée　名詞・男　美術館，博物館　　Musée du Louvre :　ルーヴル美術館
musique　名詞・女　音楽
n' (= ne)　[母音字や無声のHで始まる語の前では，neはエリジオンしてn'となり，次の語
と続けて書く．]
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．]
ne…jamais : 決して…ない，一度もない…ない，絶対に…ない　[否定を表す．]

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，制作者高垣由美・村田京子
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．

13



ポッドキャストと行くフランス旅行
　　大阪府立大学

録音会話部分語彙
第１課から第３０課まで　ver.3

ne…pas　…ない　[否定を表す．]
ne…que~ :　～しかない，～だけ
nom　名詞・男　名前　　à quel nom… ? :　だれの名前で…　　au nom de… :　…の名
前で，…の名において，…の名義で
non　副詞　いいえ，いや　[否定の答え]；～なしの，～抜きの　　non gazeux　炭酸ガ
スを含まない，ガスなしの

noté　動詞　（noterの過去分詞）
noter　動詞　書き留める，記す
notre　所有形容詞　私たちの
nous　主語人称代名詞　私たちが，私たちは　　人称代名詞強勢形　私たち
nuit　名詞・女　夜
numéro　名詞・男　番号
office　名詞・男　事務所
Oh, là ! Là ! : おやまあ！
on　不定代名詞・主語人称代名詞　（一般に）人は，人々が　[主語が誰を指すのかを明
示したくないときに使う．]，私たちは，私たちが　[主語人称代名詞nousの代わりに使
う．]on dit… : …と言います．
On y va. : 行きましょう．
opéra　名詞・男　オペラ，歌劇；オペラ劇場，オペラ・ハウス　　Opéra Bastille　固
有名詞　オペラ・バスチーユ（パリのバスチーユ地区にあるオペラ劇場）

orange　名詞・女　オレンジ
Osaka　固有名詞　大阪
où　疑問副詞　どこに，どこで，どこへ
ou　接続詞　あるいは，または
oui　副詞　はい，ええ　[肯定の答え]
par　前置詞　～あたり
parce que…　接続詞　なぜなら…だから　[理由説明の文を導く．]
pardon　間投詞　すみません　[人によびかけたり，聞き返す時の表現]
Paris　固有名詞　パリ
parler　動詞　話す
parlez　動詞　(parlerの直説法現在２人称複数形)
part　動詞　(partirの直説法現在３人称単数形)
partir　動詞　出発する
　　　　　　partir
　　je pars  nous partons
　　tu pars  vous partez
　　il part  ils partent
　　elle part  elles partent
　　過去分詞　　parti
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à partir de　前置詞句　～から
pas du tout : 全く～ない
pas　副詞　[neと対になって使われ，否定を表す．]
passeport　名詞・男　パスポート
payer　動詞　支払う
　　　　payer 支払う
　　　　     (I)    　　　　 (II)
　　je paye      　　    je paie
　　tu payes    　　   tu paies
　　il paye       　　   il paie
　　elle paye   　　    elle paie
　　nous payons        nous payons
　　vous payez    　  vous payez
　　ils payent    　　 ils paient
　　elles payent  　　elles paient
　　過去分詞payé

payez　動詞　（payerの直説法現在２人称複数形）
peine　名詞・女　骨折り，労苦
personne　名詞・女　人，人間
petit　形容詞　小さい
peux　動詞　(pouvoirの直説法現在１人称単数形)
Place du Tertre :　テルトル広場　[モンマルトルにある．画家のたまり場として有名．]
place　名詞・女　場所，席，座席
plaire　動詞　(à + <人>)～の気に入る，～を喜ばせる
　s’il vous plaît :　～をお願いします．　[英語のpleaseに相当する表現]
     　　        plaire
　　je plais       nous plaisons
　　tu plais      vous plaisez
　　il plaît       ils plaisent
　　elle plaît    elles plaisent
　　過去分詞　plu

plaisir　名詞・男　喜び，楽しみ
plat　名詞・男　皿，一皿の料理　　plat du jour :　本日のおすすめ料理
pleuvoir　動詞　雨が降る　[不規則動詞.非人称動詞なので，活用は３人称単数しかな
い．]
　　pleuvoir
　　il pleut
　　過去分詞　plu

plu　動詞　(plaireの過去分詞)
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plus　副詞　（～よりも）よりいっそう，もっと　[比較を表す．]
poids　名詞・男　重さ
pointure　名詞・女　（靴，手袋などの）サイズ
poser　動詞　置く
posez　動詞　(poserの命令法２人称複数形)
poste　名詞・女　郵便
pour　前置詞　~のための，～に対する，～向けの，～行きの，～するために，～用に，
～にとって

pourquoi　疑問副詞　どうして
pourrai　動詞　(pouvoirの単純未来１人称単数形)
pourriez　動詞　(pouvoirの条件法現在２人称複数形)　[ここでは婉曲な依頼のために条
件法になっている．]
pouvez　動詞　(pouvoirの直説法現在２人称複数形)
pouvoir　動詞　～してもよい　[許可]，～できる　[可能性]　　Je peux… ? :　私が…し
てもかまいませんか？　[許可を求める表現]
Pouvez-vous… ? : …していただけますか [依頼を表す]
Vous pourriez… : …していただけますでしょうか．　[丁寧な依頼の表現]
         　　pouvoir
　　je peux     nous pouvons
　　tu peux    vous pouvez
　　il peut      ils peuvent
　　elle peut   elles peuvent
　　過去分詞pu

préfectoral　形容詞　府の，県の
préfère　動詞　(préférerの直説法現在１人称単数形)
préférer　動詞　～のほうが好き，～のほうを好む
　　　　　　　　préférer
　　je préfère     nous préférons
　　tu préfères    vous préférez
　　il préfère     ils préfèrent
　　elle préfère   elles préfèrent
　過去分詞préféré

prend　動詞　(prendreの直説法現在３人称単数形)
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prendre　動詞　取る，つかむ，つかまえる，手に入れる，買う，選びとる．食べる，飲
む，乗る，とる，利用する；（時間が）かかる；迎えに行く，（人を）受け入れる

      　　  prendre
　　je prends    nous prenons
　　tu prends    vous prenez
　　il prend     ils prennent
　　elle prend   elles prennent
　　過去分詞pris

prends　動詞　(prendreの直説法現在1人称単数形)
près d’ (= près de)　前置詞句　～の近くに，～の近くで
près　副詞　近くに，近くで
présenter　動詞　（se présenterで）現れる，出頭する
prier　動詞　<～人 de +動詞の不定法>　（人）に…するように頼む　　être priés de :
どうか~してください．　Je t'en prie. : どういたしまして．[tuで話す相手からのお礼に
対する返事]　　Je vous en prie. : どういたしまして．[vousで話す相手からのお礼に対す
る返事]priés　動詞　(prierの過去分詞，複数形)
prochain　形容詞　次の
puis　副詞　次に
qu' (= que) [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．]
qu’est-ce que c’est ? :　{それ，あれ，これ}は何ですか．
quand　疑問副詞　いつ
quatrième　形容詞　４番目の，第４の　　Je suis en quatrième année.　私は４年生で
す．

que　疑問代名詞　何（を）
que　接続詞～ということ；　[neと対になって使われて]～だけ
quel　疑問形容詞　どんな，何，どの
quelle　疑問形容詞　どの，何（quelの女性形）
quelque　不定形容詞　いくつかの，いくらかの
quelque chose　不定代名詞　何か
Qu'est-ce que ça veut dire … ? : …ってどういう意味ですか．
Qu'est-ce que vous aimez ? :　あなたの趣味は何ですか．[直訳すると「あなたは何が好
きですか．」]
qu'est-ce que　疑問代名詞　何（を）
qu'est-ce qui ne va pas ? :　どこが悪いのですか．[直訳すると「何がうまくいかないの
ですか．」]
qu'est-ce qui :　何が
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．]
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quitter　動詞　離れる，去る，（人と）別れる，（活動などを）やめる　　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」と伝える時に決まった表現]
quittez　動詞　(quitterの直説法現在２人称複数形)
Quoi ! : なんですって
raison　名詞・女　理由　en raison de　前置詞句　～の理由で，～が原因で
rayon chaussures : 　靴売り場
rayon　名詞・男　売り場，棚
réception　名詞・女　受付，フロント
recommandé　名詞・男　書留（便）　en recommandé :　書留で
réduction　名詞・女　値引き，割引
regrette　動詞　(regretterの直説法現在１人称単数形)
regretter　動詞　残念に思う，申し訳なく思う
remplir　動詞　（書類の空欄に）書き入れる，記入する
  　　　　         remplir
　　je remplis    nous remplissons
　　tu remplis    vous remplissez
　　il remplit    ils remplissent
　　elle remplit  elles remplissent
　　過去分詞rempli

remplissez　動詞　（remplirの直説法現在２人称複数形）
RER = Réseau Express Régional :　首都圏高速交通網，高速郊外鉄道
réservé　動詞　(réserverの過去分詞)
réserver　動詞　予約する
restaurant　名詞・男　レストラン
retard　名詞・男　遅れ，遅刻
revoir　名詞・男　再会　Au revoir. :　さようなら，ではまた．
rouge　形容詞　赤い
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
s’il vous plaît :　～をお願いします．　[英語のpleaseに相当する表現]
sais　動詞　(savoirの直説法現在１人称単数形)
salade　名詞・女　サラダ
sauce　名詞・女　ソース
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savoir　動詞　知っている　　Je ne sais pas. :　知りません，わかりません．
    　　　　   savoir
　　je sais   nous savons
　　tu sais   vous savez
　　il sait   ils savent
　　elle sait elles savent
　　過去分詞su

seconde　名詞・女　秒，一瞬
serait　動詞　(êtreの条件法現在３人称単数形)
seul　形容詞　唯一の，ひとりの，ただ…だけの，単独の
seulement　副詞　単に，～だけ
Shinji Chôsokabe　固有名詞　長曾我部信二
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．]
si　接続詞　もし　[仮定を表す．]
signature　名詞・男　サイン，署名
signe　動詞　（signerの直説法現在１人称単数形）
signer　動詞　サインする，署名する
simple　形容詞　単純な，簡単な
soir　名詞・男　夕方，夜　ce soir : 今晩
sont　動詞　(êtreの直説法現在３人称複数形)
souvenir　名詞・男　思い出
soyez　動詞　(êtreの命令法２人称複数形)
station　名詞・女　（比較的小さな鉄道の）駅　[通常はgare]，（地下鉄の）駅
suis　動詞　(êtreの直説法現在1人称単数形)
supplémentaire　形容詞　追加の
sur　前置詞　～の上に，～の上で，～の傍に
sûr　形容詞　確信をもっている，自信がある；bien sûr : 　もちろん
surtout　副詞　とくに，とりわけ
t'(= te)　[母音字や無声のHで始まる語の前では，teはエリジオンして，t'となり，次の語
と続けて書く．]
table　名詞・女　テーブル，食卓，料理
tard　副詞　後で，遅く，のちほど
te　間接目的補語人称代名詞　君に
tu　主語人称代名詞　君は，君が
téléphone　名詞・男　電話
téléphone　動詞　(téléphonerの直説法現在３人称単数形)
téléphoner　動詞　電話する
temps　名詞・男　時間
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Tertre　固有名詞　テルトル [地名]
ticket　名詞・男　チケット
tôt　副詞　早く
tourisme　名詞・男　観光
tout seul　副詞　独力で，ひとりで，自分で
tout　副詞　全く
train　名詞・男　列車
travail　名詞・男　[複数で] 工事，作業　　en travaux : 工事中で
très　副詞　とても，たいへん，極めて
troisième　形容詞　３番目の，第３の
trop　副詞　あまりに～すぎる
tu　主語人称代名詞　君は，君が
Tuileries　固有名詞　チュイルリー　[パリの中心部にある公園の名称]
un verre de :　コップ一杯分の～
un　不定冠詞・男　[英語ではa, anに相当する．] 　形容詞　１つの，名詞・男　１
une　不定冠詞・女　[英語ではa, anに相当する．]
Université Préfectorale d'Osaka　大阪府立大学
université　名詞・女　大学
va　動詞　(allerの直説法現在３人称単数形)
vais　動詞　（allerの直説法現在1人称単数形）
valable　形容詞　有効である，通用する，効力のある
valise　名詞・女　スーツケース
valoir　動詞　値打ちがある，値する　[不規則動詞]；　il vaut mieux :　（動詞の不定
法を伴って）～のほうがよい

vaudrait　動詞　(valoirの条件法現在３人称単数形)　[ここでは語調緩和のために条件法
になっている．]
veau　名詞・男　子牛
ventre　名詞・男　腹，腹部，胃腸
verre　名詞・男　グラス，コップ
Versailles　固有名詞　ヴェルサイユ　[パリ近郊にある都市]
veut　動詞　(vouloirの直説法現在３人称単数形)
viendrai　動詞　（venirの条件法現在１人称単数形）
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vienir　動詞　来る　　[話し相手に所へ移動する時には，allerではなくvenirを使う．]
 　　　　          venir
　　je viens      nous venons
　　tu viens     vous venez
　　il vient       ils viennent
　　elle vient   elles viennent
　　過去分詞venu

venir de :　～したばかりである，たった今～したところである　[近い過去（近接過去）
を表す．この時は本来の「来る」という意味はない．]
viens　動詞　(venirの１人称単数形)
vin　名詞・男　ワイン
visiter　動詞　（場所を）訪れる，見物する　[人を訪れる時にはrendre visite àを使
う．]voici　ほら，どうぞ　[ものを差し出すときの表現]
voilà　　その通り，そうだ，はい．（同意を表す表現．）　ほら，どうぞ　[ものを差し
出すときの表現]
voir　動詞　見る，会う
 　　　　          voir
　　je vois      nous voyons
　　tu vois     vous voyez
　　il voit       ils voivent
　　elle voit   elles voivent
　　過去分詞vu

se voir　動詞　（複数の人間が）出会う　s'est vus　動詞　(se voirの複合過去３人称単
数形) 　[主語onは文法的には常に単数扱いされるので，動詞は３人称単数形のestとなっ
ている．しかしonは，ここでは２人称複数のnousの代わりに使われているため，意味の
上では複数の人間を表している．そのため，過去分詞は意味上の一致をしてvusと複数形
になっている．vusはvuと単数にすることもある．]
voiture　名詞・女　車
vol　名詞・男　（飛行機の）便，飛行，フライト，飛ぶこと
volontiers　副詞　喜んで　[承諾を示す表現]
vomi　動詞　（vomirの過去分詞）
vomir　動詞　吐く　[ir型規則動詞, remplirと同じ活用．]
vont　動詞　(allerの直説法現在3人称複数形)
vos　所有形容詞・複数　あなたの
votre　所有形容詞　あなたがたの，あなたの，君たちの
voudrais　動詞　（vouloirの条件法現在一人称単数形）Je voudrais… : 　私は…したい
のですが．私は…がほしいのですが．

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，制作者高垣由美・村田京子
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．

21



ポッドキャストと行くフランス旅行
　　大阪府立大学

録音会話部分語彙
第１課から第３０課まで　ver.3

vouloir　動詞　～したい，～が欲しい　[後ろに動詞の不定法を伴って] ～したい
　　　　　　vouloir
　　je veux   　nous voulons
　　tu veux   　vous voulez
　　il veut   　ils veulent
　　elle veut   elles veulent
　　過去分詞voulu

vouloir dire　動詞句　～という意味である．
vous　主語人称代名詞　あなた（方）は，あなた（方）が，君たちは，君たちが  間接目
的補語人称代名詞　あなた（方）に,君たちに 　直接目的補語人称代名詞　あなた（方）
を,君たちを
voyage　名詞・男　旅，旅行
vraiment　副詞　本当に，全く
vu　　動詞　(voirの過去分詞)
y　中性代名詞　そこに，そこで　[場所を表す語句の代わりになる．]　　On y va. : 行
きましょう．
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