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 はじめに  
 

Interactionsは、最新の外国語教育理論と脳神経科学学習理論にもとづき、外国語
を効果的に学ぶために編み出された教材です。フランス語教育の実践研究、母語と

学習言語の類似性の研究、また教師養成において得られた長年の知見にも支えられ

ています。 
 
１ 言語技能別アプローチ 

従来の教科書では、読みながら「話す・聞く」ことを学習したり、文法を学びな

がらコミュニケーションの練習をしたりと、異なる言語技能が一緒に学習されるこ

とが少なくありませんでした。Interactionsではそういうことはありません。 
ケベック大学モントリオール校のジェルマン教授やニューファウンドランドメモ

リアル大学のネテン教授によって開発された神経言語学アプローチ(ANL)にもとづい
たこの教科書では、記憶のメカニズムの異なる個々の言語技能は、適切な教材や活

動を用いて別々に学習されます。さらに、フランス人との会話で必要な文化的能力

も、相手との関係性を示す表現や身体表現などを学びながら身につけます。 
こうして、以前から欧州（ヨーロッパ）言語共通参照枠（Le Cadre européen 

commun de référence pour les langues）やパリ第三大学のベアコ教授の著作で
推奨されてきた本来の言語技能別アプローチが可能となりました。 
 
２ クラスのための教授法 

学習者が教室にやってくるのは、家で一人ではできないことをするためです。

Interactionsの教室活動はすべて学習者同士で協力して行います。 
発音のウォーミングアップからプロジェクトワークにいたるまで、教室活動は行

動主義アプローチで推奨されている協働学習のかたちをとります。 
教室内では実際のコミュニケーションに即した社会的交流が行われるため、学習

者は積極的に授業に参加できます。学習者同士が交流し助け合いながら、かといっ

て学習の早い人と遅い人が互いに邪魔し合うことなく、各自のペースでコミュニケ

ーション能力を伸ばせるようになっています。 
 
３ あらゆる人のための教授法 

語学の授業ではしばしば、課の最初に一番複雑なこと（すべての学習項目を含ん

だ長い文章や録音の理解）を行う「逆さまの学習」を行っています。 
Interactionsでは、教室での一つ一つの活動に意味を持たせ、最後に一番難しい
コミュニケーション活動を行うために、教室活動を一から考え直しました。たとえ

ば、最初の会話は文字を介さずに覚えられるよう短くする、学習内容が基本的なこ
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とから複雑なことに向かうようにする、コミュニケーション能力を段階的に身につ

けられるようにする、活動には必ずモデルとなる例を添える、学習者が自らの体験

を語るための語彙や表現を常に用意するといったような工夫をしています。

Interactionsではすべての活動において、フランス語を理解し、フランス語で自己
表現することに喜びを感じながら学習を進めることができるようになっています。 

神経言語学アプローチ (ANL : Approche Neuro-Linguistique) 

 
	 ケベック大学モントリオール校のジェルマン教授やニューファウンドランドメモ

リアル大学のネテン教授によって開発された神経言語学アプローチ(ANL)によれば、
個々の言語技能は脳の中で別々に学習されます。聞く・話す能力は、言語のルール

は意識せずに習得されるのに対し、読む・書く能力ははっきりとしたルールとして

学習されます。違った回路を通して習得された二つの技能は、練習を通して別のも

のに変化することはありません。つまり、読む・書く練習のための回路を使って聞

く・話す練習をしても、うまく話せるようにならないのです。 
	 また別の研究によって、聞く・話す能力は、読む・書く能力より先に身につける

ほうが効果的であるということがわかりました。さらに、どの技能も学習者の身近

な状況と結びつけて学習するほうが効果的であるということもわかってきました。 
	 これらの研究結果にもとづき、Interactionsでは、個々の技能が具体的状況にお
いて適切な順番で個別に学習され、最終的にお互いに補うように構成されています。

この方法は、コミュニティブ・アプローチの枠組みで 10年以上前から欧州（ヨーロ
ッパ）言語共通参照枠（Le Cadre européen commun de référence pour les 
langues）やパリ第三大学のベアコ教授の著作で推奨されてきた言語能力別アプロ
ーチにもかなっています。 
 
 

教科書の構成  
 

ANLによれば、言語学習は以下のようなプロセスをたどります。  
1. ある話題について口頭で会話する  
2. 話したことに類似した内容を読む  
3. 読んだことをモデルにして書く  
4. 同じ話題に関するネイティブスピーカーのやりとりを理解
する  

 
Interactionsでも、同様の学習段階をたどります。 
話す（青のページ）→ 読む（赤のページ）→ 書く（緑のページ）→ 理
解する（紫のページ） 
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1. 話す 
まず、ある状況の中で、教師の質問に答えたり質問したりします。その後、学習

者同士でもやりとりを行います。この段階ではまだ書いたり読んだりはしません。 
2. 読む 
次に、内容に関して質問したり、質問に答えたりするために、フランス語で書か

れた資料を読みます。まだ文字を書くことはしません。 
 
3. 書く 
その後、フランス語の複雑な書き言葉の規則を定着させるために書く練習をし、

書き言葉でのコミュニケーションが行えるようにします。（活動中は文の一部だ

け補うのではなく、全文を書くようにします） 
 
4. 理解する 
最後に、ビデオを見たり音声資料を聞いたりして、生活のさまざまな場面でネイ

ティブが言っていることを理解します。フランス人が実際のコミュニケーション

で使う表現や身体表現を学びます。 
 

協働学習  
 
Interactionsの教室活動はすべて学習者同士で協力して行います。 
各アクティビテには以下のようなアイコンがついています。 
 

. . . 
 
	 この絵はアクティビテを２人で行うのか、グループで行うのか、クラス全体で先

生と一緒に行うのかを表しています。１人で行う活動はありません。 
	 よく理解できないとき、学んだことを忘れてしまったときはあせらずに、できる

だけフランス語でクラスメートや先生に助けを求めましょう。決してだまったまま

でいないでください。誰かがだまったままでいるとクラスのやりとりがそこで止ま

ってしまいます。言葉が出ないときは J’ai oublié. (忘れました )、 Je ne 
comprends pas.（わかりません）と反応すればいいのです。 
 

Interaction 1     付属の DVD-Romについて  
 
付属の DVD-Rom には教科書のビデオ、音声、画像が含まれています。コンピュー

ターあるいは DVDプレーヤーで視聴できます。 
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DVD-Romを使ってできること： 
 

・コンピューター (Windows, Mac) 
-	 ビデオを見る 
-	 音声を聞く 
-	 音声をmp3ファイルとして取り出し、Ipodなどに取り込む 
-	 mp3ファイルをWindows Media Player（Windows 用）や AAC（Mac用）フ
ァイルに変換し、CDを作成する（個人使用に限ります） 
・DVD-Romの読み取り可能な DVDプレーヤー 
-	 ビデオを見る 
-	 音声を聞く 
 
コンピューター上での起動方法 
 

DVD-Rom をコンピュータ—に挿入すると、Windows では「コンピューター」フォ
ルダの中、Macではデスクトップ上にアイコンが表示されます。 
 
Windowsの場合 : DVDのアイコン上で右クリックし「開く」を選びます。 
Macの場合 : DVDのアイコンをクリックします。 
 
注  もし DVD-Romが自動的に開いてしまった場合は、そのウィンドウは閉じてくだ
さい。 
 
DVD-Romの内容 
 

＜AUDIOフォルダ＞ 
 

フォルダをクリックあるいはダブルクリックすると、LIVRE_ELEVEと EXERCICESと
いうサブフォルダが表示されます。LIVRE_ELEVE には、各課の最初の 4 ページ
(Interaction orale, Compréhension écrite, Expressions écrite, Compréhension 
et expression orales)にある音声（ヘッドフォンマークがついている箇所）が含まれ
ています。EXERCICES には課の最後の 2 ページ（Exercices)にある音声が含まれて
います。各音声ファイルには、該当する教科書のページ数とアクティビテの番号が

ついているので、探す際に参照してください。 
例：page08_activite01 	 8ページの activité 1 
 
＜VIDEOフォルダ＞ 
 

教科書で映画マークが付いている部分のビデオが収録されています。ビデオは一課

おきに収録されているので、Séquence 1 は第 1 課のビデオ、Séquence 2 は第 3
課、Séquence 3は第 5課 のビデオになります。 
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VIDEO フォルダをクリックあるいはダブルクリックすると、EXTRAITS, VO, VOST 
という３つのサブフォルダが表示されます。EXTRAITS はビデオの抜粋、VO はフラ

ンス語音声のみのビデオ、VOSTは字幕つきビデオという意味です。 
 
- ビデオの一部だけを見たい場合 
VIDEO フォルダ内の EXTRAITS を選びます。EXTRAITS の中に、さらに VO と VOST
があるので、どちらか聞きたい方を選び、該当する番号のファイルを再生します。 
例: VOフォルダの Séquence 1.a  第 1課のビデオの最初の部分（字幕なし） 
 
- Séquence全体を見たい場合 
まず、VIDEOフォルダ内の VOか VOSTかのどちらかを開き、該当する Séquence
を再生します。 
 
＜IMAGESフォルダ＞ 
 

教科書に載っているものとは違う写真が収録されています。写真を描写することで、

課の内容を復習することができます。 
 
復習したい課の番号をクリックあるいはダブルクリックします。次に見てみたい画

像ファイルを選びます。 
 
[注意点] 
DVD-Rom に含まれている音声ファイルやビデオは圧縮ファイルです。うまく開け

ない場合は、VLC Media Player という無料のプレーヤーをダウンロードしてくだ
さい。Googleなどの検索エンジンで"téléchargez VLC（VLC	 ダウンロード）"と
入力すると見つかります。 
 
＜Windows, Androidへの音声 CD取り込み方法＞ 
 

Android に音楽 CD を入れるには、まずパソコンに CD の音楽を取り込みます。以
下はWindowsに付属している「Windows Media Player」をつかった Android へ
の音楽 CDの取り込み方です。 
 

(1) まず Android に入れたい音楽 CD をパソコンの CD（DVD）ドライブに入れま
す。 

(2) Windows Media Playerを起動すると、CDドライブに入った音楽 CDが表示さ
れるので、「取り込み」タブをクリックします。 

(3) smapokeを起動し、Android端末とパソコンを接続します。 
(4)「PCから端末へ共有」ボタンをクリックし、参照するフォルダを表示します。 
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(5) CDから取り込んだ音楽データ保存されているフォルダ（この場合は ライブラリ
＞マイミュージック＞パブリックのミュージック＞アーティスト名＞アルバム名

＞曲名）を参照し、Android に取り込みたい音楽データを選択し、「開く」ボタ
ンをクリックします。 

(6) smapokeの「音楽」セクションに表示されると、Android端末への音楽 CDの
取り込みは完了です。 

＜MACへの音声 CD取り込み方法＞ 
 
(1) MACを立ち上げて iTunesを開きます。 
(2) 教科書付属の CDをMACに入れます。 
(3) デスクトップに CDのマークが現れます。デスクトップに現れた CDをダブルク
リックで開くと AUDIO,IMAGES,VIDEOの 3種類出てきます。 

(4) AUDIOをドラッグで iTunesの方へドラッグすると取り込みが開始されます。 
(5) 取り込みは完了しましたが、このままだと個々が独立したファイルのまま残って
しまうのでファイルを統合します。上のバーで「プレイリスト 最近追加した項
目」を選びます。 

(6) 曲名のとなりにあるチェックボックスにすべてチェックしてあるか確認したのち、
右クリックでメニューを開いて「ファイル統合」をクリックします。 

(7) 統合が終わり「アルバム」の一覧に戻ると新たに無名のアルバムが出てきます。
それがこの CDです。 

(8) 名前を変えるには、アルバムの上で右クリックします。メニューの中の「情報を
見る」をクリックします。次に、「項目の編集」をクリックし、新しい名前を

入れます。 
 
 
  

 

  

 

 

 LECTURE

Mp3 – DivX - Jpeg

DVD VIDEO

CD AUDIO

PC AVEC LECTEUR DVD – LECTEUR DVD

CLE USB – NETBOOK – LECTURE MP3 – SMARTPHONE – TABLETTE ...
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Leçon 0         

Initiation 自己紹介する 誰かを紹介する 元気かどうかだずねる もう一度言ってもらう 

  コミュニケーション能力 

  話す/聞く 読む 書く 理解する/発信する 

UNITÉ 1 - 出会い         

Leçon 1 名前と住んでいるところをたずねる 
チャットとフォーラム 
 クラスメートの情報をメモする 

あいさつする 
 

        誰かを紹介する 

コンタクト       知り合う 

Leço 
国籍をたずねる 
 

宿泊カード 
 クラスメートの情報カードをつくる 

話しかける 
 

      [ɛ] [ɛ̃] [jɛ̃] [wa]の書き方 簡単な質問をする 

自己紹介      （発音とつづり字） 自己紹介する 

Leçons 3 
連絡先を交換する 
 名刺、仕事のインターネットフォーラム 

アドレス帳に記入する 
 

再会する 
 

 
    大文字の規則 連絡先を交換する 

連絡先      [a] [ã̃] [o] [õ]の書き方 謝る、安心させる 
Projet 1 - クラスメ
ートの紹介リストを

つくる     
  
   

UNITÉ 2 - したいこ
と、ほしいもの         
Leçon 4 
 何が好きか、どちらが好きかを尋ねあう 

広告を読む 
 周りの人の好みをメモする 

意見を言う 
 

好み   新聞のユーザーの声   賛成する、反対する 
Leçon 5 
 
 

習慣についてたずねあう 
 
 

統計表 
 
 

周りの人が余暇にしていることをメモする 
 

話しかける、承諾する、断る 
 

余暇 提案する    [i] [y] [u]の書き方 何をするのが好きか言う 

        提案する 
Leçon 6 
 持ち物や欲しいものについて尋ねあう 

注意喚起のキャンペーン 
 周りの人が持っているものをメモする 

あるものについて意見を言う 
 

願望      [a] [ɛ] [ ã] [ɛ̃]の書き方 
欲しいものを言う 
 

          

          
PROJET 2 - クリス
マスプレゼントを選

ぶ         

UNITÉ 3 - 場所         
Leçon 7 
 あることについてたずねる・場所を示す 

家族へのメール 
 

メールで街を紹介する 
 

ある場所について話す 
 

場所       街を紹介する 

          
Leçon 8 
 行き方・場所についてたずねる 

アパートの広告 
 

ある地区を紹介する 
 

地区を描写する 
 

環境 
     発音記号 [s] [z] [ʃ]の書き方   
Leçon 9 
 ある場所や出身についてたずねる 

旅行記 
 ある街やある地方を描写する 

問い合わせる 
 

観光   有音字と無音字（１）   興味を示す 

PROJET 3 - クラスで人気のバカンス先を調べる     
Unité 4 - 待ち合
わせ         
Leçon 10 
 スケジュールについてたずねる 

新聞記事 
 

予定を言う 
 

やることについて話す 
 

活動 提案する     うれしさ、いらだちを表す 
Leçon 11 
 習慣や時間についてたずねる 

仕事上のメール交換 
 

スケジュールを言う 
 

駅窓口での切符の予約 
 

生活リズム   有音字と無音字（２）   訂正し、謝る 

         
Leçon 12 
外出 

誘う・誘いを受ける・断る 
 友達同士での外出に関するメール交換 

招待のメールを書く 
鼻母音の書き方 

何かしようと提案する 
承諾する、丁寧に断る 

PROJET 4 - パーティを企画する 

学習項目一覧表 	
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つづりを言ってもらう どのように言うかたずねる   

言語能力 文化的能力 

文法 発音   

      

動詞の活用 フランス語の母音と子音 近所づきあい 

文字と発音 リズムグループ パリのカルティエ・ラタン 

女性形   tu と vous 
形容詞の男性形と女性形 
 母音 [a] [ã] [o] [õ] と子音 [m] [t] [s] [v]  フランス語圏の国フランス、カナダ、ベルギー  

動詞 êtreの活用 音節を数える 人と接触する、避ける 

      
動詞 avoirの活用 
 母音 [a] [ã] [o] [õ] と子音 [m] [t] [s] [v] 

あいさつと身体的距離 
 

数字 / 数える 最終長音節   

      
  
 
     

      
-er動詞, aimer, adorer の活用 
 

 [ʀ] (1) - 母音の前後の[ʀ]  
 フランス人とテレビ、デジタル機器 

  文末の声の上がり･下がり 家族 

冠詞 « le » と指示形容詞 « ce » 母音 [y] [u] 余暇と新しい科学技術 

量の表現 « beaucoup/peu（de) » 半母音  [w] [ɥ]   

 « aimer » « vouloir »の条件法 リズムと旋律の構成   
持っているものの表現における不定冠詞 
 母音 [a] [ã] [ɛ] [ɛ̃]/[jɛ̃] と子音[p] [t] [ʃ] [m]  

フランス人とペット 
 

理由を聞く、言う (pourquoi/parce que) 発音しない語末の子音 クリスマスプレゼント 

« avoir » と« être » の複数形     

« si »を使った返答     
  
 
     

      

唯一の場所を指し示す定冠詞  [ʀ] (2)  パリについて 
動詞 connaître の現在形  
 母音 [a], [o], [u], [i], [ɛ]の前後の１つまたは複数の [ʀ]  フランスやヨーロッパの有名な観光地 

指示形容詞 ce/cet/cette/ces リエゾン、母音のアンシェヌマン 友人同士の会話 
疑問形容詞 quel - 否定形 
 母音 [a] [o] [u] [i] [y] と子音[s] [z] [ʃ] [ʒ] 

フランスの街 
 

定冠詞と不定冠詞 ２つの母音の間の [z] と発音する « s » 皮肉 
de + 定冠詞 
 

発音しない母音(1) 
 地方の特産品 (ランドック、アルザス、ロワール) 

名詞化 アンシェヌマンと最後の « e » の脱落 フランスの観光 

      

      

動詞 aller, voir, lire, faire, sortir の現在形 
発音しない母音 (2) 
 

フランス人と仕事 
 

第３グループ動詞 アンシェヌマンと発音しない文字   

動詞 pouvoir, partir, prendre, faire, finir の現在形 
音の聞き分け 
 

ブリュッセルについて 
 

第３グループ動詞 強さのアクセントと音節の数 フランスの列車 

命令法 韻律とアクセントの場所  外出、リラックスタイム 

動詞 vouloir, devoir, venir の現在形 
 鼻母音 [ɛ̃] [ã] [õ] と子音 [p] [b] [v] [g] [ʀ] [l] 

 
命令法の否定形 リズムと旋律の構成 生徒と教師の関係 
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各課の指示文（日本語訳）Consigne de chaque leçon 

Consigne, Leçon 1 : Contacts 

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 1  Activités 
 
p.10  Interaction Orale  相手と話す 
Échauffementウォーミングアップ 
1 （１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 

 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a	 名前をきく・言う［vous を使う＝初対面の相手と／丁寧に話す時］ 
2b	 名前をきく・言う／住まいをきく［tuを使う＝親しい相手と話す時］  

3    以下の表現を使って質問し合いましょう。［moi	 ←je  	 toi ←tu	 ］ 

4	 イラストを見て、質問し合いましょう。 
 

À vous de jouer 演じましょう 
5	 イラストのシーンを演じましょう。 
 
 

p.11  Comréhension écrite  読んで理解する 
Échauffementウォーミングアップ 
6   よく聞きましょう。例にあるように音節に印をつけ、声に出して読みまし
ょう。［Le groupe rythmique :リズムグループ=意味の区切れ目	 を意識して読
む。］ 

 
Lecture 読む 
7   内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。 
［ソーシャルネットワーク上での会話：名前はハンドルネームの場合もあり。］ 

8   Activité 7 の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
［Qui = Who(英)	 ７で理解できた単語をヒントに考えましょう］  

9   Activité 7の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
［文脈から想像して、質問に答えましょう。］   

 
Pratique de la langueことばの使い方 
10	 名前をグループに分けましょう。 
［ヒント：語末を観察しましょう。	 masculin : 男性の	 féminin : 女性の ］ 
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p.12  Expression écrite 書く・表現する  
Échauffementウォーミングアップ 
11   テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
 
 
Grammaire文法のポイント      
12   動詞 s’appelerを活用し（主語に合わせて形を変え）2人で見直しましょ
う。 
13	 空欄を埋めて、何人かで答えを確かめましょう。 
       

Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［発音されない文字も書
く］ 
 
Ecriture  書く練習     
15 （１）隣の人に質問をして、以下の表に書入れましょう。 
	  （２）書き入れた内容を使って、隣の人をクラスに紹介しましょう。 
	  （３）他の人の発表を聞いて、別の表２つに書き入れましょう。 
 
 

p. 13  Compréhension orale et écrites聴解と口頭表現	  
Échauffementウォーミングアップ 
16	 発音しましょう。次に録音をよく聞いてくり返しましょう。  

 
Compréhension 理解する 
17   ビデオを見て答えましょう。 

1. 何がきこえますか？	 2. 誰かを当て名前の綴りをフランス語でいいまし
ょう。 
18   ビデオを見ましょう。次の状況で、彼らは何と言っていますか？ 
	  Eric dit... / ils disent ←dire（言う）	 Eric voit Sophie ←voir（会う） 
 
À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使いましょう。［紹介する・挨拶する］ 
20   En situation : ［イラストを見て、Ｌ１で学んだ表現使って演じましょう］ 

Consigne, Leçon 2 : Présentation 

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 2  Activités 
 
p.16  Interaction orale  相手と話す	  
Échauffementウォーミングアップ 
1 （１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
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（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 
 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a	 国籍や職業をきく・言う［vous ／男性の会話＝国籍・職業は男性形］ 
2b	 国籍や職業をきく・言う［tu／女性の会話＝国籍・職業は女性形］ 

3    以下の表現を使って質問し合いましょう。［国籍と職業］ 

4	 イラストを見て、質問し合いましょう。 
 

À vous de jouer 演じましょう 
5    イラストのシーンを演じましょう。 
 
 

p.17  Comprehension ecrite 読んで理解する	  
Échauffementウォーミングアップ 
6    よく聞きましょう。例のように音節の印をつけ、声に出して読みましょう。
［音節（１音節＝母音または子音＋母音）の数え方＝リズムの取り方］ 

 
Lecture 読む 
7   内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。 
［ホテルの宿泊カード］     

8   Activité７の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
［C’est = It’s...(英)］    

9   Activité７の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
［ヒント：国籍・職業・住んでいるところについての質問］   
 

Pratique de la langueことばの使い方 
10	 空欄に国籍を示す形容詞を書き入れ、何人かで確かめましょう。 
	 ［masculin / féminin に注意しましょう。］ 

 
p.18  Expression écrite  書く・表現する  
Échauffementウォーミングアップ 
11 テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
Grammaire文法のポイント      
12 空欄を埋めましょう。 
	 	 ここでは、語末の変化のバリエーションと発音が表示されています。 
 
13	 空欄に動詞 êtreを書き入れましょう。［前のページを参照］ 
           

Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。  
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Ecriture  書く練習     
15 （１）隣の人に質問をして、以下のカードに書入れましょう。 
	  （２）書き入れた内容を使って、隣の人をクラスに紹介しましょう。 
	  （３）他の人の発表を聞いて、別の表２つに書き入れましょう。  
 
 

P.19  Compréhension et  expression orales  聴解と口頭表現	  
Echauffementウォーミングアップ 
16	 発音しましょう。発音記号で示された音にまず下線を引き、以下の表の適

切な列に書き入れましょう。  
 
Compréhension 理解する  
17   録音を聞いて質問に答えましょう。「あなたはお医者さんですか？」 

1. 何が聞こえますか ?	  
2. もう 1度聞いて、以下の資料に書入れましょう。隣の人と確かめましょ

う。 
18   聞きましょう。何と言っていますか？	 ［aborder（話しかける）］  
 
À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。［驚き・関心を示す］ 
20   En situation：名刺を使って以下のイラストの場面を演じてみましょう。 

Consigne,  Leçon 3 : Coordonnés 

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 2  Activités 
 
p.22  Interaction orale  相手と話す	  
Échauffementウォーミングアップ 
1 （１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 

 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a  連絡先（メールアドレス）をきく・答える	 （初対面の相手） 
2b  携帯の番号をきく・答える	 	 	 	 	 	 	 	 （親しい相手） 

3    以下の表現を使って質問し合いましょう。［連絡先に関する語彙］ 
4	 イラストを見て、質問し合いましょう。 
 
À vous de jouer 演じましょう 
5	 イラストのシーンを演じましょう。 
 
 

p.23  Compréhenstion écrite  読んで理解する	  
Échauffementウォーミングアップ 
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6   よく聞きましょう。例にあるのと同じようにし、声に出して読みましょう。 
［意味の区切れ目＝リズムグループの最後の音節を長めに発音する］ 

 
Lecture 読む 
7    内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。    
8    Activité 7の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
9    Activité 7の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
 
Pratique de la langueことばの使い方 
10	 次の文をよく観察し、以下の表の空欄を埋めましょう。 
   ヒント：Les lettres majuscules : 大文字	 Les lettres minuscules : 小文字  
	 	 	 	 Le début : はじめ	 	 	  La fin :	 終わり 

p.24  Expression écrite  書く・表現する  
Échauffementウォーミングアップ 
11   テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
Grammaire文法のポイント      
12   大文字、小文字の使い方の間違いを訂正し、クラスの人と確かめましょう。 
13   空欄を埋めましょう。クラスの人と確かめましょう。 
 
Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［e-mailと電話番号］  
 
Ecriture  書く練習     
15 （１）隣の人に質問をして、以下の名刺に書き入れましょう。 
	  （２）書き入れた内容を使って、隣の人をクラスに紹介しましょう。 
	  （３）他の人の発表を聞いて、別のカード（メモ）に書き入れましょう。
  
 
 

P.25 Compréhension et expression orales聴解と口頭練習 
Échauffementウォーミングアップ 
16	 発音しましょう。発音記号で示された音の聞こえるところに下線を引き以

下の表に書入れましょう。  
 

Compréhension 理解する 
17   ビデオを見て、以下の質問に答えましょう。 
18	 以下のシチュエーションの時、彼らはそれぞれ何と言っているでしょ
う？ 

1. Nicolasがシャンパンを勧められて手にとる時	 	  
2. Nicolasが名刺がないという時	  
3. Sophieが Nicolasの連絡先を書き終えた時 
4. Nicolasが、Monicaを Sophieに、SophieをMonicaに紹介するとき 
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À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。［再会した相手との会話の例］ 
20   En situation : 長年の友人に久しぶりに会ったという場面を、あなたの名刺を使

って演じましょう。クラスの人たちを相手に、連絡先をメモしましょう。  

Consigne, Leçon 4 : Goûts  

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 4  Activités 
	
P.30 Interaction orale  相手と話す	  
Échauffementウォーミングアップ 
1 （１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 

 
 
 
 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a  好みについてきく・答える（vous : la situation est formelle） 
2b  好みについてきく・答える（tu : la situation est informelle） 

3    以下の表現を使って質問し合いましょう。［aimer : ～が好き・～を好む／

préférer :～の方が好き／adorer : ～が大好き／détester : ～が嫌い］ 
4    イラストを見て、質問し合いましょう。 

 
À vous de jouer 演じましょう 
5    イラストのシーンを演じましょう。 
 
 

p.31  Expression écrite  読んで理解する	  
Échauffementウォーミングアップ 
6   よく聞きましょう。例にあるように印をつけ、声に出して読みましょう。 
［文末のイントネーション（上がる／下がる）に注意して聞きましょう。］ 

 
Lecture 読む 
7   内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。 
［Lefèvre家のお気に入りのテレビ・サービスは La Box !］   

8   Activité 7の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
［ヒント：combien de ～：いくつの］    

9   Activité 7の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
［Nicole et Benoît について話す時には主語はils になります。］   
 

Pratique de la langueことばの使い方 
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10	 空欄に « et »,  «mais »,  «aussi » のうち合うものを補い、クラスの人と確か
めましょう。  

 
p.32  Expression écrite書く・表現する   
Échauffementウォーミングアップ 
11    テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
Grammaire文法のポイント      
12    空欄を埋め、クラスの人と確かめましょう。［-er動詞の活用
/aimer/adorer］ 
 
13	 p.31, activité 7の資料で使われている冠詞をよく見て、空欄を埋めましょ
う。 
         
Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［アンケート：フランス人

の文化的活動について	 ヒント：apprécier = 高く評価する、好む］  
 
Ecriture  書く練習     
15 （１）隣の人に質問をして、以下のカードに書入れましょう。 
	  （２）書き入れた内容を使って、隣の人をクラスに紹介しましょう。 
	  （３）他の人の発表を聞いて、メモをとりましょう。  
 
 

P.33  Compréhension et  expression orales  聴解と口頭表現	  
Échauffementウォーミングアップ 
16	  発音しましょう。[R]の発音される場所に下線を引き、表に記入しましょ
う。 
Compréhension 理解する 
17   よく聞いて、以下の質問に答えましょう。［テレビの番組について］ 
18   よく聞きましょう。彼らは以下の場面で何と言っていますか？ 
［ヒント：raisonnable （きき分けのよい）／non plus（～もまた～ない）］ 
 
À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。 
［驚きを表す、ポジティブまたはネガティブな感情を表す］ 

20   En situation : ［17～19の表現を用いて演じてみましょう。］   

Consigne, Leçon 5 : Loisirs 

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 5 Activités 
	
p.36  Interaction orale  相手と話す	  
Échauffementウォーミングアップ 
1 （１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
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（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 
 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a  週末にするのが好きなことをきく・答える［街頭インタビュー］   
2b  今晩したいことについてきく・答える［友達との会話］ 

3	 以下の表現を使って質問し合いましょう。［色々な動詞を使った表現］ 

4	 イラストを見て、質問し合いましょう。 
 
À vous de jouer 演じましょう 
5	 イラストのシーンを演じましょう。 
 
 

p.37  Compréhension écrite  読んで理解する 
Échauffementウォーミングアップ 
6   よく聞きましょう。例にあるのと同じようにし、声に出して読みましょう。
［文が終わっていないときは、イントネーションを上げて発音します。］ 

 
Lecture 読む 
7   内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。 
［フランス人の余暇の過ごし方と新しいテクノロジーの関係］ 
   

8   Activité７の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
［ヒント：2. Quelles activtés sont présentées... ? :どんな活動が紹介されてい
るか］ 

9   Activité７の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
［ヒント：Seniors = personnes âgées	 	 ］  

 
Pratique de la langueことばの使い方 
10	 何人かで質問し合いましょう。［en particulier：特に en général：普通
は］ 
 
p.38  Expression écrite 書く・表現する   
Échauffementウォーミングアップ 
11 テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
Grammaire文法のポイント      
12 （例にならって）質問に答え、何人かで確かめましょう。 
13	 空欄を« le »または « ce »で補い、何人かで確かめましょう。  
         	  

Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［映画のイベント案内］ 
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Ecriture  書く練習  
15 ［夜、週末によくすることについてきく・答える］ 
（１）隣の人に質問をして、以下の表に書き入れましょう。 

	  （２）書き入れた内容をクラスで発表しましょう。 
	  （３）他の人の発表を聞いて、メモをとりましょう。 
 

P.39 Compréhension et  expression orales聴解と口頭表現 
Échauffementウォーミングアップ 
16	 発音しましょう。発音記号で示された音の聞こえるところに下線を引き、

以下の表に書入れましょう。 
	 	  
Compréhension 理解する 
17   ビデオを見て、以下の質問に答えましょう。［「お時間、ありますか？」］ 
18	 以下のシチュエーションの時、彼らはそれぞれ何と言っているでしょ
う？ 
	 例：調査員が最初の男性に質問しようとした時 

→彼女が言ったのは： « Excusez-moi, monsieur...vous avez une minute ? » 
1.	 最初の男性が答えるのをことわるとき 
2.	 若い男性が答えることを承諾するとき 
3.	 若い男性がためらっているとき 
4.	 若い男性がヴィデオゲームはそれほど好きでないことを示すとき 
 

À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。 
［謝る・何かをしてもよいと許可する、あるいは拒否する（ことわる）］ 

20   En situation :［次のアンケートをクラスで行いましょう。アンケートをとる場
合の話しかけ方の手順をきちんとふむこと（挨拶、丁寧なきき方、等）。また、

答えを比較しましょう。］     

 

Consigne, Unite 1, Leçon 6 : Souhaits 

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 6  Activités 
 
p.42   Interaction orale  相手と話す	  
Échauffementウォーミングアップ 
1 （１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 
 

Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a	 持ち物についてきく・答える（丁寧な話し方） 
2b  ほしいものについてきく・答える（親しい相手と） 
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3    以下の表現を使って質問し合いましょう。 
［持ち物・ほしいもの・理由を言うための表現］ 

4	 イラストを見て、質問し合いましょう 
 
À vous de jouer 演じましょう 
5	 イラストのシーンを演じましょう。 
 
 

p.43 Comréhension écrite 読んで理解する	  
Échauffementウォーミングアップ 
6   よく聞きましょう。例にあるのと同じようにし、声に出して読みましょう。
［リズムグループ（意味の区切れ目）の最後の音節は長めに発音されます。］ 

 
Lecture 読む 
7    内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。 
［フランス人とペット］     

8    Activité 7の資料をよく読んで２人組で次の表の空欄を埋めましょう。 
9    Activité 7の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
［ヒント（英語では）：Combien de = How many,  préféré =favorite ］  

 
Pratique de la langueことばの使い方 
10   クラスの人と質問し合いましょう。 
 
p.44  Expression écrite書く・表現する  
Échauffementウォーミングアップ 
11   テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
Grammaire文法のポイント      
12    空欄を埋め、２人組で答えを確かめましょう。［冠詞の使い方に注意］ 
 
13    質問と答えを、それぞれ pouquoi と parce que を使って書きましょう。 
［例にならい、１～４に合う理由を a~dから選んで文を作りましょう。］ 
	 	           

Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［掲示板の案内：ペット関連］
  
 
Ecriture  書く練習     
15 （１）隣の人に質問をして、以下のカードに書入れましょう。 
	  （２）書き入れた内容を使って、その内容をクラスに紹介しましょう。 
	  （３）他の人の発表を聞いて、メモをとりましょう。  
  
 

P.45 Compréhension et expression orales  聴解と口頭練習 
Échauffementウォーミングアップ 
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16	  発音しましょう。発音記号で示された音に下線を引き、表に書入れまし

ょう。 
	 	 ［どの綴り字の時に鼻母音になるか注意しましょう。］ 

 
Compréhension 理解する 
17   よく聞いて質問に答えましょう。［クリスマスには何がほしい？］ 

1. どの人にどのプレゼントが合うか、例にならい、隣の人と考えましょう。 
	 	 ［ヒント：un ours en pleuche (クマのぬいぐるみ) ］ 
2. 例にならって、なぜそうなのか、理由を説明しましょう。 

18	  次のとき、彼らは何と言っていますか？ 
	 ［ヒント：être surpris(e)（驚いて・ショックを受けて）  proposer （勧める） 

Avoir une idée （何か思いつく） tendre（優しい）］ 
 
À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。［人からの勧めに答え
る］ 
  
20   En situation : 以下の場面を演じましょう。 
［もうすぐクリスマスです。グループであなたの先生やクラスの誰かにぴったり

のプレゼントを探しましょう。］     

Consigne, Unite 1, Leçon 7 : Lieux 

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 7  Activités 
 
p.50  Interaction orale  相手と話す	  
Échauffementウォーミングアップ 
1 （１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 

 
 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a  ある場所についてきく・答える（La situation est formelle.） 
2b  ある場所についてきく・答える（La situation est informelle.） 

3    以下の表現を使って質問し合いましょう。［観光名所・国名・色々な形容
詞］ 

4	 イラストを見て、質問し合いましょう。 
 
À vous de jouer 演じましょう 
5	 イラストのシーンを演じましょう。 
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p.51 Compréhension écrite読んで理解する	  
Échauffementウォーミングアップ 
6   よく聞きましょう。例のように、発音されない文字を消しましょう。そし
て、声に出して文を発音しましょう。［語末の子音字は基本的に発音されま

せん。］ 

 
Lecture 読む 
7    内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。 
［フランスに来たケベックの学生のメール］     

8    Activité 7の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
9    Activité 7の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
［ヒント：content(e) (満足だ)  la région située à ～km de ...(...から～kmの地
方) ］ 

 
Pratique de la langueことばの使い方 
10	 空欄に合う冠詞を書入れましょう。2人組で答えを確かめましょう。 
 
p.52 Expression écrite  書く・表現する   
Échauffementウォーミングアップ 
11   テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
Grammaire文法のポイント      
12    動詞《connaître》の部分を（正しく）組合せましょう。 
 
13	 空欄を ce,  cette,  cet,  ces で補い、２人で確かめましょう。 

           

Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［ハガキのメッセージ］
  
 
Ecriture  書く練習     
15	 p.51 Activité 7にならい、メールで好きな町を友達に紹介しましょう。 
展開：イントロ- 好きな町の紹介- 詳しい場所など- 印象- 相手への質問- 結論 
メールを交換し合ってメモをとり、それぞれの内容をクラスで紹介しましょう。 

 

 
P.53 Compréhension et expression orales  聴解と口頭練習 
Échauffementウォーミングアップ 
16	  発音しましょう。[R]の発音の部分に下線を引き、表に書入れましょう。 
［[R]の位置に注目：語末、子音の直前、語頭、2つの母音の間、子音の後］

  
Compréhension 理解する 
17   よく聞いて答えましょう。 
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１．カードと写真を組み合わせ、クラスの人と答えを確認しましょう。 
２．質問に答え、理由も言いましょう。 

18	 次の時、彼らは何と言っていますか？ 
	 １．ジュリエットが話題を変えて写真の話をする時：写真がきれい 
	 ２．ジュリエットが教皇庁を少し知っているという時 
	 ３．フランスに闘牛があると知って：ジュリエットが驚く時 
	 ４．ジュリエットはその橋について知らない：詳しいことをたずねる時 
 
À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。［知らないもの・場所

について情報を得る、何がどこにあるか詳しく話す］ 
 
20   En situation :  
［友達２人に写真を見せましょう。彼らはあなたに質問します。 
テーマ：私の西ヨーロッパでのヴァカンス］     

Consigne, Unite 1. Leçon 8 : Environnement 

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 8  Activités 
 
p.56  Interaction orale  相手と話す	  
Échauffementウォーミングアップ	  
1 （１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 

 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a  ある場所についてきく・答える［空間に位置づける／丁寧な話し方］ 
2b  ある町についてきく・説明する［どんなところか／親しげな話し方］ 

3    以下の表現を使って質問し合いましょう。［位置関係・町の色々な場所］ 

4	 Activité 2-2aを参考にし、以下のイラストを見て質問し合いましょう。 
 

À vous de jouer 演じましょう 
5   Activité 3の地図を使い（ある場所についてきく）シーンを演じましょう。 
 
 
 
 

p. 57  Comréhension écrite  読んで理解する 
Échauffementウォーミングアップ 
6   よく聞きましょう。例にあるのと同じようにし、声に出して読みましょう。
［リズムグループに注意しましょう。］ 
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Lecture 読む 
7    内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。［賃貸住宅の広告］ 
［ヒント：pièce (部屋)	 ancien= vieux ≠neuf   ascenceur (エレベータ)   

sans≠avec	 calme (静か)≠bruyant］     
8    Activité 7の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
［logement (appartement, maison などの「住宅」をさす言葉)	  

banlieue (郊外)］ 
9    Activité 7の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
 
Pratique de la langueことばの使い方 
10  クラスの人と質問し合いましょう。［ヒント：être situé (～にある)］ 
 
p.58 Expression écrite書く・表現する   
Échauffementウォーミングアップ 
11   テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
Grammaire文法のポイント      
12    p.57 Activité7 の３つの住宅について質問し合いましょう。 
13    空欄を補い、２人で答えを確かめましょう。 
 
Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［Estelleの住む街につい
て］  
 
Ecriture  書く練習     
15 （１）あなたの住む街の紹介を書きましょう。 
	  （２）隣の人の紹介（プレゼン）を聞いて、メモをとりましょう。  
	  （３）メモしたものをクラスに報告しましょう。 
［ヒント：localisation（位置）	 avantages（長所）inconvénients（不便なこ
と）］	  

 
   

P. 59 Compréhension et  expression orales  聴解と口頭表現	  
Échauffementウォーミングアップ 
16	 発音しましょう。[S], [Z], [∫], [Ʒ] が発音されるところに下線を引き、表の合

うところに書入れましょう。 
 
Compréhension 理解する 
17   よく聞いて質問に答えましょう。 
１．カフェの隣にあるものにチェックをして、隣の人と確かめましょう。 
２．次の場所はどこにあるか言いましょう。 
３．質問に答え、その理由を述べましょう。 
	 	 １）なぜ Romainは彼の住む街は便利だと言っているのでしょう？ 
	 	 ２）Saint-Martin教会はどんな教会ですか？ 
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	 	 ３）Clément は Romainの街に住みたいと思っていますか？ 
	 	 ４）この街は本当に便利ですか？ 

18	 聞きましょう。彼らは何と言っていますか？ 
［ヒント：proposer de＋～（～することを提案する）	 déçu(e)（がっかりし
た）］ 

À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。 
［同意、または あまり気のすすまない同意 を示す表現］ 

20   En situation :  
	 １．あなたの街の地図（駅、郵便局、レストラン、公園等）を描きましょう。 
	 ２．隣の人の住む街について（地図を見て）質問しましょう。    

Consigne, Unite 1, Leçon 9 : Visites 

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 9  Activités 
 
p.62  Interaction orale  相手と話す	  
Échauffementウォーミングアップ 
1 ［話しことばでの[ə]の脱落、アンシェヌマン］  
（１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 
 
Échanges 会話  
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a q 出身についてきく・答える       
2b q 場所についてきく・答える  

     
3    以下の表現を使って質問し合いましょう。［旅行先ですること、名物料理］ 
4	 イラストを見て、質問し合いましょう。［出身や地方の名産品について質問
する］ 

5    イラストのシーンを演じましょう。 
 
 

p.63 Comréhension écrite読んで理解する	  
Échauffementウォーミングアップ 
6    よく聞きましょう。音節の数を数えて、声に出して読みましょう。 
	 ［アンシェヌマンと« e »の脱落］ 
 
Lecture 読む 
7    内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。［旅行記の音読］

   
8   Activité 7資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
［Carcassonne：地名］    

9   Activité 7の資料をよく読んで質問し合いましょう。 



Niveau	A1.1	du	CECRL		 	 	 	 	
	 	 	 Interactions	1	

Livret	de	l’apprenant	japonais	
	
	

日本語版学習ガイド 
	

27	

［Carcassonneについて質問する］   
   

 

Pratique de la langueことばの使い方 
10 《quoi》を使って質問し合いましょう。 
 
p.44 Expression écrite 書く・表現する  
Échauffementウォーミングアップ 
11   テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
Grammaire文法のポイント      
12   次の文の空欄 « de » « de la » « de »で補い、クラスの誰かと確かめましょ
う。 
          
13   適切な動詞を見つけて表を完成し、何人かで確かめましょう。 
［名詞から動詞を見つける］  

 
Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［Camargueの観光］
  
 
Ecriture  書く練習     
15 	 あなたの住む町や地方を紹介しましょう。次に、 
	 	 （１）隣の人の書いた紹介文を読みましょう。 
	 	 （２）クラスの誰かに、その人の隣の人の住む地域について質問し、答

えをメモしましょう 。            
 
P.65 Compréhension et  expression orales聴解と口頭表現	  
Échauffementウォーミングアップ 
16 	 発音しましょう。［E］［Œ］［U］の音に下線を引きましょう。 
	 	   次に以下の語を表の適切な欄に書き入れましょう。複数の欄に入る語も

あります）  
 
Compréhension 理解する 
17    Vidéo : « Qu’est-ce qu’il y a à faire ? » ビデオを見て、質問に答えましょ

う。 
18     よく見ましょう。何と言っていますか？ 
 
À vous de jouer 演じましょう 
19    まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。［興味、嬉しさの表
現］ 
20    En situation : あなたは Toursの観光案内所に行きます。そこでその地域、

観光名所、美味しい食べ物、レジャーなどについて調べ、メモしましょ

う。 
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Consigne, Unite 1, Leçon 10 :  

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 10 Activités 
 
p.70  Interaction orale  相手と話す 
Échauffementウォーミングアップ 
1  ［発音されない母音］  
（１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
（３）録音を聞きましょう。くり返し発音しましょう。 
 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 
2a q スケジュールを尋ねる      
2b q 提案する   

3    以下の表現を使って質問し合いましょう。［予定、行く先、曜日、時間帯］ 

4   イラストを見て、質問し合いましょう。 
［相手、第三者のスケジュールをきく、話す］ 
 

À vous de jouer 演じましょう 
5	 イラストのシーンを演じましょう。 
 
 

p. 71 Comréhension écrite 読んで理解する 
Échauffementウォーミングアップ 
6   よく聞きましょう。例にあるのと同じようにし、声に出して読みましょう。 
［アンシェヌマンと発音されない文字］ 

 
Lecture 読む 
7    内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。   
［フランス人のオフの過ごし方］     

8   Activité 7の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
［Qui (誰が) を用いた質問に答える］    

9   Activité 7の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
［Kévin, Laëtitia, Laurent のオフについて質問する］   
 

Pratique de la langueことばの使い方 
10   人称代名詞の強勢形：moi, toi, lui, elle, etcを使って質問し合いましょう。	  
 
p.72 Expression écrite書く・表現する  
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Échauffementウォーミングアップ 
11   テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
Grammaire文法のポイント      
12   組み合わせましょう。［主語に合う動詞の現在形を組み合わせる］ 
13   次の表現を用いて質問し合い、答える時に à la /a l’/ au/ auxを使いまし
ょう。 
［名詞から動詞を見つける］ 

           

Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［Laëtitiaへのメール］
  
 
Ecriture  書く練習     
15 （１）あなたの予定を表に書き入れましょう。 
	  （２）隣の人と予定を合わせて何かをする約束をしましょう。 
	  （３）他の 2人の人とも同じようにしましょう。 
［自分・相手・第三者の予定を話しながらメモする］	   

 
P.73 Compréhension et  expression orales  聴解と口頭表現  

Échauffementウォーミングアップ 
16	 発音しましょう。[e][œ][u][y] の音に下線を引きましょう。 
	 	  次に、以下の語を表の適切な欄に書き入れましょう。 
（複数の欄に入る語もあります）［発音と綴り字を結びつけて覚える］  
 

Compréhension 理解する 
17   Vidéo : « Tu fais quoi ce week-end ? » ビデオを見て、質問に答えましょう。 
18   よく見ましょう。何と言っていますか？ 
 
À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。［否定形を使って答え
る］ 
20   En situation : 隣の人に予定についてききましょう。週末にすることを提

案しましょう。彼（彼女）のすることについてメモをとりましょう。 
［予定をきく・知らせる］     

Consigne, Unite 1, Leçon 11 : 

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 12  Activités 
 
p.76 Interaction orale  相手と話す 
Échauffementウォーミングアップ 
1 ［リズムに注意しましょう］ 
(1) 先生の後についてくり返しましょう。 
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(2) 隣の人が発音します。聞こえたものを指さしましょう。 
(3) 録音を聞きましょう。聞こえたものを指さしましょう。 
 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a	 時刻とスケジュールについてきく（職場で）     
2b  時刻とスケジュールについてきく（家で） 

3    以下の表現を使って質問し合いましょう。［1日の予定・交通手段・時刻］ 

4	 イラストを見て、質問し合いましょう。 
 

À vous de jouer 演じましょう 
5	 イラストのシーンを演じましょう。 
 
 

p. 77 Comréhension écrite 読んで理解する	  
Échauffementウォーミングアップ 
6   よく聞きましょう。例にあるのと同じようにし、声に出して読みましょう。 
［プロゾディ：イントネーション＋リズム／文のアクセントの位置 ］  

 
Lecture 読む 
7   内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。 
［仕事のメール：RDV＝rendez-vous ］     

8   Activité７の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
［誰がどういう目的で書いたものか、全体的に理解するための質問］ 

9   Activité７の資料をよく読んで質問し合いましょう。 
［交通手段やスケジュールについての具体的な質問］ 
 

Pratique de la langueことばの使い方 
10	 質問し合いましょう。［時間について質問する－答える］ 
 
p.78  Expression écrite書く・表現する  
Échauffementウォーミングアップ 
11    テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
Grammaire文法のポイント      
12    空欄に書入れましょう。クラスの人と確かめましょう。 
13    与えられた表現を使って質問をし合いましょう。 
 
Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。［携帯の SMS］  
 
Ecriture  書く練習     
15 （１）隣の人にスケジュールについて質問し、表にメモしましょう。 
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	  （２）他の人たちの話を聞いて、スケジュールをメモしましょう。 
  
 
P.79 Compréhension et  expression orales  聴解と口頭表現 
Échauffementウォーミングアップ 
16	 発音してからそれを数字を使って書きましょう。 
［アクセントと音節数に注意しながら言いましょう］  

 
Compréhension 理解する 
17   よく聞いて、質問に答えましょう。Le train arrive à quelle heure ? 
１．正しい答えをチェックしましょう。	  
２．答えましょう。理由を説明してください。 

18   よく聞きましょう。何と言っていますか？ 
 
À vous de jouer 演じましょう 
19   クラスの人と使ってみましょう。［問い合わせる、内容を確認する］ 
20   En situation : ［列車のチケットを予約する］ 
１．友達からのメールを見ましょう。あなたは具体的な列車の時間も値段

も知りません。SNCF（フランス国鉄）の職員とお客になって演じましょ
う。 

２．出発と到着の時刻、切符の合計金額と１人分の金額をメモしましょう。 

 

Consigne, Unite 1, Leçon 12 :  

Interactions 1	 	 Unité 1, 	 Leçon 2  Activités 
 
p.82  Interaction orale   相手と話す 
Échauffementウォーミングアップ 
1 （１）先生の後について言いましょう。	  
（２）隣の人が発音します：聞こえたものを指さしましょう。 
（３）録音を聞きましょう：聞こえたものを指さしましょう。 

 
Échanges 会話   
2	 よく聞いて、まねしましょう。 

2a  誘う・提案する（昼食）・応じる／断る・理由を述べる［職場で］ 
2b  誘う・提案する（週末の外出）・断る・理由を述べる［友人間で］ 

3    以下の表現を使って質問し合いましょう。 
［食事やイベント等に誘う時の表現	 ／passer un examen : 断る理由の例］ 

4	 イラストを見て、質問し合いましょう。［ヒント：une réunion 会議］ 
 

À vous de jouer 演じましょう 
5	 イラストのシーンを演じましょう。 
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p. 83  Comréhension écrite読んで理解する	  
Échauffementウォーミングアップ 
6    よく聞きましょう。例にあるようにイントネーションの印をつけ、声に出

して読みましょう。［リズムとメロディーに注意して聞き、言ってみましょ

う。］ 

 
Lecture 読む 
7     内容を観察しましょう。次に声に出して読みましょう。 
［誘い・提案のメールへの返事］   

8     Activité 7の資料をよく読んで２人組で次の質問に答えましょう。 
［ヒント：proposer	 （提案する）］ 

9    よく読んで質問し合いましょう。   
 

Pratique de la langueことばの使い方 
10	 質問し合いましょう。［動詞の原形を、実際に使う時のように主語に合わせ 

て活用しましょう。 
 
p. 84  Expression écrite書く・表現する   
Échauffementウォーミングアップ 
11    テクストを書き写して隣の人と比べましょう。  
 
Grammaire文法のポイント      
12    空欄を補い、クラスの人と答えを確かめましょう。 
13    例にならって会話をつくりましょう。 
           

Dictée  ディクテーション＝聞きとって書く 
14	 よく聞いて書きとり、隣の人と比べましょう。[Camilleから Kévinへの提案]
  
 
Ecriture  書く練習     
15 （１）隣の人に何かに招待するメールを書きましょう。 
	  （２）メールを交換しましょう。 
	  （３）返事を書きましょう。 
［イントロ／イベント等について（誰と・いつ・何時に・どこで）・招待する表

現／詳細（待ち合わせの時間など）／結び	 	 という展開で書きましょう。］	  
   
 

P.85 Compréhension et  expression orales聴解と口頭表現 
Échauffementウォーミングアップ 
16	 発音しましょう。鼻母音に下線を引き、表に合うように書入れましょう。 
  
Compréhension 理解する 
17	 今夜は時間がありますか？	  
１. 合うように組み合わせましょう。 
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２. 例にならって質問し合い、表に書入れましょう。 
 

18	 見てみましょう。彼らは何と言っていますか？ 
	 ［ヒント：TDD : test de dessin	 注：フランスの学生もよく略語を用います。学
校の科目の中でも例えば体育は EPS : éducation physique et sportiveとなり、
TGVと同様にアルファべのまま EPSと発音されます。］ 

 
À vous de jouer 演じましょう 
19   まねしましょう。クラスの人と使ってみましょう。［誰かに何かをしよう、

と提案する・誘いに応じる／丁寧に断る］ 
 
20   En situation :  
	 １. 例にならい、表にあなたの週末の予定を書入れましょう。 

（注意！：話す時は	 « Je travaille» と言いますが、メモとして書くに
は、 « Travail»と名詞で書きます。 ） 
 

	 ２. あなたは週末にクラスメートと出かけたいと思っています。 
	        a 何がしたいか伝えましょう。 
           b そこに誘いましょう。 
	 	 	 c 約束をしましょう（どこに何時か） 
	 	 	 d 場所、日時、約束の場所と時間をメモしましょう。   
    

GRAMMAIRE 文法のまとめ  

Grammaire, Leçon 1, Règle (フランス語の規則) 

！	 p.12  Règle No.1 :［動詞の活用（語末の）表記と発音	 ］ 
	 	    je/ il/ elle : 活用語尾の e,  tu：活用語尾の es はどちらも発音されません。 
	 	    vous : -ez ［e］と発音します。 
！	 p.12 Règle  No.2 : ［形容詞：性の一致―女性形］  
	 	 	 男性形：enchanté  女性形 enchantée  ［eを加筆・発音はそのまま］ 
       	 注： 男nouveau  → 女nouvelle	   ［発音が変わる時もある］   
！	 p.13 Règle NO.3 : フランス語のアルファベットは 26文字ですが、発音される

音の数は 36、その表記法の数は 130とさらに多くなります。 
このため、発音記号(API)は発音の仕方を区別するために便利です。 

Grammaire, Leçon 2, Règle(フランス語の規則) 

！	 p.18 Règle  No.4:［masculinから fémininへ：表記・発音の変化 ］ 
！	 p.18 Règle  No. 5:［動詞êtreの活用＝不規則動詞＝要暗記！］ 

Grammaire, Leçon 3, Règle(フランス語の規則) 

！	 p.24 Règle  No. 6:［大文字の使い方］ 
・固有名詞、文頭には大文字を使います。・人称代名詞は、文頭以外小文字で
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書きます 
！	 p.24 Règle  No. 7 :［動詞 avoirは不規則動詞なので活用は要暗記です。  

Grammaire, Leçon 4, Règle(フランス語の規則) 

！    p.32 Règle  No.8:［-er動詞：活用語尾が規則的に変化します。］ 
           それぞれの主語に対応する語尾の終わり方と発音 

je, il, elle → -e［発音されない］  	    Nous → -ons [ õ ] 
Tu → -es [発音されない]   	   Vous → -ez [ e ] 
ils, elles →-ent [発音されない] 

	 注目：-er動詞は「第 1郡規則動詞」です。語幹の発音は全てに共通します。 
！	 p.32 Règle  No. 9 :［好み(感情)について話す時に用いる動詞aimer, adorer, 

préférer, détesterなどの後には定冠詞 le, la, lesを使います。］  

Grammaire, Leçon 5, Règle(フランス語の規則) 

！	 p.37 Règle  No. 10: 
[beaucoup de ：たくさんの～（がある）≠	 peu de ：ほとんど～ない] 
 

！	 p.37 Règle  No. 11 :［Aimer とVoulirの条件法：語調を和らげるためによく使
われます。］ 

！	 p.38 Règle  No. 12 :［1つ目の動詞は活用されているとき、2つ目の 
動詞は原形のままで使います。原形は「～すること」として考えま

す］ 
Les jeunes préfèrent surfer sur Internet （若い人たちはネットサーフするこ
との方が好きだ） 

！	 p.38 Règle  No.13 :［定冠詞と指示形容詞の使い方］ 
・習慣について話す時「ふつう夕方は」「週末はいつも」→	 le を使います。 
・特に「今晩」「今週末は」と具体的に指し示す時	   → ce を使います。 

！	  P.39 Règle NO.14 :「半母音」[W] / [ɥ ]について 
            oui , nuit はそれぞれ母音が２つあるように見えますが、1つの音として発音し

ます。  
 

Grammaire, Leçon 6, Règle(フランス語の規則) 

！	 p.43 Règle  No.15 (13) : avoir と être	 三人称複数形の時の発音の注意 
         avoir : Ils ont un animal... [ilzõ] と発音されます（リエゾン : s は[z]と発音）。 
	  être : Ils sont abandonnés. [ilsõ] と発音されます（Ilsの « s » は発音されません）。 
 
！	 p.43 Règle  No.16 (14) :［否定疑問文に肯定文で答えるときは、文頭で

Oui の代わりに Si を使います。また、否定文で答える時には Nonを使い
ます。］ 

 
！	 p.44 Règle  No.17 (15) :［所有物について話すとき→不定冠詞］ 
	      動詞[ avoir ] + un＋男性名詞・単数／une＋女性名詞・単数／des＋複数名詞 
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  ＊否定文の場合：ne + avoir+ pas de + 子音で始まる語／pas d’+ 母音で始まる語 
！	 p.44 Règle  No.18 (16) : ［理由についてきく時］ 
	 	  質問するときは疑問詞 Pourquoi 、答えるときは parce que を使います。 
	 	 ［英語の疑問詞Why と接続詞 becauseと同様の働きをする表現です。］ 
 
Grammaire, Leçon 7, Règle(フランス語の規則) 
！	 p.51 Règle  No. 19 (17) ［（世界に）１つしかない場所を指し示す］： 
	 	   観光名所など、固有の場所を言い表すときは定冠詞(le/la/les)を使います。 
	 	   男性名詞の前には le, 女性名詞の前には la, 複数の名詞の前には lesを用います。

母音で始まる単数の名詞の前では l’ を用います。 
！	 p.52 Règle  No. 20 (18) :［語幹の発音が２種ある動詞	 connaître］ 
	      主語が je, tu, il, elle の時の発音はすべて同じです。[konɛ] 
	 主語が nous, vous, ils, elles の時、語尾を除いた部分の発音は[konɛs]となりま
す。 

！	 p.58 Règle  No. 21 (19) :［指示形容詞の使い方］ 
男性名詞の前では ce, 女性名詞の前では cette, 複数名詞の前では cesを 
用います。ただし、母音で始まる単数の男性名詞の前では cetを用います。 

Grammaire, Leçon 8, Règle(フランス語の規則) 

！	 p.57 Règle No. 22 (20) : « Quel... ?» ときかれた時は « C’est...»と答えます。 
  
！	 p.58 Règle  No. 23 (21) :［否定の表現］ 
	     否定表現では « ne....pas » を使います。 « ne »の次に母音で始まる語がくると、 

« n’...pas » とエリジオン（母音字の省略）が起こります。 
« Il y a...»（～がある）が否定形になる時は、 « Il n’y a pas...»となり、名詞の
前の冠詞（un, une, des）は « de »（ゼロ＝何もないことに用いる冠詞）が使
われます。また、 « de»の次に母音がくる時も « d’» （= élision）になります。 
   

！	 p.58 Règle  No. 24 (22) :［不特定／特定の もの・人を指し示す］ 
冠詞は、特定されたものでなければun, une. des を用い(Une famille)、特定
されているものを示す時は、le, la, les を用います(La famille Durand)。また、
定冠詞le, la, les は何かの全体を指し示す場合(La population, la Terre)、ある
領域での唯一のもの・人という意味を示す時にも使います(La reine, le roi) 。 

！	 P.59 Règle NO. 25 (23) : [２つの母音の間の « S» は [Z]と発音される。]  

Grammaire, Leçon 9, Reègre(フランス語の規則) 

！	 p.64 Règle No.26 (24) :［de + 定冠詞］ 
！	 p.64 Règle No.27 (25) :［名詞化＝動詞を名詞にする］ 
注意！名詞化はいつでも可能とはかぎりません。  

！	 p.65 Règle No. 28 (26) : e が  [E]と発音されるとき 
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Grammaire, Leçon 10, Règle(フランス語の規則) 

 
！	 p.71 Règle  No. 29 (25) :	 強勢形人称代名詞 
！	 p.72 Règle  No. 30 (26) :［第 3群の動詞活用／aller と faire］ 
！	 p.72 Règle  No. 31 (27) :［前置詞  à＋定冠詞  についての注意］ 

Grammaire, Leçon 11, Règle(フランス語の規則) 

！	 p.78 Règle  No. 32 (28) : ［動詞の活用の特徴と注意点］ 
！	 p.78 Règle  No. 33 (29) : ［命令形：命令する、頼む、助言する］ 

Grammaire, Leçon 12, Règle(フランス語の規則) 

！	 p.83 Règle  No. 34 (30) : 提案する・丁寧に断る・再度頼む（ねばる） 
         Tu sors...? よりも Viens（おいでよ：命令形）はさらに強い口調になります。 
         断る前に« Je voudrais bien, mais...» という一言を言うと語調が和らぎます。 
！	 p.84 Règle No . 35 (30) :［動詞 vouloir, devoir, venirの語幹の発音はそれ

ぞれ 3種類あります。］ 
vouloir : [vŒ] veux / veut    [vul~] voulons / voulez  [vœl] veulent 
devoir  : [dwa] dois / doit    [dəv] devons / devez    [dwav] doivent 
venir   : [vjὲ] viens / vient   [vən~] venons / venez   [vjɛn] viennent 
 

！	 p.84 Règle  No.  36 (31)  :［否定命令文］ 
注意！-er動詞の二人称単数の時は語末の s は省かれます。 
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練習問題  の指示文  Consigne des exercices 

Consigne des exercices, Leçon 1 

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 1   Exercices 
（必要に応じて Annexe, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。） 
 
Échanges  p.14 
１（答えから想像して）質問を書きましょう。 
２	 （	 ）内の情報をもとに Il /Elleを用いて以下の人物を紹介しましょう。 
３	 次の語を表の適切な列に書入れましょう。 

[y]/[u]または [wa]と発音される部分に下線をひきましょう。 
 

Lecture 
４   資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。 
	 ヒント：texto = SMS   un homme(男性) 	 une femme（女性）  

prof = professeur 
   
Écriture p.15  
５  よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
 
６  p.14の４の資料を参考にして自己紹介をしましょう。 
Compréhension 
７ よく聞いて、聞こえた音をチェックしましょう。（表にチェックＶを入れ
る） 
 
８ よく聞いて、以下の問いに答えましょう。 
１．どの場面か、写真からえらびましょう。 
２．formelle （形式的＝礼儀正しく話している）、informelle （非形式的＝親し
げ）どちらの場面ですか？ 

	 ３．それぞれの人たちの名前は？ 
	 ４．次のセリフは誰が言っていますか？ 
 

あなたの国の言語では何といいますか？ 
« Appelez-moi Isabelle.» : 
« Euh... d’accord.» :  

 

Consigne des exercices, Leçon 2 

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 2   Exercices 
（必要に応じて Annexe, p.90-91の活用表を参照しましょう。） 
 
Échanges  p20 
１  彼らの職業は何ですか？ 
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２  次の有名人の国籍は何でしょう？インターネットで調べましょう！ 
３  syllabe＝音節 の数によって次の語を分類しましょう。 
Lecture 
４  資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。 
 
Écriture  p.21 
５  よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
６   p.20 の４の資料を参考にして、自分についての情報を書き入れましょう。 

 
Compréhension 
７  よく聞いて、masculin／fémininどちらかにチェックしましょう。 
８  よく聞いて、以下の問いに答えましょう。 
	 １．次の写真はどの場面でしょう。 
	 ２．もう 1度よくきいて、カードに情報を書き入れましょう。 
 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
« Ah, très bien.»  
« Vous êtes inscrit ! »  

Consigne des exercices, Leçon 3 

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 3   Exercices 
（必要に応じて Annexe, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。） 
 
 Échanges  p.26 
１  次の計算の結果（数値）をフランス語で書き入れましょう。 
２  動詞 avoir	 を主語に合わせて正しく活用させましょう。 
３  次の語を発音に従って表中の合う場所に書入れましょう。関連する音の発
音されるところに下線をひきましょう。 

 
Lecture 
４  資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。 
	  ヒント：professionnel（仕事関係の）    amical（友人同士の） 
 
Écriture  p.27    
５  よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
６  ホテルの予約カードに必要事項（自分について）を書き入れましょう。 

 
Compréhension 
７  よく聞いて、聞こえたものをチェックしましょう。 
８  よく聞いて、以下のメモに情報を書き入れましょう。 
	 １．留守番電話のメッセージをきいて、カードに書入れましょう。 
	 ２．メッセージをよく聞き、１～４の問いに答えましょう。 
 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
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« Téléphone-moi » :  
« Écris-moi » :  

 

Consigne des exercices, Leçon 4   

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 4  Exercices 
	

Échanges p.34 
１  次のイラストを参考にして、動詞の活用に注意しながら文を書きましょう。 
	   例をよく見ましょう（p.30の語彙も参考に）。 
２  例にならい、質問になるべく詳しく答えましょう。 
３  例にならい、発音されない文字を線で消しましょう。 

 
Lecture p.35 

４  資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。 
	  ヒント：il y a 10 minutes（10分前）personnellement, ...（個人的には）  

plus sérieux（もっと真面目な）une enquête（アンケート）   
vrai（本当の）  faux（うその） un article de magazine（雑誌の記事） 

 
Écriture 

５  よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
６  p.34の Exercice４,	 5月 25日（土）のテレビ番組プログラムを参照し、
コメントを書きましょう。 

 
Compréhension 

７  よく聞き言ってみましょう。[R]の音が何回聞こえるか、書き入れましょう。 
８  よく聞いて、以下の問いに答えましょう。（3人への街頭インタビュー） 
	 １．何についてのアンケートですか？ 
	 ２．最初の人はよくテレビを見ます←C’est vrai. / C’est faux どちらですか？ 
	 ３．彼女は何の方が好きだと言っていますか？ 
	 ４．2番目の人が好きなのは？	  
５．彼の奥さんが好きではないものは？ 
	  6．（3番目の）青年はどのようなプログラムが好きですか？ 
 

あなたの国の言語では何といいますか？ 
« Eh bien, euh...»                    « Ça va pas ? »  

 

Consigne des exercices, Leçon 5 

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 5   Exercices 
 
（必要に応じて Annexe, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。） 

Échanges  p.40 
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１  空欄に合う動詞を書入れましょう。動詞の活用に注意しましょう。 
２  動詞 aimer または vouloir を以下の空欄に書入れましょう。 
３  動詞をその原形の発音に従って分類しましょう。 
発音記号で示された音に対応する部分に下線を引きましょう。 

 
Lecture 

４  資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。［メール：土曜の夜の外
出］   
ヒント：les autres （その他の人たち） 
Q6. メッセージの色分けとその役割について合うものを結びましょう。 

la conclusion（結論）la signature（サイン） 
 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
 « Dis-nous » :                   « On attend ta réponse » : 

 
Écriture p.41 

５  よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
６  フランス人の友人（男性でも女性でもよい）に e-mailを書き、週末にす
ることを提案しましょう。p.40- Exercice 4の資料を参考にして、５つの
部分を意識しながら書きましょう。 

 
Compréhension 
７  よく聞いて、聞こえたものをチェックしましょう。 
８  よく聞いて、以下の問いに答えましょう。 

1. ジャーナリストは   □ 新作映画／□ ニュース／□ コンサート を紹介している。 
2. 彼らは	   □ あるアンケート／□ スポーツ／□ 音楽	 について話して
いる。 

3. 次の一覧表の空欄を埋めましょう。［フランス人の好きなこと］ 
4. ジャーナリストは何をするのが好きだと言っていますか？ 

 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
« Est-ce que c’est vrai, Claire ? » :  
« ....n’est-ce pas, Claire ? » :  

 

Consigne des exercices, Leçon 6  

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 6   Exercices 
	
（必要に応じて Annexe, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。） 
Échanges  p.46 
１  質問に答えましょう。可能なら（例を参考に）より詳しく答えましょう。 
    ［否定疑問文の答え方に注意しましょう！］ 
２  例にならい、答えを想像して書きましょう。 
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３  次の語を音節の数にしたがって分類しましょう。 
  

Lecture 
４  資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。 
	 ［ヒント : participer à（～に参加する） gagner （当てる・勝ち取る）  

vite（速く） Je vous remercie pour ～（～をありがとうございます）］ 
 
 
Écriture  p.47 
５   よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意！：サンタさん

への手紙］ 
６   Leclerc（大型スーパーチェーン）のお客様係宛に返事を書きましょう。 

p.46 の Exercice 4 の資料を参照し、4つの部分を意識しましょう。 
 

Compréhension 
７  よく聞いて、聞こえたものをチェックしましょう。 
８  よく聞いて、以下の問いに答えましょう。［街頭アンケート：クリスマスプレゼン
ト］ 
	 1. これは  □ クリスマス前／□ クリスマス後／□ クリスマス当日 

2. リポーターはどこにいますか？ 
3.  1番目／2番目／３番目に質問に答えたのはそれぞれ誰ですか？ 
4.  これらの人たちはクリスマスに何がほしいと言っていますか？ 
	    写真の下に personne 1, personne 2, personne 3と書入れましょう。 

5. 若い男性の回答者の両親はなぜそれに同意していないのでしょう？ 
6. 男性回答者の婚約者はなぜそれに同意していないのでしょう？ 
 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
« Vous pouvez interroger une dernière personne ? » 
« Joyeux Noël ! »  
 

 
Consigne des exercices, Leçon 7 
Interactions 1    Unité 1,   Leçon 7   Exercices 
（必要に応じて Annexe, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。 
 
Échanges  p.54 
１  例にならい質問に答えましょう（必要ならインターネットで調べましょ
う）。 
２  質問に答えましょう。可能なら、詳しく場所を説明しましょう。 
３  次の文を音読しましょう。 
発音されない文字を消し、リエゾンするところに印をつけましょう。 

 
Lecture 
４  資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。 
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Écriture  p.55 
５ よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
６  p.54 Exercice 4の資料を参考にして、あなたのいる町から友達に絵葉書を
書きましょう。その町はどこか、何があるか、どんなところか、そこで何

をするのが好きか、何をするのが嫌いかを書いて下さい。挨拶と結びのひ

とことも忘れずに書きましょう。 
 

Compréhension 
７  よく聞いて、聞こえたものをチェックしましょう。 
 
８  よく聞いて、以下の問いに答えましょう。［lieu （場所）］ 
 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
« 1 point pour Stéphanie.»  
« Ce n’est pas ça.»  

 

Consigne des exercices, Leçon 8 

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 8   Exercices 
 

（必要に応じて Annexe, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。） 
Échanges	 p.60 
１	 p.61の地図を見て質問に答えましょう。［ヒント：commissariat(警察
署)］ 
２	 p.61の地図を見て、以下の場所がそれぞれ１～６のどの文に対応するか 
考えましょう。（答える時は指示に従い「～番目の文です」と答えましょ

う。 
「1番目の」は le premier男性形、 la première女性形の区別がありま
す。） 

３	 発音されない « e » を消し、音節の数によって以下の語を分類しましょう。 
Lecture 
４	 資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。 
  １．グレーのスペースに各部分に合うタイトル(a-d)を書きましょう。 
  ２．質問に答えましょう。 
	  a. フランスの伝統的な町の中心街には何がありますか？ 
     b. あなたの意見では中心街にはどんな公共機関がありますか？ 
     c. 中心街に住むのはなぜ難しいのでしょう？	  
     d. なぜ多くのフランス人たちは郊外に住む方がよいというのでしょう？ 
     e. フランスでは、職場からかなり遠いところに住むこともできますか？ 
 
Écriture	 p.61 
５  よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
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６   Exercice 4をモデルにして、あなたの国の町（またはあなたの住む町）の
紹介文を書きましょう。まず町の中心街について紹介し、そこでの生活に

ついて説明しましょう。次に郊外についてはどうかを話し、人々はどちら

を好むかを述べましょう。タイトルも挿入しましょう。 
 

Compréhension   
７  よく聞いて、聞こえたものをチェックしましょう。 
８  よく聞いて、以下の問いに答えましょう。 
	 Situation 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 Situation 2 
	 １）電話をかけているのは誰ですか？               １）電話かけているのは誰ですか？ 
	 ２）彼はどこにいますか？	 	 	 	 	 	 	 	 	   ２）彼女はどこにいますか？ 
	 ３）Nathalieのアパートの位置を地図に記入。 ３）旅行代理店はどこですか？地図に記入。 
	 ４）彼女は何階に住んでいますか？	 	 	 	  	  ４）旅行代理店の隣には何がありますか？ 
	 ５）彼女のアパートの部屋番号は？	 	 	 	  	  ５）旅行代理店は何番地にありますか？ 
 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
« Tu es en retard, tu sais. » 	 	 	 	 	 	 	 	 « À tout de suite ! » 

Consigne des exercices, Leçon 9 

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 9   Exercices 
（必要に応じて Annexe, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。） 
 
Échanges	 p.66 
１	 例にならって答えましょう。［名産の料理がどこのものかきく／答える］  
  
注意：国の名前を使う時  

ça vient du ＋国名（男性名詞）     
ça vient de＋国名（女性名詞）     
ça vient d’＋国名（母音で始まる）     
ça vient des＋国名（複数名詞）  

  
２	 例にならって答えましょう（答えは１つとは限りません）［見るべき観光  
名所についてたずねる／答える］。  

  
３	 発音に従って表に以下の語を書き入れましょう。また、該当する音が発

音される部分に下線を引きましょう。  
  
Lecture  
４	 資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。［ブルゴーニュ地方につい

て］  
  
Écriture p.67 
５	 よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］  
６	 ４の資料にならって、あなたの住む地域の紹介文を書きましょう。  
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Compréhension  
７	 よく聞いて、聞こえたものをチェックしましょう。  
８	 よく聞いて、以下の問いに答えましょう。  
	 	 ［まず１のカードに書き入れましょう。２～５の問いに答えましょう。］  
  
あなたの国の言語では何といいますか？ 
« deux mots sur ma région : » 	 	 	 	 	 	 	 	  
« Voilà, c’est tout ! » 
 

Consigne des exercices, Leçon 10 

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 10   Exercices 
（必要に応じて Annexe, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。）  
  
Échanges p.74 
１  以下から動詞を選んで適切な形に活用しましょう。 
 
２  以下のような人たちはどのようなところへ行くかを示す文を作りましょう。 
 
３  [aR]／[ER] 発音に従って表に以下の語を書き入れましょう。 
また、該当する音が発音される部分に下線を引きましょう。 

 
Lecture 
４  資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。 
 
Écriture p.75 
５  よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
 
６  余暇（休日）にすることについて書きましょう。 
	   余暇によくすることは何か書きましょう 
	   好きなことは何か、どんなスポーツをするか、熱中していることはあるか、 
	   もっと自由な時間がほしいか、それはなぜか、などについて述べて下さい。 
 
Compréhension 
７  よく聞いて、聞こえたものをチェックしましょう。 
 
８  よく聞いて、以下の問いに答えましょう。［街頭でのインタビュー］ 
 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
« Je vous en prie .»	 → 
« C’est pourquoi ?»	 → 
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Consigne des exercices, Leçon 11 

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 11   Exercices 
 
（必要に応じて Annexes, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。） 
Échanges p.80 
1   « partir » « arriver » を適切な形に活用し、文を作りましょう。 
（« de », « à » なども必要に応じて加える必要があります） 
２  ある企業の従業員の 1日のスケジュールです。動詞を適切な形にしましょ
う。 
	 （まずは適切な動詞を選びましょう。2回用いるものもあります） 
３  声に出して読みましょう。発音されない文字を消し、音がつながるところ
にしるしをつけましょう。 

 
Lecture 
４  資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。［列車のチケット予約］ 
	 １．Jérémyはなぜインターネットでチケット予約ができないのですか？ 
	 ２．（メールを読んで）チケット予約に必要な事項を記入しましょう。 
	 ３．彼はなぜ 19時前にパリに帰りたいのですか？ 
 
Écriture p.81 
５  よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
 
６  あなたは以下のチケットを予約したいのですが、インターネットに接続で
き 
ません。Ex.4の例を見ながら友人にメールを書いて、チケット予約に必要

な 
ことを伝えましょう。 

 
Compréhension 
７  よく聞いて、聞こえたものをチェックしましょう。 
 
８  よく聞いて、以下の問いに答えましょう。［何が変(bizarre)なのでしょ
う？］ 
 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
« Qu’est-ce qui se passe ? »  
« Attends ! » 
« Je vous en prie. Bon voyage ! »   

 

Consigne des exercices, Leçon 12 

Interactions 1    Unité 1,   Leçon 12   Exercices 
（必要に応じて Annexe, p.90-91の動詞活用表を参照しましょう。） 
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Échanges  p.86 
１  動詞 pouvoir, devoir, vouloir を適切な形にして使いましょう。 
 
２  Leçon 12に出てきた語彙を参考に、例にならってより丁寧にたずねましょ
う。 
 
３  次の文中の語を、発音に従って表の適当なところ（複数のときもありま
す）に書入れましょう。また該当する音が発音される部分に下線を引きま

しょう。 
 

Lecture 
４  資料をよく読み、以下の問いに答えましょう。 
 
Écriture  p.87 
５  よく聞いて書きとりましょう。［発音されない文字にも注意しましょう］ 
	  
６   Exercice 4を参考にして、Marine から Thomasへのメッセージ（彼女が

Thomasに最初に送ったメッセージ）を想像して書きましょう。挨拶、提
案する内容（いつ、何時に、どこへ行くか）、さらに細かい点（誰が一

緒か、約束の時間と場所）を言い、最後に結びの言葉もつけましょう。 
 

Compréhension 
７  よく聞いて、聞こえたものをチェックしましょう。 
 
８  よく聞いて、以下の問いに答えましょう。［留守番電話のメッセージを聞

く： 
１～４＝Jessicaの提案に関して、５～６＝Fabienの返事に関して］ 

 
 
あなたの国の言語では何といいますか？ 
« Merci pour ton invitation. »  
« Passe le bonsoir à Yasmine. »  
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Lexique page par page pour chaque leçon 

Lexique, Leçon 0 

 
accent  n.m. aksɑ ̃ アクセント 

aigu adj. egy é : e accent aigu 

aller v. ale 行く 

apostrophe n.f. apostrof アポストロフ(’)	  

appeler  v. aple 呼ぶ 

bof interj. bɔf まあ、ふん	
bonjour n.m. bɔ̃ʒuʀ こんにちは 

bonsoir n.m. bɔ̃swaʀ こんばんは 

Céline n.pr.f selin （固有名詞）女性の名前 

circonflexe adj. siʀkɔ̃flεks ê : e accent circonflexe 

comment adv. kɔmɑ ̃ どのように 

deux adj. dø 二つの 

dire v. diʀ 言う 

en français n.m. ɑ̃ fʀɑ̃sε フランス語で 

enchanté/enchantée adj. ɑ̃ʃɑ̃te はじめまして 

et  conj. e ～と 

excusez-moi v. εkskyze-mwa すみません 

grave adj. gʀav è：e accent grave 

Julien n.pr.m. ʒyljε ̃ （固有名詞）男性の名前 

Leroy n.pr. løʀwa （固有名詞）姓 

merci interj. mεʀsi ありがとう 

moi pr. mwa 私 

Nicolas n.pr.m. nikola （固有名詞）男性の名前 

pardon interj. paʀdɔ̃ すみません 

Pas mal adv. Pas mal まあまあ 

pas très bien adv. pɑ tʀε bjε ̃ あまりよくない 

pouvoir  v. puvwaʀ できる 

répéter v. ʀepete 繰り返す 

s’écrire v. sekʀiʀ 書かれる 

s’il vous plaît interj. sil vu plε お願いします 

savoir v. savwaʀ 知る 

tréma adj. tʀema ë : e tréma 

très bien adv. tʀε bjε ̃ とても元気 

vous pr. vu あなた 

Lexique, Leçon 1 

Leçon 1, POI 

à côté de n.m. a kote də ～の隣に 
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Alexandre n.pr.m alεksɑd̃ʀ  （固有名詞）男性の名前 

bienvenue n.f. bjεṽny ようこそ 

bonsoir n.m. bɔ̃swaʀ こんばんは 

comment adv. kɔmɑ̃ どのように 

d’accord n.m. dakɔʀ OK 

elle  pr.f. εl 彼女 

Euh interj. ø ええと 

fille n. f. fij 女の子 

formel/formelle adj. fɔʀmεl 形式的な、あらたまった 

garçon n. m. gaʀsɔn 男の子 

habiter v. abite 住んでいる 

informel/informelle adj. εf̃ɔʀmεl くだけた 

Isabelle  n. pr. f. izabεl （固有名詞）女性の名前 

lui  pr. m. lɥi 彼 

madame n. f. madam –さん（既婚女性に対する敬称） 

Manon n. pr. f. manɔ̃ （固有名詞）女性の名前 

Martin n. pr. maʀtε ̃ （固有名詞）男性の名前または姓 

moi pr. mwa 私 

monsieur n. m. məsjø −さん (男性に対する敬称) 

où adv. u どこ 

Paris n. pr. m. f. paʀi パリ 

personne n. f. pεʀsɔn 人 

ravi/ravie adj. ʀavi 喜んでいる、うれしい 

s’appeler v. saple ～という名前である 

salut interj. saly やあ 

Strasbourg n. pr. m. f. stʀasbuʀ ストラスブール（町） 

toi pr. twa 君 

Toulouse n. pr. m. f. tuluz トゥールーズ（町） 

vous pr. vu あなた 

Youssouf n. pr. m. Jusuf （固有名詞）男性の名前 

 
Leçon 1, CE 

Alexandre n. pr. m. alεksɑ̃dʀ （固有名詞）男性の名前 

ami/amie n. m. f. ami 友達 

Aramis  n . pr. m. aʀamis （固有名詞）男性の名前 

classe n. f. klɑs クラス／教室 

commenter  v. kɔmɑ̃te コメントする 

connaître v. kɔnεtʀ 知る、知っている 

contact  n. m. kɔtakt コンタクト、接触 

dans  prep. dɑ ̃ ～の中で、～で 

faire votre connaissance v. fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s 知り合う 

féminin/féminine adj. feminε/̃feminin 女性形の 
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forum n. m. fɔʀɔm フォーラム 

bibliothèque n. f. biblijɔtεk 図書館 

Grenoble n. pr. m. f. gʀnɔbl グルノーブル（町） 

historique n. m. istɔʀik 履歴	  

J’aime v. ʒεm いいね、好きだ 

Jean n. pr. m. ʒɑ̃  （固有名詞）男性の名前 

Jeanne n. pr. f. ʒɑn （固有名詞）女性の名前 

Julie n. pr. f. ʒyli （固有名詞）女性の名前 

Julien n. pr. m. ʒyljε̃ （固有名詞）男性の名前 

Léa n. pr. f. lea （固有名詞）女性の名前 

Léo n. pr. m. leo （固有名詞）男性の名前 

masculin/masculine adj. maskylε/m̃askylin 男性形の 

Michelle n. pr. f. miʃεl 
（固有名詞）女性の名前[Michel 

は男性] 

modifier v. mɔdifje 変更する 

moi aussi pr. mwa osi 私も 

monsieur n. m. məsjø −さん (男性に対する敬称) 

Nicolas n. pr. m. nikola （固有名詞）男性の名前 

nouveau/nouvelle adj. nuvo/nuvεl 新しい 

partager v. paʀtaʒe シェアーする／分ける 

quartier n. m. kaʀtje 地区 

ravi/ravie adj. ʀavi 喜んでいる 

Samira n. pr. f. samiʀa （固有名詞）女性の名前 

Stéphane n. pr. m. stefan （固有名詞）男性の名前 

Stéphanie n. pr. f. stefani （固有名詞）女性の名前 

université n. f.  ynivεʀsite 大学 

 
Leçon 1, PE 
 

classe n. f. klɑs クラス 

Dujardin n. pr. m. f. dyʒaʀdε̃ （固有名詞）姓 

faire votre connaissance v. fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s あなたと知り合う 

Léa n. pr. f. lea （固有名詞）女性の名前 

nom n. m.  nɔ ̃ 姓 

nouveau/nouvelle adj. nuvo/nuvεl 新しい 

prénom n. m. pʀenɔ ̃ 名前 

quartier n. m. kaʀtje 地区 

quartier Latin n. pr. m. kaʀtje latε̃ ラテン地区（パリ） 

règle n. f.  ʀεgl ルール、規則 

ville n. f. vil 町 

voisin/voisine n. m. f. vwazε̃/vwazin 隣人 
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Leçon 1, CO/EO 
 

à bientôt  interj. a bjε̃to またね 

accent n. m. aksɑ̃ アクセント 

aller v. ale 行く 

au revoir interj. o ʀəvwaʀ さようなら 

bon/bonne adj. bɔ/̃bɔn 良い 

bonjour n. m. bɔʒ̃uʀ こんにちは 

bonsoir n. m. bɔs̃waʀ こんばんは 

Christophe n. pr. m. kʀistof （固有名詞）男性の名前 

demander v. dəmɑ̃de  尋ねる 

dire  v. diʀ 言う 

enchanté/enchantée adj. ɑ̃ʃɑ̃ te  はじめまして（初対面のあいさつ

で） 

et conj. e ～と 

journée interj. ʒuʀne 一日 

Maxime n. pr. m. maksim （固有名詞）男性の名前 

merci interj. mεʀsi ありがとう 

nouveau/nouvelle adj. nuvo/nuvεl 新しい 

oui adv. wi はい 

pas mal adj. pɑ mal まあまあ 

photo n. f. fɔto 写真 

prendre congé v. pʀɑ̃dʀ kɔʒ̃e 別れる 

présenter v. pʀezɑ̃te  紹介する 

quelqu’un n. m. kel kœ̃  だれか 

qui 
pron. 
interr. 

ki だれ 

s’écrire  v. sekʀiʀ 書かれる 

saluer v. salɥe あいさつする 

se tutoyer v. sə tytwaje Tuで話す 

soirée interj. swaʀe 夕方 

te  pron. tə 君を、君に 

toi pr.  twa 君（は） 

très bien  adv. tʀε bjε̃ とてもいい 

tu pron. suj. ty 君（は）、君（が） 

voisin/voisine n. m. f. vwazε̃/vwazin 隣人 

Lexique, Leçon 2 

 
Leçon 2, POI 

américain/américaine adj.  ameʀikε̃/ameʀikεn アメリカの/アメリカ人 

avocat/avocate n. m. f. avɔka/avɔkat 弁護士 
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banque n. f. bɑ̃k 銀行 

belge adj. bεlʒ ベルギーの／ベルギー人 

boutique n. f. butik お店 

café n. m. kafe カフェ 

carte n. f. kaʀt 名刺、カード 

chez prep. ʃe （人）のところで 

chinois/chinoise adj. ʃinwa/ʃinwaz 中国の／中国人 

cuisinier/cuisinière n. m. f. kɥizinje/kɥizinjεʀ コック、調理師 

dans prep. dɑ̃ ～で／～の中で 

écrivain/écrivaine n. m. f. ekʀivε̃/ekʀivεn 作家 

être v. εtʀ ～である 

étudiant/étudiante n. m. f. etydjɑ̃ ̃/etydjɑ̃ t 大学生 

français/française adj. fʀɑ̃sε̃/fʀɑ̃sεz フランスの／フランス人 

italien /italienne adj. italjε̃̃/ italijεn イタリアの／イタリア人 

japonais /japonaise adj. ʒapɔnε/ ʒapɔnεz 日本の／日本人 

journaliste n. m. f. ʒuʀnalist 記者、ジャーナリスト 

magasin n. m. magazε̃ 店 

mannequin n. m. mankε̃ モデル 

médecin n. m. medsε̃ 医者 

moi aussi pron. mwa osi 私も 

musicien/musicienne n. m. f. myzisjε̃/myzisjεn 音楽家 

nationalité n. f. nasjɔnalite 国籍 

peintre n. m. f. pε̃tʀ 画家 

Professeur/professeure n. m. f. pʀɔfεsœ:r 教師 

profession n. f. pʀɔfεsjɔ ̃ 職業 
quel/quelle adj. Interr. kεl 何、どんな 

quoi pron. Interr. kwa 何 

restaurant n. m. ʀεstɔʀɑ̃  レストラン 

retraité/retraitée n. m. f. ʀətʀete 引退した人 

serveur/serveuse n. m. f. sεʀvœ:r ̃/ sεʀvœ:z ウエーター/ウエイトレス 

vie n. f. vi 命、生活 

voici prep.  vwasi こちらが 

vous pr.  vu あなた 
 
Leçon 2, CE 
 
adresse n. f. adres 住所 

américain/américaine adj. ameʀikε/̃ameʀikεn アメリカの／アメリカ人 

Audrey n. pr. f. ɔdre （固有名詞）女性の名前 

australien/australienne Adj. ɔstʀaljε ̃ ̃/ɔstʀaljεn 
オーストラリアの／オースト

ラリア人 

avocat/avocate n. m. f. avɔka/ avɔkat 弁護士 

Canada n. pr. m. Kanada カナダ 

canadien/canadinne adj. kanadjε ̃ ̃/kanadjεn カナダの／カナダ人 
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elle pron. Εl 彼女 

étudiant/étudiante n. m. f. etydjɑ ̃ ̃/etydjɑ̃t 大学生 

hôtel n. m. Otεl ホテル 

il pron.  il 彼  

Leroy n. pr. m. f. ləʀwa （固有名詞）姓 

médecin n. m. medsε ̃ 医者 

Montréal n. pr.  mɔ̃ʀeal モントリオール（町） 

nationalité n. f. nasjɔnalite 国籍 

nom n. m. nɔ̃ 姓 

plage n.  f. plaʒ 浜辺 

prénom n. m. pʀenɔ̃ 名前 

profession n. f. pʀɔfεsjɔ̃ 職業 

René n. pr. m. ʀəne （固有名詞）男性の名前 

rue n. f. ʀy 道（細い） 

 
Leçon 2, PE 

américain/américaine adj. ameʀikε/̃ameʀikεn アメリカの/アメリカ人 

anglais/anglaise adj. ɑ̃glε/ ɑ̃glεz 
イングランドの、イギリスの/
イギリス人 

australien/australienne adj. ɔstʀaljε/̃ɔstʀaljεn 
オーストラリア/のオーストラ
リア人 

avocat/avocate n. m. f.  avɔka/ avɔkat 弁護士 

canadien/canadinne adj. kanadjε/̃kanadjεn カナダの/カナダ人 

cuisinier/cuisinière n. m.f. kɥizinje/ kɥizinjεʀ コック、調理師 

écrivain/écrivaine n. m. ekʀivε/̃ekʀivεn 作家 

féminin/ féminine adj. feminε/̃feminin 女性形の 

femme au foyer n. f. fam o fwaje 主婦 

français/française adj. fʀɑs̃ε/ fʀɑs̃εz フランスの/フランス人 

habiter v. abite 住む 

indien/indienne adj. εd̃jε/̃εd̃jεn インドの/インド人 

journaliste n. m. f.  ʒuʀnalist 記者、ジャーナリスト 

mannequin n. m.  mankε ̃ モデル 

masculin/masculine adj. maskylε/̃maskylin 男性形の 

musicien/musicienne n. m. f. myzisjε/̃myzisjεn 音楽家 

peintre n. m. f. pεt̃ʀ 画家 

professeur/(professeure) n. m.( f.) pʀɔfεsœ:r 教師 

russe adj.  ʀys ロシアの/ロシア人 

s’appeler v. saple ~という名前である 
 
Leçon 2, CO/EO 

aborder v. abɔʀde 近づく、話しかける 

aller v. ale 行く 
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appeler v. aple 呼ぶ 

australien/australienne adj. ɔstʀaljε/̃ɔstʀaljεn 
オーストラリアの/オースト
ラリア人 

belge adj. bεlʒ ベルギーの/ベルギー人 

bien adv. / adj. bjε ̃ よく 

blog n. m. blɔg ブログ 

bonjour interj. bɔ̃ʒuʀ こんにちは 

bonsoir interj. bɔ̃swaʀ こんばんは 

cabinet médical n. m. kabinε medikal クリニック 

carte de visite n. f. kaʀt də vizit 名刺 

chinois/chinoise adj. ʃinwa/ ʃinwaz 中国の 

client/cliente n. m. f. klijɑ ̃/klijɑ̃t お客 

concert n. m. kɔ̃sεʀ コンサート 

connaissance n. f. kɔnεsɑ̃s 知っていること 

coréen/coréenne adj. kɔʀeε/̃kɔʀeεn 韓国の/韓国人 

cuisinier/cuisinière n. m.f. kɥizinje/kɥizinjεʀ コック、調理師 

dans prep. dɑ ̃ ～の中で 

donner v. dɔne あげる、与える 

école n. f. ekɔl 学校 

écrire v.  ekʀiʀ 書く 

enchanté/enchantée adj. ɑ̃ʃɑ̃te はじめまして（初対面のあいさ
つで） 

étudiant/étudiante n. m.f. etydjɑ ̃/etydjɑ̃t 大学生 

étudier v.  etydje 勉強する 

excuse-moi interj. εkskyz-mwa すみません 

fatigué/fatiguée adj. fatige 疲れた 

fiche d’information  n. f. fiʃ dεf̃ɔʀmasjɔ̃ 情報登録用紙 

fiche d’inscription n. f. fiʃ dεs̃kʀipsjɔ̃ 登録用紙 

fiche de renseignements n. f. fiʃ də ʀɑs̃εɳmɑ ̃ 情報登録用紙 

français/française adj.  fʀɑs̃ε/fʀɑs̃εz フランスの/フランス人 

Garnier n. pr. gaʀnje 
（固有名詞）姓 
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habiter v. abite 住む 

hôpital n. m. ɔpital 病院 

indien/indienne adj. εd̃jε̃/̃εd̃jεn インドの/インド人 

inscrire v. εs̃kʀiʀ 登録する 

journaliste n. m. f. ʒuʀnalist 記者、ジャーナリスト 

Lambert n. pr. lɑ̃bεʀ （固有名詞）姓 

langue n. f. lɑ̃g 言葉 

livre n. m. livʀ 本 

mademoiselle n. f. madmwazεl —さん（未婚女性に対する敬称） 

magazine n. m. magazin 雑誌 

médecin n. m. medsε ̃ 医者 

moi pron. mwa 私 

monsieur n. m. məsjø —さん（男性に対する敬称） 

musicien/musicienne n. m. f.  myzisjε/̃myzisjεn 音楽家 

parler v. paʀle 話す 

peintre n. m. f.  pεt̃ʀ 画家 

polonais/polonaise adj. pɔlɔnε/ pɔlɔnεz ポーランドの/ポーランド人 

pourquoi adv. puʀkwa なぜ 

quel adj. interr, kεl どれか 

ravi/ravie adj. ʀavi うれしい 

réceptionniste n. m. f.  ʀesεpsjɔ̃ 受付係 

russe adj. ʀys ロシアの/ロシア人 

s’il te plaît interj. sil tə plε お願い(親しい間柄で) 

s’il vous plaît interj. sil vu plε お願いします 

suisse adj. sɥis スイスの/スイス人 

surpris/surprise adj. syʀpʀi/syʀpʀiz 驚いている 

syllabe n. f. silab 音節 

tiens interj. tjε ̃ どうぞ、おや 

tout/toute adj. indef. tu/tut すべての 

travailler v. tʀavaje 働く 

un art. indef. œ̃ 一つ 
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université n. f. ynivεʀsite 大学 

voici prep. vwasi どうぞ 

voilà prep. vwala どうぞ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Lexique, Leçon 3 

Leçon 3, POI 
 

adresse e-mail / adresse 
électronique 

n. f. 
adʀεs imεl / adʀεs 
elεktʀɔnik 

メールアドレス 

arobase n. m. f. aʀobaz アットマーク(@) 

aujourd’hui adv. oʒuʀdɥi 今日 

avoir v. avwaʀ 持つ 

avoir lieu v. avwaʀ ljø 行われる 

bien sûr loc. adv. bjε̃ syʀ もちろん 

Bruno n. pr. m. bʀyno （固有名詞）男性の名前 

carte de visite n. f. kaʀt də visit 名刺 

cent adj. sɑ ̃ 100 

cinq adj. sεk̃ 5 
comment adv. kɔmɑ ̃ どうやって 

confirmer v. kɔ̃fiʀme 確認する 

désolé/désolée adj. dezɔle すみません 

deux adj. dø 2 

dix adj. dis 10 
dix-huit adj. dizɥit 18 

dix-neuf adj. diznœf 19 

dix-sept adj. disεt 17 
douze adj. duz 12 

Durand n. pr. m. f. dyʀɑ ̃ （固有名詞）姓 

excuse-moi interj. εkskyz-mwa すみません 

excusez-moi interj. εkskyze-mwa すみません 

heure n. f. œʀ ～時、時間 

huit adj. ɥit 8 

je pron.  ʒə 私（は） 

Jean-Philippe n. pr. m. ʒɑf̃ilip （固有名詞）男性の名前 

Juliette n. pr. f ʒuljεt （固有名詞）女性の名前 

mais conj.  mε しかし 

Marie n. pr. f. maʀi （固有名詞）女性の名前 

merci interj. mεʀsi ありがとう 

moins adv. mwε ̃ 〜より少なく、マイナス	  

neuf adj. nœf ９ 

non interj. nɔ̃ いいえ 

noter v. nɔte メモする 
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numéro de portable n. m. nymeʀo də pɔʀtabl 携帯電話の番号 
numéro de téléphone n. m. nymeʀo də telefɔn 電話番号 

onze adj. ɔ̃z 11 
oui interj. wi はい 

Perrin n. pr.  peʀε ̃ （固有名詞）姓 

point n. m. pwε ̃ ピリオド(.) 

pouvoir v.  puvwaʀ ～できる 

quatorze adj. katɔʀz 14 

quatre adj. katʀ 4 

quinze adj. kεz̃ 15 
répéter v. ʀepete 繰り返す 

responsable de projet n. m. f. ʀεspɔ̃sabl də pʀɔʒε プロジェクトの責任者 

réunion n. f. ʀeynjɔ̃ 会議 

s’appeler v. saple ~という名前である 

s’il vous plaît interj. sil vu plε お願いします 

seize adj. sεz 16 

sept adj. sεt 7 
six adj. sis 6 

tenir v. təniʀ 握る 

treize adj. tʀεz 13 

trois adj. tʀwɑ 3 

un adj. œ̃ 1 
vingt adj. vε ̃ 20 

vite adv. vit 早く 

voici prep. vwasi どうぞ 

voilà prep. vwala どうぞ 

zéro adj. zeʀo ０ 
 
Leçon 3, CE 

& Associés n. m. pl. e asɔsje 共同経営者 

adresse e-mail n. f. adʀεs imεl メールアドレス 

avocat/avocate n. m. f. avɔka/ avɔkat 弁護士 

Benjamin n. pr. m. bεʒ̃amε ̃ （固有名詞）男性の名前 

bonjour interj. bɔ̃ʒuʀ こんにちは 

Bruxelles n. pr.  bʀyksεl ブリュッセル 

bureau n. m. byʀo オフィス 

chez prep. ʃe 人のところで 

Conservatoire de musique n. m. kɔ̃sεʀvatwaʀ də myzik 音楽院 

cuisinier/cuisinière n. m. f. kɥizinje/kɥizinjεʀ コック、調理師 

début n. m. deby 初め 

dentiste n. m. f. dɑt̃ist 歯医者 

Dijon n. pr. diʒɔ ̃ ディジョン（町） 
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enchanté/enchantée adj. ɑʃ̃ɑ̃te はじめまして 

entreprise n. f. ɑt̃ʀəpʀiz 会社 

famille n. f. famij 家族  

fin n. f. fε ̃ 終わり 

France n. pr. f fʀɑs̃ フランス 

Genève n. pr. ʒənεf ジュネーブ（町） 

habiter v. abite 住む 

hôpital  n. m. ɔpital 病院 

La Tour d’argent n. pr. f. la tuʀ daʀʒɑ ̃ （固有名詞）レストランの名

前 

Lambert n. pr. lɑ̃bεʀ （固有名詞）姓 

Lille n. pr. f. lil リール（町） 

mais conj. mε しかし 

majuscule n. f. maʒyskyl 大文字 

Mathieu n. pr.m. matjø （固有名詞）男性の名前 

minuscule n. f. minyskyl 小文字 

modifier v.  mɔdifje 変更する 

mot n. m.  mo 言葉 

Nguyen n. pr. ngyiεn （固有名詞）姓 

nom n. m. nɔ̃ 姓、名字 

Orange n. pr. f. ɔʀɑ̃ʒ （固有名詞）会社名 

Paris n. pr. m. paʀi パリ 

Peugeot n. pr. f. pəʒɔ （固有名詞）会社名 

phrase n. f. fʀɑz 文 

place n. f. plas 広場 

portable n. m. pɔʀtabl  携帯 

prénom n. m. pʀenɔ̃ 名前 

professeure de piano n. f. pʀɔfεsœ:r də pjano ピアノの教師 

profession n. f. pʀɔfεsjɔ̃ 職業 

quai n. m. ke (駅の)ホーム 

quel adj. kεl どれか 

répondre v. ʀepɔ̃dʀ 答える 

restaurant n. m. ʀεstɔʀɑ̃ レストラン 

Romain n. pr. m. ʀɔmε ̃ （固有名詞）男性の名前 

Roux  n. pr. ʀu （固有名詞）姓 

rue n. f. ʀy 道 
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Saint-Michel n. pr. m. sεm̃iʃεl （固有名詞）地名 

Sophie n. pr. f. sɔfi （固有名詞）女性の名前 

téléphone portable n. m. telefɔn pɔʀtabl 携帯電話 

travailler v. tʀavaje 働く 

Véronique n. pr. f. veʀɔnik （固有名詞）女性の名前 

ville n. f. vil 町 

voici prep. vwasi どうぞ 

Leçon 3, PE 

à prep. a ～で／に 

avocat/avocate n. m. f. avɔka/ avɔkat 弁護士 

avoir v. avwaʀ 持つ 

carte de visite n. f. kaʀt də vizit 名刺 

cuisinier/cuisinière n. m. f. kɥizinje/ kɥizinjεʀ コック、調理師 

être v. εtʀ ～である 
grand/grande adj. gʀɑ/̃ gʀɑd̃ 大きい 

italien/italienne adj. italjε ̃ ̃/italjεn イタリアの／イタリア人 
majuscule n. f. maʒyskyl 大文字 

numéro de téléphone n. m. nymeʀo də telefɔn 電話番号 

place n. f. plas 広場 

professeure de piano n. f. pʀɔfεsœ:r də pjano ピアノの先生 

restaurant n. m. ʀεstɔʀɑ̃ レストラン 

Romain n. pr. m. ʀɔmε ̃ （固有名詞）男性の名前 

Roux n. pr. m. f. ʀu （固有名詞）姓 

travailler v. tʀavaje 働く 
Leçon 3, CO/EO 

aller v. ale 行く 

artiste n. m. f. aʀtist 芸術家 

attendre v. atɑ̃dʀ 待つ 

bonsoir interj. bɔ̃swaʀ こんばんは 

bureau n. m. byʀo オフィス 

carte de visite n. f. kaʀt də visit 名刺 

champagne n. m. ʃɑ̃paɳ シャンパン 

comment adv. kɔmɑ ̃ どうやって 

content/contente adj. kɔ̃tɑ/̃kɔ̃tɑ̃t 嬉しい 

coordonnée n. f.  kɔɔʀdɔne 連絡先 

enchanté/enchantée adj. ɑ̃ʃɑ̃te はじめまして 

faire v. fεʀ ～する 

fiancé/fiancée n. m. f. fijɑ̃se フィアンセ 
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Gautier n. pr. gɔtje （固有名詞）姓 

journaliste n. m. f. ʒuʀnalist 記者、ジャーナリスト 

longtemps adv. lɔ̃tɑ ̃ 長く 

ma adj. poss. ma 私の（＋女性名詞） 

maintenant adv. mεt̃nɑ ̃ 今 

mais 
conj. de 
coord. 

mε しかし 

mon adj. poss. mɔ̃ 私の（＋男性名詞） 

Monica n. pr. f. mɔnika （固有名詞）女性の名前 

Morel n. pr. m. f. mɔʀel （固有名詞）姓 

nationalité n. f. nasjɔnalite 国籍 

Nicolas n. pr. m. nikola （固有名詞）男性の名前 

non adv. nɔ̃ いいえ 

numéro n. m. nymeʀo 番号 

peintre n. m. f. pεt̃ʀ 画家 

peinture n. f. pεt̃yʀ 絵画 

présenter v. pʀezɑ̃te 紹介する 

profession n. f. pʀɔfεsjɔ̃ 職業 

quel/quelle adj. interr. kεl どの、どんな 

quelqu’un/quelqu’une 
pr.indef. 
m./f. 

kelkœ̃ だれか 

qui 
pr. rel. m. 
f. 

ki だれ 

rencontre n. f. ʀɑk̃ɔ̃tʀ 出会い 

reprendre contact v. ʀəpʀɑd̃ʀ kɔ̃takt 再び連絡をとる 

restauration de tableaux n. f. ʀεstɔʀasjɔ̃ də tablo 絵の修復 

s’appeler v. saple ～という名前だ 

sa adj. poss. sa 彼の／彼女の（＋女性名詞） 

sculpture n. f. skyltyʀ 彫刻 

sociéte n. f. sɔsjete 会社 

Sophie n. pr. f. sɔfi （固有名詞）女性の名前 

super adj. sypεʀ すごい 

tenir v. təniʀ 握る 

très bien adv. tʀε bjε ̃ とてもいい 

voilà adv. vwala どうぞ 

volontiers adv. vɔlɔ̃tje 喜んで 

vouloir v. vulwaʀ ～したい 
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Lexique, Leçon 4 

Leçon 4, POI 

ah ! interj. ɑ あ！ 

aimer v. eme 好きだ／愛する 

alors adv. alɔʀ そして、それでは 

anglais/anglaise adj. ɑ̃glε/ ɑ̃glεz イギリスの 

aussi adv. osi 〜も 

base-ball n. m. bεzbol 野球 

basket n. m. baskεt  バスケットボール 

beaucoup adv. boku たくさん、とても 

Besson n. pr. besɔ̃ （固有名詞）姓 

bien adv. bjε ̃ 良い 

bof interj. bɔf ま〜、ふん 

ça pr. sa これ 

Carmen n. pr. f. kaʀmεn カルメン 

cinéma n. m. sinema 映画、映画館 

classique adj. klasik クラシックの 

dessin animé n. m. desε̃ anime アニメ 

détester v. detεste 嫌いだ 

film n. m. film （一本の）映画 

football n. m. futbol サッカー 

français/française adj. fʀɑs̃ε/ fʀɑs̃εz フランスの 

genre n. m. ʒɑ̃ʀ ジャンル／種類 

jazz n. m. dʒɑz ジャズ 

jeu vidéo n. m. ʒø video ビデオゲーム 

opéra n. m. ɔpeʀa オペラ 

littérature n. f. liteʀatyʀ 文学 

musique n. f. myzik 音楽 

natation n. f. natasjɔ̃ 水泳 

pop n. f. pɔp ポップ 

quel/quelle adj. interr. kεl どれか 

rap n. m. ʀap ラップ 

rock n. m. ʀɔk ロック 

sport  n. m. spɔʀ 運動 

Stéphanie n. pr. f. stefani （固有名詞）女性の名前 

surf n. m. sœʀf サーフィン 

tennis n. m. tenis テニス 

théâtre n. m. teɑtʀ 演劇 

vélo n. m. velo 自転車 
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Leçon 4, CE 

actualité n. f. aktɥalite ニュース 

aimer v. eme 好きだ／愛する 

animal n. m. animal 動物 

Benoît n. pr. m. bənwa （固有名詞）男性の名前 

bien adv. bjε ̃ 良く 

chaîne de télévision n. f. ʃεn də televizjɔ̃ テレビチャネル 

cinéma n. m. sinema 映画 

documentaire n. m. dɔkymɑ̃tεʀ ドキュメンタリー 

enfant n. m. ɑ̃fɑ ̃ 子供 

etc. adv. εtseteʀa ～など、その他 

étranger/étrangère adj. etʀɑ̃ʒe/etʀɑ̃ʒεʀ 外国の 

film n. m. film (一本の)映画 

football n. m. futbol サッカー 

français/française adj. fʀɑs̃ε/ fʀɑs̃εz フランスの 

haut débit n. m. o debi 高速 接続 

illimité/illimitée adj. ilimite 無制限の 

ingénieur n. m. εʒ̃enjœʀ エンジニア 

internet n. m. εt̃εʀnεt インターネット 

Jeanne n. pr. f. ʒan （固有名詞）女性の名前 

jeu vidéo n. m. ʒø video ビデオゲーム 

Lefèvre n. pr. m. f.  løfεvʀ （固有名詞）姓 

lycéen/lycéenne n. m.f. liseε/̃liseεn 高校生 

ma femme n. f. ma fam 私の奥さん 

manette n. f. manεt コントローラー 

Mo = mega octet n. m. mega ɔktε バイト（メモリーの単位） 

musicien / musicienne n. m.f. myzisjε/̃myzisjεn 音楽家 

nature n. f. natyʀ 自然 

Nicole n. pr. f. nicol （固有名詞）女性の名前 

préféré/préférée adj. pʀefeʀe 好きな、お気に入りの 

programme télé n. m. pʀɔgʀam tele テレビ番組 

retraité/retraitée n. m.f. ʀətʀete 引退した人 

série télévisée / série télé n. f. seʀi televize / seʀi tele テレビドラマ 

sport n. m. spɔʀ スポーツ 

téléphone n. m. telefɔn 電話 

tennis n. m. tenis テニス 

Thomas n. pr. m.  toma （固有名詞）男性の名前 

type n. m. tip タイプ 

VOD n. m. veode ビデオオンデマンド 
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Leçon 4, PE 

adorer v.  adɔʀe 大好きだ 

aimer v. eme 好きだ／愛する 

américain/américaine adj. ameʀikε/̃ameʀikεn アメリカの 

an n. m. ɑ ̃ 歳／年 

animal n. m.  animal 動物 

apprécier v.  apʀesje 評価する、好む 

aussi adv. osi ～も 

beaucoup adv. boku たくさん、とても 

bien adv. bjε ̃ 良く 

ça pr. sa これ、それ 

comme 
conj.de 
coord. 

kɔm ～のように 

devant prep. dəvɑ ̃ ～の前に 

documentaire n. m. dɔkymɑ̃tεʀ ドキュメンタリー 

enfant n. m. ɑ̃fɑ ̃ 子供 

film n. m. film (一本の)映画 

français/française adj. fʀɑs̃ε/ fʀɑs̃εz フランスの 

jeu vidéo n.m. ʒø video ビデオゲーム 

jeune adj. ʒœn 若い 

juste adv. ʒyst ～だけ 

match  n. m. matʃ 試合 

nature n. f. natyʀ 自然 

personne n. f. pεʀsɔn 人 

plus prep. ply もっと 

préferer v.  pʀefeʀe の方が好きだ 

sa femme n. f. sa fam かれの奥さん 

série télévisée n. f. seʀi televize テレビドラマ 

sport n. m. spɔʀ スポーツ 
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Leçon 4, CO/EO 

adorer v.  adɔʀe 大好きだ 

alors 
conj.de 
coord. 

alɔʀ そして、それでは 

Aurélie n. pr. f. ɔʀeli （固有名詞）女性の名前 

chaîne n. f. ʃεn チャンネル 

content/contente adj. kɔ̃tɑ/̃ kɔ̃tɑ̃t 嬉しい 

Cotillard n. pr. kɔ̃tjɑʀ （固有名詞）姓 

demander v. dəmɑ̃de 尋ねる 

dessin animé n. m. desε̃ anime アニメ 

elle pr. εl 彼女 

football n. m. futbol サッカー 

génial/géniale adj. ʒenjal 素敵な、すばらしい 

je pr. ʒə 私（は） 

Lyon n. pr.  ljɔ̃ リヨン（町） 

Marion n. pr. f. mɑʀjɔ̃ （固有名詞）女性の名前 

Marseille n. pr. mɑʀsεj マルセイユ（町） 

merci interj. mεʀsi ありがとう 

négatif/négative adj. negatif/negativ 否定の、否定的な 

par prep. paʀ ～で 

par exemple 
conj.de 
coord. 

paʀ εgzɑ̃pl 例えば 

positif/positive adj. pozitif/positiv 肯定の、肯定的な 

préférer v. pʀefeʀe の方が好きだ 

quoi pr. interr. kwa なに 

raisonnable adj. ʀεzɔnabl 適度な、理にかなった 

rose adj. ʀoz ピンク 

sentiment n. m. sɑ̃timɑ ̃ 感じ、気持ち 

sur prep. syʀ ～の上に 

surprise n. f. syʀpʀiz サプライズ（贈り物） 

surtout adv. syʀtu 特に 

télé n. f. tele テレビ 

Tintin n. pr. m. tεt̃ε ̃ タンタン（漫画のキャラクタ

ー） 

vouloir v. vulwaʀ ～したい 
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Lexique, Leçon 5 

Leçon 5, POI 

 

aimer v. eme 好きだ／愛する 
aller au cinéma v. ale o sinema 映画館に行く 
bientôt adv. bjεt̃o 近いうちに 
café n. m. kafe コーヒー 
début n. m. deby 初め 

écouter de la musique v. ekute də la myzik 音楽を聞く 
en boîte de nuit / en 
discothèque 

n. f. 
ɑ̃ bwat də nɥI / ɑ̃ 
diskɔtεk 

クラブで／デイスコで 

en particulier loc. adv. ɑ̃ paʀtikylje 特に 

étudier v. etydje 勉強する 

examen n. m. εgzamε ̃ 試験 

faire v. fεʀ ～する 

jardinage v. ʒaʀdinaʒ 園芸、 

jeu vidéo n. m. ʒø video ビデオゲーム 

jogging n. m. dʒɔgin ジョギング 

jouer   v. ʒwe   遊ぶ、～する、弾く 

lire v. liʀ 読む 

magasin n. m. magazε ̃ 店 

maison n. f. mεzɔ̃ 家 

natation n. f. natasjɔ̃ 水泳 

ne rien faire v. nə ʀjε̃ fεʀ 何もしない 

pour prep. puʀ ～のために 

pur/pure adj. pyʀ 純粋な、きれいな 

regarder v. ʀəgaʀde  見る 

restaurant n. m. ʀεstɔʀɑ̃ レストラン 

rester v. ʀεste 残る、とどまる 

Saturne n. pr. satyʀn 土星 

sérieux/sérieuse adj. seʀjø/ seʀjøz 真面目な 

shopping v. ʃɔpiŋ 買い物 

soir n. m. swaʀ 夜 

sortir v.  sɔʀtiʀ 出かける 

sport v. spɔʀ 運動 

sûr/sûre adj. syʀ 確かな 

télévision n. f. televizjɔ̃ テレビ 
voir des amis v. vwaʀ dez- ami 友達に会う 

vouloir v. vulwaʀ ～したい 

vraiment adv. vʀεmɑ ̃ 本当に 

vu/vue adj. vy 勉強した、済んだ 

week-end n. m. wikεnd 週末 
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Leçon 5, CE 
 
activité n. f. aktivite 活動 

aller au cinéma v. ale o sinema 映画館に行く 

article n. m. aʀtikl 記事 

beaucoup adv. boku たくさん 

dimanche n. m. dimɑ̃ʃ 日曜日 

écouter de la musique v. ekute də la myzik 音楽を聴く 

en général loc. adv. ɑ̃ ʒeneʀal 一般的に、ふだん 

en particulier loc. adv. ɑ̃ paʀtikylje 特に 

enquête n. f. ɑ̃kεt アンケート 

faire v. fεʀ ～する 

film n. m.  film (一本の)映画 

interroger v. εt̃εʀɔʒe 質問する 
jeunes n. m. pl. ʒœn 若者たち 

jouer à des jeux vidéo v. ʒwe a de ʒø video ビデオゲームで遊ぶ 

lire v. liʀ 読む 

loisir n. m.  lwaziʀ  趣味、余暇 

maison n. f. mεzɔ̃ 家 

peu de adv. pø də ほんの少しの 

photo n. f. fɔto 写真 

préféré/préférée adj. pʀefeʀe 一番すきな 

publicité n. f. pyblisite 広告 

regarder  v. ʀəgaʀde  見る 

regarder la télévision v. ʀəgaʀde la televizjɔ̃ テレビを見る 

rester  v.  ʀεste  残る、いる 

samedi soir n. m. samdi swaʀ 土曜日の晩 

seniors / personnes âgées 
n. m. pl. / n. 
f. pl. 

senjɔʀ / pεʀsɔn aʒe シニアー／老人 

surfer sur Internet v. sœʀf syʀ εt̃εʀnεt ネット(ウェブ)サーフィン
をする 

téléphoner v. telefɔne 電話する 

tous adj. tu すべての 

utiliser l’ordinateur v. ytilize lɔʀdinatœʀ コンピューターを使う 

vidéo n. f. video ビデオ 

vouloir v. vulwaʀ ～したい 
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Leçon 5, PE 

adorer v. adɔʀe 大好きだ 

aller  v. ale 行く 

apprécié/appréciée adj. apʀesje 好まれた、評価された 

arriver v. aʀive 到着する、できる 

beaucoup de adv. boku də たくさんの 

billet  n. m. bijε チケット 

ce soir loc. nom. sə swaʀ 今晩、今夜 

ce week-end loc. nom. sə wikεnd 今週末 

cinéma n. m. sinema 映画館 

deuxième adj. døzjεm 二番目の 

différent/ différente adj. difeʀɑ ̃ 別な、異なる 

écouter  v. ekute 聞く 

en général loc. adv. ɑ̃ ʒeneʀal 一般的に 

enquête n. f. ɑ̃kεt アンケート 

fan  n. m. f.  fan ファン 

fatigué/fatiguée adj. fatige 疲れている 

film n. m. film (一本の)映画 

généralement adv. ʒeneʀalmɑ ̃ 一般的に 

internet n. m. εt̃εʀnεt  インターネット 

jeune adj. ʒœn 若い 

le soir loc. nom. lə swaʀ 夜 

le week-end loc. nom. lə wikεnd 週末 

lire v. liʀ 読む 

livre n. m. livʀ 本 

loisir n. m. lwaziʀ 趣味、余暇 

mais conj.de coord. mε しかし 

maison n. f. mεzɔ̃ 家 

musique n. f. myzik 音楽 

parmi prep. paʀmi ～の中で 

personne âgée n. f.  pεʀsɔn aʒe 老人 

position n. f. pozisjɔ̃ 位置 

préférer v. pʀefeʀe ～の方が好きだ 

regarder  v. ʀəgaʀde 見る 

rester v. ʀεste 残る、いる 

selon prep. səlɔ̃ ～によると 

sortir v. sɔʀtiʀ 出かける 

téléphoner v. telefɔne 電話する 

télévision n. f. televizjɔ̃ テレビ 

théâtre n. m. teɑtʀ 演劇 
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Leçon 5, CO/EO 
 

accepter de v. aksεpte də ～することを承諾する 

activité n. f. aktivite 活動 

aller  v. ale 行く 

autorisation n. f. otɔʀizasjɔ̃ 許可 

boîte de nuit v. bwat də nɥi クラブ、ディスコ 

beaucoup adv. boku たくさん 

cinéma n. m. sinema 映画 

danser v. dɑ̃se 踊る 

donner  v. dɔne あげる 

enquête n. f. ɑ̃kεt アンケート 

enquêteur/enquêtrice n. m. f. ɑ̃kεtœʀ/ɑ̃kεtris アンケート調査員 

excusez-moi interj. εkskyze-mwa すみません 

faire du sport v. fεʀ dy spɔʀ 運動する 

hésiter v. ezite 迷う 

homme n. m. ɔm 男性 

jeune homme n. m. ʒœn ɔm 若い男性 

jouer  v. ʒwe 遊ぶ 

jeu vidéo n. m. ʒø video ビデオゲーム 

lire un livre v. liʀ œ̃ livʀ 本を読む 

mademoiselle n. f. madmwazεl —さん（未婚女性に対する敬称） 

minute n. f. minyt 分 

moment n. m. mɔmɑ ̃ 短い時間、瞬間 

nuit n. f. nɥi 夜、夜中 

poser des questions v. poze de kεstjɔ̃ 質問する 

pratique sportive n. f. pʀatik spɔʀtiv 運動週間 

questionnaire d’enquête n. m. kεstjɔnεʀ dɑ̃kεt アンケートの質問用紙 

refuser de v. ʀəfyze də ～することを断る 

regarder  v. ʀəgaʀde 見る 

restaurant v. ʀεstɔʀɑ̃ レストラン 

télévision n. f. televizjɔ̃ テレビ 

répondre v. ʀepɔ̃dʀ 答える 

s’excuser v. sεkskyze 謝る 

soir  n. m. swaʀ 夕方 

surtout adv. syʀtu 特に 

week-end n. m. wikεnd 週末 
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Lexique, Leçon 6 

Leçon 6, POI 
 

amusant/amusante adj. amyzɑ/̃ amyzɑt̃ 楽しい 

animal domestique n. m. animal dɔmεstik ペット 

appartement n. m. apaʀtəmɑ ̃ マンション 

avoir v. avwaʀ 持つ 

bruyant/bruyante adj. bʀɥijɑ/̃bʀɥijɑt うるさい 

calme adj. kalm 静かな 

chat n. m. ʃa 猫 

cher/chère adj. ʃεʀ 高い 

chien n. m. ʃjε ̃ 犬 

console de jeux vidéo n. f. kɔ̃sɔl də ʒø video ビデオゲーム機 

ennuyeux/ennuyeuse adj. ɑ̃nɥijø/ ɑ̃nɥijøz つまらない 

génial/géniale adj. ʒenjal 素敵な、すごい 

grand/grande adj. gʀɑ/̃gʀɑd̃ 大きい 

mais 
conj.de 
coord. 

mε しかし 

maison n. f. mεzɔ̃ 家 

moto n. f. mɔto バイク 

neuf/neuve adj. nœf/nœv 新しい 

ordinateur n. m. ɔʀdinatœʀ コンピューター 

ordinateur portable n. m. ɔʀdinatœʀ pɔʀtabl ポータブルコンピューター 

par contre 
conj. de 
coord. 

paʀ kɔ̃tʀ 一方では 

PC n. m. pese (Windows)パソコン 

petit/petite adj. pəti/ pətit 小さい 

poisson rouge n. m. pwasɔ̃ ʀuʒ 金魚 

pratique adj. pʀatik 便利な 

propre adj. pʀɔpʀ 清潔な、きれいな 

sale adj. sal 汚い 

si interj. si 否定疑問文への肯定の答え 

tablette numérique n. f. tablεt nymeʀik タブレット 

télévision n. f. televizjɔ̃ テレビ 

trop adv. tʀo 〜すぎる 

vélo n. m. velo 自転車 

vieux/vieil/vieille adj. vjø/vjεj 古い 

voiture n. f. vwatyʀ 車 
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Leçon 6, CE 
 

abandonné/abandonnée adj. abɑ̃dɔne 見捨てられた 

animal domestique n. m. 
animal 
dɔmεstik 

ペット 

appartement n. m. apaʀtəmɑ ̃ マンション 

chat n. m. ʃa 猫 

chien n. m. ʃjε ̃ 犬 

désirer v. deziʀe ほしがる、望む 

Félix n. pr. m. feliks （固有名詞）男性の名前 

gens n. f. pl. ʒɑ ̃ 人々 

Médor n. pr. m. medɔʀ （固有名詞）男性の名前 

nouvel ami/nouvelle amie n. m.f. nuvεl ami 新しい友達 

oiseau n. m. wazo 鳥 

ordinateur portable n. m. 
ɔʀdinatœʀ 
pɔʀtabl 

ポータブル・コンピューター 

Paris n. pr. paʀi パリ 

poisson rouge n. m. pwasɔ̃ ʀuʒ 金魚 

pour cent n. m. puʀsɑ ̃ パーセント 

smartphone n. m. smaʀtfɔn スマートフォン 

tablette numérique n. f. 
tablεt 
nymeʀik 

タブレット 

voiture n. f. vwatyʀ 車 
︎  
.fr 
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Leçon 6, PE 
 

animal domestique n. m. animal dɔmεstik ペット 

Antoine n. pr. m. ɑ̃twan （固有名詞）男性の名前 

beaucoup adv. boku たくさん 

bruyant/bruyante adj. bʀɥijɑ/̃ bʀɥijɑt̃ うるさい 

centre-ville n. m. sɑ̃tʀəvil 中心街 

chat n. m. ʃa 猫 

cher/chère adj. ʃεʀ 高価な 

chien n. m. ʃjε ̃ 犬 

Dupont n. pr. m. f. dypɔ̃ （固有名詞）姓 

Durand n. pr. m. f. dyʀɑ ̃ （固有名詞）姓 

enfant n. m. ɑ̃fɑ ̃ 子供 

ennuyeux/ennuyeuse adj. ɑ̃nɥijø/ ɑ̃nɥijøz つまらない 

eux pr. ø 彼ら 

habiter  v. abite 住む 

hamster n. m. amstεʀ ハムスター 

jeu vidéo n. m. ʒø video ビデオゲーム 

lapin n. m. lapε ̃ ウサギ 

moto n. f. mɔto バイク 

oiseau n. m. wazo 鳥 

personne n. f. pεʀsɔn 人 

petit/petite adj. pəti/ pətit 小さい 

poisson n. m. pwasɔ̃ 魚 

poisson rouge n. m. pwasɔ̃ ʀuʒ 金魚 

sale adj. sal 汚い 

Stéphane n. pr. m. stefan （固有名詞）男性の名前 

tablette numérique n. f. tablεt nymeʀik タブレット 

tortue n. f. tɔʀty 亀 
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Leçon 6, CO/EO 

aimer v. eme 好きだ 

allergique adj.  aleʀʒik アレルギーの 

amusant/amusante adj.  amyzɑ/̃amyzɑ̃t 楽しい 

appartement n. m. apaʀtəmɑ ̃ マンション 

beau/bel/belle adj. bo/bεl 格好いい、美しい 

bientôt adv. bjεt̃o 近いうちに 

bonne idée n. f. bɔn ide いい考え 

bruyant/bruyante adj. bʀɥijɑ ̃ ̃/ bʀɥijɑ̃t うるさい 

cadeau n. m. kado プレゼント 

CD  n. m. cede CD 

musique classique n. f. myzik klasik クラシック音楽 

chat n. m. ʃa 猫 

chien n. m. ʃjε ̃ 犬 

Chloé n. pr. f. klɔe （固有名詞）女性の名前 

d’accord interj. dakɔʀ OK 

dictionnaire électronique n. m. diksjɔnεʀ elεktʀɔnik 電子辞書 

DVD n. m. devede DVD 

ennuyeux/ ennuyeuse adj. ɑ̃nɥijø/ ɑ̃nɥijøz つまらない 

femme n. f. fam 女性 

idée n. f. ide 考え 

imiter v. imite まねする 

jeu vidéo n. m. ʒø video ビデオゲーム 

Léo n. pr. m. leo （固有名詞）男性の名前 

livre de littérature n. m. livʀ də liteʀatyʀ 文学の本 

mère n. f. mεʀ 母 

montre suisse n. f. mɔ̃tʀ sɥis スイスの時計 

Noël n. pr. m. nɔεl クリスマス 

ordinateur n. m. ɔʀdinatœʀ コンピューター 

ours en peluche n. m. uʀs ɑ̃ pəlyʃ クマのぬいぐるみ 

parce que 
conj.de 
coord 

paʀskə なぜなら 

père n. m. pεʀ 父 

petit/petite adj. pəti/ pətit 小さい 

poisson rouge n. m. pwasɔ̃ ʀuʒ 金魚 

préférer v. pʀefeʀe ～の方が好きだ 

répondre à une suggestion v. 
ʀepɔ̃dʀ a yn 
sygʒεstjɔ̃ 提案に返事をする 

sac de sport n. m. sak də spɔʀ スポーツバッグ 

sale adj. sal 汚い 

stylo de luxe n. m. stilɔ də lyks 高級なペン 
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surprise n. f. syʀpʀiz サプライズ／驚き 

tendre adj. tɑ̃dʀ 優しい 

trop adj. tʀo ～すぎる 

vélo n. m. velo 自転車 

vouloir v. vulwaʀ ～したい 

Lexique, Leçon 7 

Leçon 7, POI 

à côté de prep. a kote də そばに、となりに 

ancien/ancienne adj. ɑ̃sjε/̃ɑ̃sjεn 古い 

Arc de Triomphe n. pr. f. aʀk də tʀiɔ̃f 凱旋門 

Australie n. pr. F ɔstʀali オーストラリア 

beau/bel/belle adj. bõ/bεl 格好いい、美しい 

bien sûr interj. bjε̃ syʀ もちろん 

Cambodge n. pr. m. kɑ̃bɔdʒ カンボジア 

célèbre adj. selεbʀ 有名 

Champs-Élysées n. pr. m. pl. ʃɑ̃zelize シャンゼリゼ 

Château Frontenac n. pr. m. ʃɑto fʀɔt̃nak （固有名詞）ホテルの名前 

Colisée n. pr. m. kɔlize コロッセオ 

connaitre v.  kɔnεtʀ 知る 

connu adj. kɔny 有名な 

entre... et ... prep. ɑ̃tʀ... e ... ～と～の間に 

États-Unis n. pr. m. pl. etɑzyni アメリカ合衆国 

exactement adv. εgzaktəmɑ ̃ 正確に 

Italie n. pr. f. itali イタリア 

Japon n. pr. m. ʒapɔ̃ 日本 

joli/jolie adj. ʒɔli かわいい、きれい 

magnifique adj. maɳifik 素晴らしい 

moderne adj. mɔdεʀn 新しい、現代的な 

mont Fuji n. pr. m. mɔ̃ 富士山 

opéra de Sydney n. m. ɔpeʀa də sidne シドニー・オペラハウス 

où adv. u どこ 

photo n. f. fɔto 写真 

Pise n. pr.  piz ピサ（町） 

Place Rouge n. pr. f. plas ʀuʒ 赤の広場 

près de prep. pʀε də ～の近くに 

Québec n. pr. m. kebεk ケベック州、ケベック市 

Russie n. pr. f. ʀɥsi ロシア 

Seine n. pr. f. sεn セーヌ川 

Statue de la Liberté n. pr. f. statɥ də la libεʀte 自由の女神像 

temple d’Angkor Vat n. pr. m. tɑ̃pl dɑ̃koʀ vat アンコール・ワット寺院 

tour de Pise n. pr. f. tuʀ də piz ピサの斜塔 
tour Eiffel n. pr. f. tuʀ εfεl エッフェル塔 
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Leçon 7, CE 

A bientôt ! interj. a bjεt̃o ! またね！ 

à côté de prep. a kote də そばに、となりに 

Alpes n. pr. f. pl.  alp アルプス（山脈） 

ami/amie n. m. f. ami 友達 

apprécier v. apʀesje 高く評価する 

Avignon n. pr.  aviɲɔ ̃ アヴィニョン（町） 

capitale n. f. kapital 首都 

cathédrale n. f. katedʀal 大聖堂 

cathédrale Notre-Dame n. pr. f katedʀal nɔtʀ dam ノトルダム大聖堂 

célèbre adj. selεbʀ 有名な 

centre n. m. sɑ̃tʀ 中央、中心 

centre-ville  n. m. sɑ̃tʀəvil 中心街 

Champs-Élysées n. pr. m. pl. ʃɑ̃zelize シャンゼリゼ通り 

chance n. f. ʃɑ̃s チャンス 

chanson n. f. ʃɑ̃sɔ̃ 歌 

château n. m. ʃɑto 城 

cher/chère adj. ʃεʀ 高価な 

connaître v. kɔnεtʀ 知る 

connu/connue adj. kɔny 有名な 

donc 
conj. de 
coord. 

dɔ̃k だから 

Dujardin n. pr. m. f. dyʒaʀdε ̃ （固有名詞）姓 

Élodie n. pr. f. elɔdi （固有名詞）女性の名前 

embrasser v. ɑ̃bʀase キスする 

endroit n. m. ɑ̃dʀwa 場所 

est n. m. εst 東 

étudiant/étudiante n. m. f. etydjɑ ̃ 大学生 

historique  istɔʀik 歴史的な 

intéressant adj. εt̃eʀεsɑ ̃ おもしろい 

Juliette n. pr. f. ʒyljεt （固有名詞）女性の名前 

kilomètre n. m. kilɔmεtʀ キロメートル 

laisser v. lεse おいていく 

le Louvre n. pr. m. lə luvʀ ルーブル（美術館） 

loin adv. lwε ̃ 遠くに 

magasin n. m. magazε ̃ 店 

magique adj. maʒik 魔法のような 

magnifique adj.   maɳifik 素晴らしい 

maman n. f. mamɑ ̃ ママ 

me voilà  interj. mə vwala 私です 
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métro Palais Royal n. pr. m. metʀɔ palε ʀwajal パレロワヤル駅(地下鉄) 

mont Blanc n. pr. m. mɔ̃ blɑ ̃ モンブラン 

Montréal n. pr.  mɔ̃ʀeal モントリオー（町） 

musée des Beaux-Arts n. m. myze de bozaʀ 美術館	  

musée du Louvre n. pr. m. myze dy luvʀ ル−ブル美術館 

nord n. m. nɔʀ 北 

Notre-Dame n. pr. f. nɔtʀ dam ノートルダム大聖堂 

opéra Garnier n. pr. m. ɔpeʀa gaʀnje オペラ座（オペラ・ガルニ

エ） 

ouest n. m. wεst 西 

palais des Papes n. pr. m. palε de papεs アヴィニョン教皇庁 

Palais Royal  n. pr. m. palε ʀwajal パレ・ロワイヤル 

papa n. m. papa パパ 

parents n. m. pl. paʀɑ ̃ 両親 

place Bellecour n. pr. f. plas bεlkuʀ ベルクール広場 

place du Palais Royal n. pr. f. plas dy palε ʀwajal パレ・ロワイヤル広場 

plus de adv. ply də もっと多くの 

pont n. m. pɔ̃t 橋 

quartier de la Croix-Rousse n. pr. m. 
kaʀtje də la kʀwa 
ʀus  

クロワ・ルース地区 

québécois/québécoise adj. kebekwa/kebekwaz ケベックの/ケベック人 

région n. f. ʀeʒjɔ̃ 地域圏 

situé à adj. sitɥe a ～にある 

sud n. m. syd 南 

université n. f. ynivεʀsite 大学 

vallée de la Loire n. pr. f. vale də la lwaʀ ロワール渓谷 

vie n. f. vi 命、生活 

vue n. f. vy 眺め 
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Leçon 7, PE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

ancien/ancienne adj. ɑ̃sjε/̃ɑ̃sjεn 古い、昔の 

apprécié adj. apʀesje 好きな 

avenue n. f. avəny 大通り 

beau/bel/belle adj. bo/bεl 格好いい、美しい 

Belgique n. pr. f. bεlgik  ベルギー（国名） 

Bruxelles n. pr. bʀyksεl ブリュッセル（町の名前） 

cathédrale n. f. katedʀa 大聖堂 

célèbre adj. selεbʀ 有名な 

centre n. m. sɑ̃tʀ 中央、中心 

centre-ville n. m. sɑ̃tʀəvil 中心街 

Champs-Élysées n. pr. m. ʃɑ̃zelize シャンゼリゼ通り 

chanson n. f. ʃɑ̃sɔ̃ 歌 

cher/chère… adj. ∫εʀ かわいい、親愛なる 

conclusion n. f. kɔ̃klyzjɔ̃ 結論 

connaître v. kɔnεtʀ 知る、知っている 

église n. f. egliz 教会 

Espagne n. pr. f. εspaɲ スペイン 

Grand-Place n. pr. f. gʀɑ ̃plas グラン・プラス（ベルギー） 

hôtel de ville n. m. otεl də vil 市役所 

impression n. f. εp̃ʀεsjɔ̃ 印象 

intéressant/intéressante adj. εt̃eʀεsɑ/̃εt̃eʀεsɑ̃t おもしろい 

introduction n. f. εt̃ʀɔdyksjɔ̃ 導入、イントロ	  

joli/jolie adj. ʒɔli かわいい 

loin de adv.	  lwε̃ də ～から遠く 

Lyon n. pr.  ljɔ̃ リヨン（町） 

maison n. f. mεzɔ̃ 家 

moderne adj. mɔdεʀn 現代的な、新しい 

montagne n. f. mɔ̃taɳ 山 

monument n. m. mɔnymɑ ̃ モニュメント 

musée n. m. myze 博物館、美術館 
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Notre-Dame de Paris n. pr. f. nɔtʀ dam də paʀi ノートルダム・ド・パリ 

opéra Bastille n. pr. m. ɔpeʀa bastij オペラ・バスチーユ 

opéra Garnier n. pr. m. ɔpeʀa gaʀnje オペラ座（オペラ・ガルニエ） 

Patrick n. pr. m. patʀik （固有名詞）男性の名 

place n. f. plas 広場 

place Bellecour n. pr. f. plas bεlkuʀ ベルクール広場 

pont n. m. pɔ̃t 橋 

pont d’Avignon n. pr. m. pɔ̃t davinjɔ̃ アヴィニョン橋 

précision n. f. pʀesizjɔ̃ 細かさ、正確さ 

présentation n. f. pʀezɑ̃tasjɔ ̃ 紹介 

Pyrénées n. pr. f. pirene ピレネ−山脈 
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Leçon 7, CO/EO 

agacé/agacée adj. Agase イライラした 

ancien/ancienne adj. ɑ̃sjε/̃ɑ̃sjεn 古い 

arène n. f. aʀεn 闘牛場 

Barcelone n. pr. f. baʀsəlon バルセロナ（町） 

bien sûr interj. bjε̃ syʀ もちろん 

célèbre adj. selεbʀ 有名な 

changer de sujet v. ʃɑ̃ʒe də syʒε 話題を変える 

château de Versailles n. pr. m. ʃɑto də vεʀsaj ヴェルサイユ宮殿 

Colisée n. pr. m. kɔlize コロッセオ 

comment 
conj.de 
sub. 

kɔmɑ ̃ どうやって 

corrida n. f. kɔʀʀida 闘牛 

cuisinier/cuisinière n. m. f. kɥizinje/ kɥizinjεʀ コック、調理師 

demander des précisions v. dəmɑ̃de de pʀesizjɔ ̃ より詳しい説明を求め
る 

Élodie n. pr. f. elɔdi （固有名詞）女性の名前 

Europe de l’ouest n. pr. f. øʀop də lwεst 西ヨーロッパ 

français/française n. m.  fʀɑs̃ε/ fʀɑs̃εz フランスの 

Italie n. pr. f. Itali イタリア 

joli/jolie adj. ʒɔli かわいい、きれい 

Juliette n. pr. f. ʒylijεt （固有名詞）女性の名前 

mont Blanc n. pr. m. mɔ̃ blɑ ̃ モンブラン（アルプス

の） 

musée du Louvre n. pr. m. myze dy luvʀ ルーブル美術館 

Nîmes n. pr. Nim ニーム（町） 

numéro n. m. nymeʀo 番号 

où adv. U どこ 

palais des Papes n. pr. m. palε de pap 教皇庁 

par contre 
conj.de 
coord. 

paʀ kɔ̃tʀ 逆に 

Paris n. pr.  paʀi パリ 

parler de v. paʀle də ～について話す 

peintre n. m. f. pεt̃ʀ 画家 
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pont de Roquefavour n. pr. m. pɔ̃t də ʀɔkəfavuʀ ロックファヴール橋 

pont du Gard n. pr. m. pɔ̃t dy gɑʀ ポンデュガール（橋） 

portable n. m. pɔʀtabl 携帯 

pour prep. puʀ ～のための 

pourquoi 
conj.de 
sub. 

puʀkwa なぜ 

profil n. m. pʀɔfil プロフィール 

Provence n. pr. f. pʀɔvɑ̃s プロヴァンス（地方） 

quoi 
conj.de 
sub.  

kwa 何 

répéter v.  ʀepete 繰り返す 

restaurant n. m. ʀεstɔʀɑ̃ レストラン 

Rome n. pr. ʀɔm ローマ（町） 

s’informer v. sεf̃ɔʀme 情報を手に入れる 

Sagrada Familia n. pr. f. sɑgʀɑdɑ fɑmilijɑ サグラダ	 ファミリア 

Suisse n. pr. f. sɥis スイス 

surpris/suprise adj. syʀpʀi/ syʀpʀiz 驚いた 

très adv. tʀε とても 

un peu adv. œ̃ pø 少し 

vacances n. f. pl. vakɑ̃s 休み／ヴァカンス 

Lexique, Leçon 8 

Leçon 8, POI 
 

à côté de prep. a kote də ～の隣に（で） 

Ah ? interj. ɑ ? そう？ 

banlieue n. f. bɑl̃jø 郊外 

banque n. f. bɑk̃ 銀行 

beaucoup de adv. boku də たくさんの 

boulangerie n. f. bulɑʒ̃ʀi パン屋 

centre commercial n. m. sɑt̃ʀ kɔmεʀsjal ショッピングモール 

centre-ville n. m. sɑt̃ʀəvil 中心街 

chercher v. ʃεʀʃe 探す 

cinéma n. m. sinema 映画館 

comment conj. de sub. kɔmɑ ̃ どうやって 
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commissariat de police n. m. kɔmisaʀja də pɔlis 警察署 

dans prep. dɑ ̃ ～の中で（に） 

devant prep. dəvɑ ̃ ～の前に（で） 

droite n. f. dʀwat 右 

école n. f. ekɔl 学校 

en face de prep. ɑ̃ fas də ～の正面に 

excusez-moi interj. εkskyze-mwa すみません 

gare n. f. gaʀ （鉄道の）駅 

gauche n. f. goʃ 左 

habiter v. abite 住む 

ici adv. isi ここ 

je vous en prie v. ʒə vuz- ɑ̃ pεij どういたしまして 

là-bas adv. labɑ 向こうに 

loin adv. lwε ̃ 遠くに 

mairie n. f. mεʀi 市役所 

merci interj. mεʀsi ありがとう 

monsieur n. m. məsjø -さん（男性に対する敬
称） 

où adv. u どこ 

par contre 
conj. de 
coord. 

paʀ kɔ̃tʀ 逆に 

parc n. m. paʀk 公園 

pharmacie n. f. faʀmasi 薬局 

place de l’église n. pr. f. plas də legliz 教会前広場 

place de la République n. pr. f plas də la ʀepyblik レピュブリック広場 

poste n. f. pɔst 郵便局 

pratique adj. pʀatik 便利な 

quartier n. m. kaʀtje 地区 

rue n. f. ʀy 通り 

s’il vous plaît interj. sil vu plε お願いします 

station de métro n. f. stasjɔ̃ də metʀɔpɔlitε ̃ 地下鉄の駅 

supermarché n. m. sypεʀmaʀʃe スーパー 

sur prep. syʀ ～の上に 

tout près prep.	  tu pʀε すぐ近くに 



Niveau	A1.1	du	CECRL		 	 	 	 	
	 	 	 Interactions	1	

Livret	de	l’apprenant	japonais	
	
	

日本語版学習ガイド 
	

80	

Leçon 8, CE 

/ mois = par mois n. m. paʀ mwɑ ひと月あたり 

à côté de prep. a kote də ～のそばに 

agréable adj. agʀeabl 気持ちがいい 

animal n. m. animal 動物 

annonce n. f. anɔ̃s 広告 

appartement n. m. apaʀtəmɑ ̃ マンション 

ascenseur n. m. asɑ̃sœʀ エレベーター 

avec prep. avεk ～と一緒に、～付き 

banlieue n. f. bɑ̃ljø 郊外 

bel/belle = beau adj. bεl = bo かっこいい 

boutique n. f. butik 店 

bruyant/bruyante adj. bʀɥijɑ/̃bʀɥijɑt うるさい 

calme adj. kalm 静かな 

cathédrale n. f. katedʀal 大聖堂 

centre commercial n. m. sɑ̃tʀ kɔmεʀsjal ショッピングモール 

centre-ville n. m. sɑ̃tʀəvil 中心街 

chambre n. f. ʃɑ̃bʀ 部屋／寝室 

cher/chère adj. ʃεʀ 高い（値段） 

cinéma n. m. sinema 映画館 

combien de 
conj.de 
sub. 

kɔ̃bjε̃ də いくつの 

cuisine n. f. kɥizin 台所 

dans prep. dɑ ̃ ～の中で（に） 

description n. f. dεskʀipsjɔ̃ 描写 

école n. f. ekɔl 学校 

en face de prep. ɑ̃ fas də ～の目の前に、～の正

面に 

étage n. m. etaʒ 階 

étudiant/étudiante n. m. f. etydjɑ/̃etydjɑt̃ 大学生 

famille n. f. famij 家族 

garage n. m. gaʀaʒ ガレージ 

gare n. f. gaʀ （鉄道の）駅 

jardin n. m. ʒaʀdε ̃ 庭 

logement n. m. lɔʒmɑ ̃ 住まい 
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maison n. f. mεzɔ̃ 家 

meublé/meublée adj. mœble 家具付きの 

mn = minute n. f. minyt ～分 

Nantes n. pr. nɑ̃t ナント（町） 

neuf adj. nœv 9 

nombreux/nombreuse adj. nɔ̃bʀø/nɔ̃bʀøz たくさんの、色々な 

nouveau/nouvelle adj. nuvo/nuvεl 新しい 

parking n. m. paʀkiŋ 駐車場 

personne n. f. pεʀsɔn 人 

petits enfants n. m. pl. pəti zɑ̃fɑ ̃ 小さい子供たち 

pièce n. f. Pjεs 部屋 

place n. f. Plas 広場 

pourquoi 
conj.de 
sub. 

puʀkwa なぜ 

pratique adj. pʀatik 便利な 

premier/première adj. pʀəmje/pʀəmjεʀ 一番の、最初の 

près de prep. pʀε də ～の近くに 

prix n. m. pʀi 値段 

salle de bains n. f. sal də bε ̃ 浴室 

sans prep. sɑ ̃ ～無しに 

séjour n. m. seʒuʀ 居間、リビングルーム 

service n. m. sεʀvis サービス 

situation n. f. sitɥasjɔ̃ 状態、状況 

situé/située adj. sitɥe 位置した、面した 

toilettes n. m. pl. twalεt お手洗い、トイレ 

vieux/vieil/vieille adj. vjø/vjεj 古い 

village n. m. vilaʒ 村 

ville n. f. Vil 町 

wc n. m. pl. Vese/dubləvese お手洗い 

DE LA  
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Leçon 8, PE 

à côté de prep. a kote də ～のそばに 

agréable adj. agʀeabl 気持ちがいい 

aimer v. eme 好きだ 

alors 
conj.de 
coord. 

alɔʀ だから、では 

an n. m. ɑ ̃ 年 

ancien/ancienne adj. ɑ̃sjε/̃ɑ̃sjεn 古い 

architecte n. m. f. aʀʃitεkt 建築家 

arrondissement n. m. aʀɔd̃ismɑ ̃ 区 

ascenseur n. m. asɑ̃sœʀ エレベーター 

avantage n. m. avɑ̃taʒ 利点 

banlieue n. f. bɑ̃ljø 郊外 

beaucoup de adv. boku də たくさんの 

bien situé adj. bjε̃ sitɥe いい所にある 

café n. m. kafe カフェ 

calme adj. kalm 静かな 

célèbre adj. selεbʀ 有名な 

centre-ville n. m. sɑ̃tʀəvil 中心街 
château des Ducs de 
Bretagne 

n. pr. m. ʃɑto de dyk də ブルタニュー公爵の城 

cher/chère adj. ʃεʀ 高い（値段） 

cinéma n. m. sinema 映画館 

commerce n. m. kɔmεʀs 商店 

désigner v. deziɳe 指す 

école n. f. ekɔl 学校 

endroit n. m. ɑ̃dʀwa 場所 

Erdre n. pr. m. εʀdʀ エルドル（川） 
Estelle n. pr. f. εstεl （固有名詞）女性の名前 

généralement adv. ʒeneʀalmɑ ̃ 一般的に 

habiter v.  abite 住む 

hôtel n. m. otεl ホテル 

immeuble n. m. imœbl 建物、アパート 

impression générale n. f. εp̃ʀεsjɔ̃ ʒeneʀal 一般的な印象 

inconvénient n. m. εk̃ɔ̃venjɑ ̃ 不利な点 
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Jardin du Luxembourg n. pr. m. ʒaʀdε̃ dy lyksɑ̃buʀ リュクサンブール公園 

Jean Nouvel n. pr. m. ʒɑñ nuvεl ジャン・ヌーヴェル（建築
家） 

jeune adj. ʒœn 若い 

Loire n. pr. f. lwaʀ ロワール（川） 

magasin n. m. magazε ̃ 店 

maison n. f. mεzɔ̃ 家 

moins adv. mwε ̃ より少なく 

Nantes n. pr. nɑ̃t ナント（町） 

palais de justice n. m. palε də ʒystis 裁判所 

parce que 
conj.de 
coord. 

pɑskə なぜなら 

parking n. m. paʀkiŋ 駐車場 

pas loin de prep. pɑ lwε̃ də 遠くない 

petit/petite adj. pəti/ pətit 小さい 

place n. f. plas 広場 

plus prep. ply もっと 

poste n. f. pɔst 郵便局 

pratique adj. pʀatik 便利な 

préférer v.  pʀefeʀe ～のほうが好きだ 

près de prep. pʀε də ～の近くに 

quartier Graslin n. pr. m. kaʀtje gʀɑslε ̃ グラスラン地区 

restaurant n. m. ʀεstɔʀɑ̃ レストラン 

rivière n. f. ʀivjεʀ 川 

rue n. f. ʀy 道 

Sèvres n. pr. f. səvʀ セーブル（町） 

station de métro Odéon n. pr. f. 
stasjɔ̃ də 
metʀɔpɔlitε̃ ɔdeɔ̃ オデオン駅（地下鉄） 

théâtre  n. m. teɑtʀ 劇場 

très adv. tʀε とても 

trouver v. tʀuve 見つける 

vie n. f. vi 生活 

vivre v. vivʀ 住む 

voisin/voisine n. m.f. vwazε/̃vwazin 隣人 

 
Leçon 8, CO/EO 
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ancien/ancienne adj. ɑ̃sjε/̃ɑ̃sjεn 古い 

argent n. m. aʀʒɑ ̃ お金 

aussi adv. osi ～も 

banque n. f. bɑ̃k 銀行 

boîte de nuit n. f. bwat də nɥi クラブ、ディスコ 

boucherie n. f. buʃʀi 肉屋 

boulangerie n. f. bulɑ̃ʒʀi パン屋 

ça pr. sa これ、それ、あれ 

café n. m. kafe カフェ 

ce soir n. m. sə swaʀ 今晩、今夜 

chat n. m. ʃa 猫 

château n. m. ʃɑto 城 

choqué/choquée adj. ʃɔke ショックを受けた 

cinéma n. m. sinema 映画館 

Clément n. pr. m. klemɑ ̃ （固有名詞）男性の名前 

comment adv. kɔmɑ ̃ どうやって 

d’accord interj. dakɔʀ わかりました 

déçu/déçue adj. desy がっかりした 

demander v. dəmɑ̃de たずねる 

église n. f. egliz 教会 

en face de prep. ɑ̃ fas də ～の前に 

en plus prep. ɑ̃ ply その上、おまけに 

gare n. f. gaʀ （鉄道の）駅 

génial/géniale adj. ʒenjal 素敵な 

habiter v. abite 住む 

italien/italienne adj. italjε/̃italjεn イタリアの 

magasin n. m. magazε ̃ 店 

musique n. f. myzik 音楽 

où conj.de coord. u どこ 
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parc n. m. paʀk 公園 

passer v. pɑse 寄る 

pizzeria n. f. pidzeʀja ピザ屋 

place n. f. plas 広場 

poste n. f. pɔst 郵便局 

pourquoi adv. puʀkwa なぜ 

pratique adj. pʀatik 便利な 

près d’ici prep. pʀε disi この近くに 

proposer de v. pʀɔpoze də ～することを提案する 

quartier n. m. kaʀtje 地区 

restaurant n. m. ʀεstɔʀɑ̃ レストラン 

Romain n. pr. m. ʀɔmε ̃ （固有名詞）男性の名前 

savoir v. savwaʀ 知る、知っている 

sur prep. syʀ ～の上に 

sympa adj. sεp̃atik 感じがいい 

sympathique adj. sεp̃atik 感じがいい 

tout/toute adj. tu/tut すべての 

très adv. tʀε とても 

vraiment adv. vʀεmɑ ̃ 本当に 

 

Lexique, Leçon 9 

Leçon 9, POI 
 

activité n. f. aktivite 活動 

Ah bon interj. ɑ bɔ ̃ あ、そうなの？ 

aller v. ale 行く 

au revoir  interj. o ʀəvwaʀ さようなら 

bateau n. m. bato 船 

beau/bel/belle adj. bo/bεl 格好いい、美しい 

bière n. f. bjεʀ ビール 

blanc/blanche adj. blɑ/̃blɑʃ 白い 
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Blois n. pr. blwɑ ブロワ（町） 

bœuf n. m. bœf 牛 

boulangerie n. f. bulɑ̃ʒʀi パン屋 

Bruxelles n. pr. bʀyksεl ブリュッセル（町） 

ce week-end n. m. sə wikεnd 今週末 

châteaux de la Loire n. m. pl. ʃɑto də la lwaʀ ロワール川の城 

chocolat n. m. ʃɔkɔla チョコレート 

cidre n. m. sidʀ りんご酒、シードル 

connaître v. kɔnεtʀ 知る、知っている 

de nom n. m. də nɔ̃ 名前だけ 

Eh bien interj. e bjε ̃ ええと 

Emma n. pr. f. e:ma （固有名詞）女性の名前 

faire v. fεʀ ～する 

fatigué/fatiguée adj. fatige 疲れている 

frites n. f. pl. fʀit フライドポテト 

fromage n. m. fʀɔmaʒ チーズ 

fruit de mer n. m. fʀɥi də mεʀ シーフード 

Grand-Place n. pr. f. gʀɑ ̃plas グラン・プラス（ベルギー） 

Henri n. pr. m. ɑ̃ʀi （固有名詞）男性の名前 

manger v. mɑ̃ʒe 食べる 

Manon n. pr. f. manɔ̃ （固有名詞）女性の名前 

monument historique n. m. mɔnymɑ̃ istɔʀik 歴史的建造物 

nager v. naʒe 泳ぐ 

nord n. m. nɔʀ 北 

place n. f. plas 広場 

plage n. f. plaʒ 浜辺 

plongée n. f. plɔ̃ʒe ダイビング 

poisson n. m. pwasɔ̃ 魚 

promenade n. f. pʀɔmnad 散歩 

quel/quelle adj. interr. kεl なんの、どんな 

quoi pron. interr. kwa 何 
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région n. f. ʀeʒjɔ̃ 地方 

riz n. m. ʀi 米 

rouge adj. ʀuʒ 赤 

se présenter v. sə pʀezɑ̃te 自己紹介する 

ski n. m. ski スキー 

spécialité régionale n. f. 
spesjalite 
ʀeʒjɔnal 地方の名物 

surf n. m. sœʀf サーフィン 

tourisme n. m. tuʀism 観光 

venir de  v. vəniʀ də ～から来る 

ville n. f. vil 町 

vin n. m. vε ̃ ワイン 

visiter des musées v. vizite de myze 博物館（美術館）を訪れる 
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Leçon 9, CE 
 

à côté de prep. a kote də ～のそばに 

accès n. m. akse アクセス 

ancien/ancienne adj. ɑ̃sjε/̃ɑ̃sjεn 古い 

aussi adv. osi ～も 

basilique Saint-Nazaire n. pr. f. bazilik sε̃ nazεʀ サン・ナゼール教会 

beaucoup de adv. boku də たくさんの 

belle vue n. f. bεl vy よい眺め 

bon/bonne adj. bɔ̃ ̃/bɔn おいしい 

cassoulet n. m. kasulε カスレ（長く煮込んだ鍋

料理） 

centre n. m. sɑ̃tʀ 中央 

chambre n. f. ʃɑ̃bʀ 寝室 

château n. m. ʃɑto 城 

cher/chère adj. ʃεʀ 高い 

circuler v. siʀkyle 通行する 

cité de Carcassonne n. pr. f. site də kaʀkasɔn 歴史的城塞都市カルカ

ソンヌ 

Dame Carcas n. pr. f. dam kaʀkas （固有名詞）女性の名前 

déjeuner v. / n. m. deʒœne 昼食をとる / 昼食 

derrière adv. dεʀjεʀ 後ろに 

donjon n. m. dɔ̃ʒɔ̃ 主塔、天守閣 

écouter v. ekute 聴く 

église n. f. egliz 教会 

entrée principale n. f. ɑ̃tʀe pʀεs̃ipal 中央入り口 

entrer par v. ɑ̃tʀe paʀ ～から入る 

été n. m. ete 夏 

excellent /excellente adj. εksεlɑ/̃εksεlɑt̃ すごくおいしい 

extérieur n. m. εksteʀjœʀ 外 

faire du shopping v. fεʀ dy ʃɔpiŋ ショッピングする 



Niveau	A1.1	du	CECRL		 	 	 	 	
	 	 	 Interactions	1	

Livret	de	l’apprenant	japonais	
	
	

日本語版学習ガイド 
	

89	

formidable adj. fɔʀmidabl すごい 

grand/grande adj. gʀɑ/̃ gʀɑd̃ 大きい 

ici prep. isi ここ 

intéressant/intéressante adj. εt̃eʀεsɑ̃/̃εt̃eʀεsɑ̃t 面白い 

journée n. f. ʒuʀne 一日、昼間 

Languedoc n. pr. m. lɑ̃gdɔk ラングドック(地方) 

magasin n. m. magazε ̃ 店 

magnifique adj.  maɳifik 素晴らしい 

manger v. mɑ̃ʒe 食べる 

moderne adj. mɔdεʀn 新式の 

monument religieux n. m. mɔnymɑ̃ ʀəliʒjø 
宗教的建造物 

musique religieuse n. f. myzik ʀəliʒjøz 宗教音楽 

nom n. m. nɔ̃ 名前	  

parfait/parfaite adj. paʀfε/ paʀfεt 完璧な 

parking n. m. paʀkiŋ 駐車場 

pas mal adj. pɑ mal まあまあ 

pendant adv. pɑ̃dɑ ̃ ～の間に 

plan n. m. plɑ ̃ 地図 

porte n. f. pɔʀt 門 

porte Narbonnaise n. pr. f. pɔʀt naʀbɔnεz ナルボンヌ門 

pourquoi pron. interr. puʀkwa なぜ 

pratique adj. pʀatik 便利な 

princesse n. f. pʀεs̃εs 王女、王妃 

promenade n. f. pʀɔmnad 散歩 

rempart n. m. ʀɑp̃aʀ 城壁 

rouge adj. ʀuʒ 赤 

se trouver v. sə tʀuve ～にある 

spécialité locale n. f. spesjalite lɔkal 地元の名産 

statue n. f. statɥ 彫像 
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très adv. tʀε とても 

venir de  v.  vəniʀ də ～から来る 

vieille ville n. f. vjεj vil 旧市街 

ville n. f. vil 町 

vin n. m. vε ̃ ワイン 

visiter v.  vizite 訪ねる 

voir v.  vwaʀ 見る、会う 

voiture n. f. vwatyʀ 車 

siècle n. m. sjεkl 世紀 

 
PRAQUE  
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Leçon 9, PE 
 

accéder v. aksede アクセスする、行く 

activité n. f. aktivite 活動 

arrivée n. f. aʀive 到着 

basilique Saint-Nazaire n. pr. f. bazilik sε̃ nazεʀ サン・ナゼール教会 

bateau n. m. bato 船 

beaucoup de adv.  boku də たくさんの 

calvados n. pr. m. kalvadɔs カルバドス（酒） 

Camargue n. pr. f. kamɑʀg カマルグ（地方） 

camembert n. m. kamɑ̃bεʀ カマンベール 

Carcassonne n. pr.  kɑʀkɑsɔn カルカソンヌ（町） 

cassoulet n. m. kasulε カスレ（料理） 

château n. m. ʃɑto 城 

cheval n. m. ʃəval 馬 

cidre n. m. sidʀ りんご酒、シードル 

cité n. f. site 
歴史的城塞都市 

Dame Carcas n. pr. f dam kaʀkas （固有名詞）女性の名前 

découverte n. f. dekuvεʀt 発見 

déjeuner n. m. / v. deʒœne 昼食 / 昼食をとる 

derrière prep. dεʀjεʀ ～の後ろに 

écouter v. ekute 聴く 

entrée n. f. ɑ̃tʀe 入り口 

grand/grande adj. gʀɑ/̃ gʀɑd̃ 大きい 

Honfleur n. pr. ɔ̃flœʀ オンフルール（町） 

hôtel n. m. otεl ホテル 

intéressant/intéressante adj. εt̃eʀεsɑ/̃εt̃eʀεsɑ̃t 面白い 

Julien 
 

n. pr. m. ʒyljε ̃ （固有名詞）男性の名前 

manger v. mɑʒ̃e 食べる 

mont Saint-Michel n. pr. m. mɔ̃ sε̃ miʃεl モン・サンミシェル 
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musique religieuse n. f. myzik ʀəliʒjøz 宗教音楽 

nom n. m. nɔ̃ 名字 

nord-ouest n. m. nɔʀwεst 北西 

Normandie n. pr. f. nɔʀmɑ̃di ノルマンディ（地方） 

office de tourisme n. m. ɔfis də tuʀism 観光案内所 

place n. f. plas 広場 

plage n. f. plaʒ 浜辺 

porte n. f. pɔʀt 門 

porte Narbonnaise n. f. pɔʀt ナルボンヌ門 

préféré/préférée adj. pʀefeʀe 一番好きな 

princesse n. f. pʀεs̃εs 王女、王妃 

région n. f. ʀeʒjɔ̃ 地方 

rempart n. m. ʀɑp̃aʀ 城壁 

Saintes-Maries-de-la-
Mer 

n. pr. f. sεt̃ maʀi də la meʀ サント・マリー・ド・
ラ・メール（町） 

se promener v. sə pʀɔmne 散歩する 

site historique n. m. sit istɔʀik 歴史的な名所 

situé/située adj. sitɥe ～にある 

spécialité locale n. f. spesjalite lɔkal 地元の名産 

spécialité régionale n. f. spesjalite ʀeʒjɔnal 地方の名産 

statue n. f. statɥ 彫像 

sud-ouest n. m. sydwεst 南西 

Van Gogh n. pr. m. vɑ ̃gog ヴァン・ゴッホ 

ville n. f. vil 町 

visiter v. vizite 訪ねる 

vue n. f. vy 眺め 

siècle n. m. sjεkl 世紀 
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Leçon 9, CO/EO 

activité n. f. aktivite 活動 

aider v. εde 手伝う 

Alsace n. pr. f. ɑlzas アルザス（地方） 

bien sûr adv. bjε̃ syʀ もちろん 

blanc/blanche adj. blɑ/̃blɑ̃ʃ 白い 

cathédrale n. f. katedʀal 大聖堂 

cathédrale Notre-Dame n. pr. f. katedʀalnɔtʀ dam ノートルダム大聖堂 

cathédrale Saint-Gatien n. pr. f. katedʀal sε̃ gatje サン・ガティアン大聖堂 

centre-ville n. m. sɑ̃tʀəvil 中心街 

châteaude Chenonceau n. pr. m. ʃɑto də ʃənɔ̃so シュノンソー城 

château du  
Haut-Koenigsbourg 

n. pr. m. ʃɑto dy okənisbuʀ クニスブル城 

cher/chère adj. ʃεʀ 高い（値段） 

chercher v. ʃεʀʃe 探す 

choucroute n. f. ʃukʀut シュークルート（キャベツと

ソーセジーの煮込み） 

Colmar n. pr.  kɔlmɑʀ コルマール（町） 

couvent n. m. kuvɑ ̃ （女子）修道院 

femme n. f. fam 女性 

fromage de chèvre n. m. fʀɔmaʒ də ʃεvʀ ヤギのチーズ 

gare n. f. gaʀ （鉄道の）駅 

gastronomique adj. gastʀɔnɔmik 美食の 

hôtel n. m. otεl ホテル 

hôtel du Lion n. pr. m. otεl dy ljɔ̃ （固有名詞）ホテルの名前 

information n. f. εf̃ɔʀmasjɔ̃ 情報 

intéressé/intéressée adj. εt̃eʀεse 興味をもった 

intérêt n. m. εt̃eʀε 興味 

Loire n. pr. f. lwaʀ ロワール（川） 

messieurs n. m. pl. məsjø 皆さん（男性複数に対する呼びか

け） 

mont Sainte-Odile n. pr. m. mɔ̃ sεt̃odil サント・オディール山 

Obernai n. pr. obεʀne オベルネ（町） 
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office de tourisme n. m. ɔfis də tuʀism 観光案内所 

pas mal adj. pɑ mal まあまあ 

place n. pr. f. plas 広場 

pouvoir v. puvwaʀ ～できる 

près de pep. pʀε də ～の近くに 

région n. f. ʀeʒjɔ̃ 地方 

régional/régionale adj. ʀeʒjɔnal 地方の 

remercier v. ʀəmεʀsje 礼を言う 

renseignement n. m. ʀɑs̃εɳmɑ ̃ 情報 

Riesling n. pr. m. ʀisliŋ リースリング（白ワインの

種類） 

rillette n. f.  ʀijεt 豚のパテ 

route n. f. ʀut 街道 

route des vins n. f. ʀut de vε ̃ ワイン街道 

satisfaction n. f. satisfaksjɔ̃ 満足 

satisfait/satisfaite adj. satisfε/atisfεt 満足している 

site  n. m. sit サイト、スポット 

spécialité n. f. spesjalite 名産 

Strasbourg n. pr.  stʀasbuʀ ストラスブー（町） 

Tokay n. pr. tɔke トケイ（トカイ：ワインの一

種） 

Touraine n. pr. f. tuʀεn トゥレーヌ（地方） 

touriste n. m. tuʀist 観光客 

touristique adj. tuʀistik 観光の 

Tours n. pr. tuʀ トゥール（町） 

tout/toute adj. tu/tut すべての 

vélo n. m. Velo 自転車 

vin n. m. Vε ̃ ワイン 

visiter v. vizite 訪ねる 
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Lexique, Leçon 10 

Leçon 10, POI 

alors 
conj.de 
coord.	  

alɔʀ だから 

après prep. apʀε ～の後 

après-midi n. m. / f. apʀεmidi 午後 

bientôt adv. Bjεt̃o まもなく 

bon/bonne adj. bɔ̃/bɔn おいしい 

Bonne idée ! n. f. bɔn ide ! いい考え！ 

campagne n. f. kɑ̃paɳ 田舎 

concert n. m. kɔ̃sεʀ コンサート 

cuisine n. f. kɥizin 料理 

d’abord adv. dabɔʀ まず 

demain adv. dəmε ̃ 明日 

dimanche n. m. dimɑ̃ʃ 日曜日 

disponible adj. dispɔnibl 暇な、空いている 

en général 
conj. de 
coord. 

ɑ̃ ʒeneʀal 一般的に 

faire v. fεʀ ～する 

faire des courses v. fεʀ de kuʀs 食品の買い物をする 

faire du bricolage v. fεʀ dy bʀikɔlaʒ 日曜大工をする 

jeudi n. m. ʒødi 木曜日 

libre adj. libʀ 暇な、空いている 

lire un livre v. liʀ œ̃ livʀ 本を読む 

louer un film v. lwe œ̃ film 映画を借りる 

lundi n. m. Lœ̃di 月曜日 

marché n. m. maʀʃe 市場 

mardi n. m. mɑʀdi 火曜日 

matin n. m. Matε ̃ 朝 

ménage n. m. mena:ʒ 掃除 

mer n. f. mεʀ 海 
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mercredi n. m. mεʀkʀədi 水曜日 

montagne n. f. mɔ̃taɳ 山 

nuit n. f. nɥi 夜 

piscine n. f. Pisin プール 

possible adj. pɔsibl 可能な 

prendre des vacances v. pʀɑd̃ʀ de vakɑ̃s 休暇を取る 

quoi 
pron. 
interr. 

Kwa 何 

regarder v. ʀəgaʀde 見る 

rester à la maison v. ʀεste a la mεzɔ̃ 家にいる 

samedi n. m. Samdi 土曜日 

soir n. m. swaʀ 夜、夕方 

sortir v. sɔʀtiʀ 出かける 

télé n. f. Tele テレビ 

travailler v.  tʀavaje 働く 

week-end n. m. wikεnd 週末 

 
 
Leçon 10, CE 

adorer v. adɔʀe 大好きだ 

aller v. ale 行く 

alors adv. alɔʀ だから 

ami/amie n. m. f. ami 友達 

après-midi n. m. f. apʀεmidi 午後 

avec prep. avεk ～と一緒に 

beaucoup de adv. boku də たくさんの 

boîte de nuit n. f. bwat də nɥi ディスコ、クラブ 

boutique n. f. butik 店 

bricolage n. m. bʀikɔlaʒ 日曜大工 

café n. m. kafe カフェ 

campagne n. f. kɑ̃paɳ 田舎 

centre-ville n. m. sɑ̃tʀəvil 中心街 

champagne n. m. ʃɑ̃paɳ シャンパン 

chez prep. ʃe ～のところで 

chocolat n. m. ʃɔkɔla チョコレート 

collègue n. m. kɔllεg 同僚 
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comment adv. kɔmɑ ̃ どうやって 

concert  n. m. kɔ̃sεʀ コンサート 

congé n. m. kɔ̃ʒe 休み 

culturel/culturelle adj. kyltyʀεl 文化的な 

de temps en temps adv. də tɑ̃zɑ̃ tɑ ̃ たまに、ときどき 

deux 
adj. 
num. 

dø 2 

dimanche n. m. dimɑ̃ʃ 日曜日 

dîner n. m. dine 夕食 

discussion n. f. diskysjɔ̃ 話、議論 

donc adv. dɔ̃k だから 

école de français n. f. ekɔl də fʀɑs̃ε フランス語学校 

en général 
conj.de 
coord. 

ɑ̃ ʒeneʀal 一般的に 

enfant n. m. ɑ̃fɑ ̃ 子供 

entreprise n. f. ɑ̃tʀəpʀiz 会社 

eux pr. ø 彼ら 

famille n. f. famij 家族 

femme n. f. fam 女の人 

film n. m. film （一本の）映画 

Français/Française n. m. fʀɑs̃ε/ fʀɑs̃εz フランス人 

généralement adv. ʒeneʀalmɑ ̃ 一般的に 

grammaire n. f. gʀammεʀ 文法 

heure n. f. œʀ ～時 

ingénieur n. m. εʒ̃enjœʀ エンジニア 

jardinage n. m. εʒ̃enjœʀ ガーデニング 

jour n. m. ʒaʀdinaʒ 日 

journée n. f. ʒuʀ 一日、昼間 

Kévin n. pr. m. ʒuʀne （固有名詞）男性の名前 

Laëtitia n. pr. f. letisija （固有名詞）女性の名前 

Laurent n. pr. m. lɔʀɑ̃ （固有名詞）男性の名前 

louer v. lwe レンタルする 

mais adv. mε でも 

ménage n. m. menaʒ 掃除 

mer n. f. mεʀ 海 

moins de adv. mwε̃ də ～より少ない 

monde n. m. mɔ̃d 人々 

nager v. naʒe 泳ぐ 

où 
conj.de 
coord. 

u どこ 

ouvrier n. m. uvʀije 労働者 
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parce que 
conj.de 
coord. 

paʀs kə なぜなら 

partir v.  paʀtiʀ 出発する 

petit ami/petite amie n. m. f. pətit ami 恋人 

piscine n. f. pisin プール 

pourquoi adv. puʀkwa なぜ 

pouvoir v. puvwaʀ ～できる 

pratique adj. pʀatik 便利な 

préférer v. pʀefeʀe ～の方が好きだ 

prendre v. pʀɑd̃ʀ 取る、乗る 

promenade n. f. pʀɔmnad 散歩 

quand adv. kɑ ̃ 〜のとき 

qui adv. ki だれ 

regarder v. ʀəgaʀde 見る 

rien de spécial n. m. ʀjε̃ də spesjal 特に何も（ない） 

RTT n. f. εʀtete 労働時間短縮 

samedi n. m. samdi 土曜日 

secrétaire n. f. səkʀetεʀ 秘書  

soir n. m. swaʀ 夜 

sortie  n. f. sɔʀti 外出 

souvent adv. suvɑ ̃ よく、たびたび 

télévision n. f. televizjɔ̃ テレビ 

théâtre n. m. teɑtʀ 演劇 

travail n. m. tʀavaj 仕事 

travailler v. tʀavaje 働く 

trois 
adj. 
num. 

tʀwɑ 3 

trouver v. tʀuve 見つける 

vendredi n. m. vɑ̃dʀədi 金曜日 

week-end n. m. wikεnd 週末 
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Leçon 10, PE 

ainsi adv. Ε̃si 従って、そのように 

aller v. Ale 行く 

ami/amie n. m. f. ami 友人 

après-midi n. m. f. apʀεmidi 午後 

beaucoup  adv. boku  たくさん 

dimanche n. m. dimɑ̃ʃ 日曜日 

donc conj. de coord. dɔ̃k だから 

faire v. fεʀ ～する 

football n. m. futbol サッカー 

heure n. f. œʀ ～時 

Leatitia n. pr. f. letisija （固有名詞）女性の名前 

maison n. f. mεzɔ̃ 家 

matin n. m. matε ̃ 朝 

par prep. paʀ ～で 

personne n. f. pεʀsɔn 人 

Pierric n. pr. m. pjεʀik （固有名詞）男性の名前 

plus de adv.  ply də もっと多くの 

rester v. ʀεste 残る、いる 

salut interj. Saly やあ（友達と） 

samedi n. m. samdi 土曜日 

semaine n. f. səmεn 週 

soir n. m. swaʀ 夜 

sortir v. sɔʀtiʀ 出かける 

stressé/stressée adj. stʀese 緊張している 

surfer sur Internet v. sœʀf syʀ εt̃εʀnεt 
ネット（ウェブ）サ

ーフィンをする 

temps libre n. m. tɑ̃ libʀ 暇な時間 

travail n. m. tʀavaj 仕事 

travailler v. tʀavaje 働く 

université n. f. ynivεʀsite 大学 

voir v. vwaʀ 見る、会う 

week-end n. m. wikεnd 週末 
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Leçon 10, CO/EO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

aimer v.  eme 好きだ 

ami/amie n. m. f. ami 友人 

bière n. f. bjεʀ ビール 

ce soir n. m. sə swaʀ 今晩 

ce week-end n .m. wikεnd 今週末 

chéri/chérie n. m.f. ʃeʀi いとしい人 

choucroute n. f.  ʃukʀut 
シュークルート（キャベ

ツとソセージの煮込み料

理） 

Christophe n. pr. m. kʀistof （固有名詞）男性の名前 

content/contente adj. kɔ̃tɑ/̃kɔ̃tɑt 嬉しい 

cuisine n. f. kɥizin 料理 

déjeuner n. m.  / v. deʒœne 昼食 / 昼食をとる 

demander v.  dəmɑ̃de 尋ねる 

différence n. f. difeʀɑs̃ 違い 

dimanche n. m. dimɑ̃ʃ 日曜日 

dîner n. m. dine 夕食 

dormir v. dɔʀmiʀ 寝る 

Éric n. pr. m. eʀik （固有名詞）男性の名前 

excusez-moi interj. εkskyze-mwa すみません 

faire v. fεʀ ～する 

famille n. f. famij 家族 

festival n. m. fεstival 祭り 

film n. m. film （一本の）映画 

louer v. lwe 借りる/レンタルする 

marché n. m. maʀʃe 市場 

Mélanie n. pr. f. melani （固有名詞）女性の名前 

montre n. f. mɔ̃tʀ 時計 

non interj. nɔ̃ いいえ 

piscine n. f. pisin プール 

place n. f. plas 広場 

poulet n. m. pulε 鳥肉 

pouvoir v. puvwaʀ ～できる 

promenade n. f. pʀɔmnad 散歩 

puis 
conj.de 
coord. 

pɥi それから 

république n. f. ʀepyblik 共和国 

regarder n. f. ʀəgaʀde 見る 

samedi n. m. samdi 土曜日 
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savoir v. savwaʀ 知る 

silence n.  m. silɑ̃s 沈黙  

sur prep. syʀ ～の上に 

téléphoner v. telefɔne 電話する 

télévision n. f. televizjɔ̃ テレビ 

théâtre n. m. teɑtʀ 演劇 

travailler v. tʀavaje 働く 

vélo n. m. velo 自転車 

voiture n. f. vwatyʀ 車 

 

Lexique, Leçon 11 

Leçon 11, POI 

à prep. a ～で 

à pied n.m. a pje 歩いて 

après-midi n. m. f. apʀεmidi 午後 

arriver v. aʀive 到着する 

avec prep. avεk ～と一緒に 

avion n. m. avjɔ̃ 飛行機 

bureau n. m. byʀo 仕事	  

bus n. m. bys バス 

ce soir n. m. sə swaʀ 今晩、今夜 

cinq adj. num. sεk̃ 5 

client/cliente n. m. klijɑ/̃klijɑt 客 

commencer v. kɔmɑ̃se 始まる 

déjeuner  v. / n. m. deʒœne 昼食をとる/昼食 

demain adv. dəmε ̃ 明日 

deux adj. num. dø 2 

du soir n. m. dy swaʀ 夜の 

eh bien Interj. e bjε ̃ ええと 

et demie n. f. e dəmi 半 

et quart n. m. e kaʀ 15分過ぎ 

euro n. m. øʀo ユーロ 

finir v. finiʀ 終わる 
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heure n. f. œʀ ～時 

huit adj. num. ɥit 8 

Lyon n. pr.  ljɔ̃ リヨン（町） 

maison n. f. mεzɔ̃ 家 

marcher v. maʀʃe 歩く 

métro n. m. metʀɔ 地下鉄 

midi n. m. midi 昼、１２時 

moins le quart n. m. mwε̃ lə kaʀ 15分前 

neuf adj. num. nœv 9 

Paris n. pr. paʀi パリ 

partir v. paʀtiʀ 出発する 

prendre v. pʀɑd̃ʀ 取る、乗る 

quel(le) adj. interr. kεl 何の 

rendez-vous n. m. ʀɑd̃e-vu 待ち合わせ 

rentrer  v. ʀɑt̃ʀe 帰る 

réunion n. f. ʀeynjɔ̃ 会議 

sept adj. num. sεt 7 

syllabe n. f. silab 音節 

tard adv. taʀ 遅く 

TER n. m. teøεʀ 地方の電車 

TGV n. m. teʒeve フランスの新幹線 

tramway n. m. tʀamwε 路面電車 

travail n. m. tʀavaj 仕事 

un adj. num. œ̃ １ 

vélo n. m. velo 自転車 

vers prep. vεʀ ～頃、～のほうへ 

vingt adj. num. vε ̃ 20 

voiture n. f. vwatyʀ 車 
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Leçon 11, CE 

à propos de n. m. a pʀopo də ～について 

aimer v. eme 好きだ 

après prep. apʀε ～後 

après-midi n. m. f. apʀεmidi 午後 

arrivée n. f. aʀive 到着 

arriver v. aʀive 到着する 

avec prep. avεk ～と一緒に 

avec qui prep avεk ki だれと 

avion n. m. avjɔ̃ 飛行機 

billet n. m. bijε 切符 

bonjour interj. bɔ̃ʒuʀ こんにちは 

Bruxelles n. pr. bʀyksεl ブリュッセル 

Cave du Roy n. pr. f. kav dy ʀwa （固有名詞）レストランの名前 

centre-ville n. m. sɑ̃tʀəvil 中心街 

chocolat n. m. ʃɔkɔla チョコレート 

choisir v. ʃwaziʀ 選ぶ 

classe n. f. klɑs ~等車 

client/cliente n. m. f. klijɑ/̃klijɑ̃t 客 

commencer v. kɔmɑ̃ se 始まる、始める 

date n. f. dat 日付 

début n. m. deby 初め 

déjeuner n. m. / v. deʒœne 昼食 / 昼食をとる 

départ n. m. depaʀ 出発 

directeur général n. m. diʀεktœʀ ʒeneʀal 社長 

écrire v. ekʀiʀ 書く 

en prep. ɑ ̃ ～で（交通手段） 

ensuite 
conj. de 
coord. 

ɑ̃s ɥit 次に 

fin n. f. fε ̃ 終わり 

finir v. finiʀ 終わる 

gare du Nord n. pr. f. gaʀ dy nɔʀ 北駅（パリ） 

Grand-Place n. pr. f. gʀɑ ̃plas グラン・プラス（ベルギー） 

heure n. f. œʀ ～時 



Niveau	A1.1	du	CECRL		 	 	 	 	
	 	 	 Interactions	1	

Livret	de	l’apprenant	japonais	
	
	

日本語版学習ガイド 
	

104	

janvier n. m. ʒɑṽje 一月 

Jean-Pierre n. pr. m. ʒɑ ̃ pjεʀ （固有名詞）男性の名前 

là adv. / interj. la あちら、こちら 

libre adj. libʀ 暇な、空いている 

loin adv.  lwε ̃  遠くに 

lundi n. m. lœ̃di 月曜日 

Marie n. pr. f. maʀi （固有名詞）女性の名前 

Martin n. pr.  maʀtε ̃ （固有名詞）男性の名前、姓 

matin n. m. matε ̃ 朝 

Monsieur n. m. məsjø -さん（男性に対する敬称） 

Nowak n. pr. novak （固有名詞）姓 

où adv. u どこ 

parfait/parfaite adj. paʀfε/ paʀfεt 完璧な 

partir v. paʀtiʀ 出発する 

personne n. f. pεʀsɔn 人 

pour prep. puʀ ～のために 

Première classe n. f. pʀəmjεʀ klas 一等車 

prendre v. pʀɑd̃ʀ 乗る 

quand adv. kɑ ̃ いつ 

rapide adj. ʀapid 速い 

RDV n. m. ʀɑd̃e-vu 約束 

remercier v. ʀəmεʀsje 礼を言う 

réservation n. f. ʀezεʀvasjɔ̃ 予約 

réservé/réservée adj. ʀezεʀve 予約した 

restaurant v ʀεstɔʀɑ̃ レストラン 

retour n. m. ʀətuʀ 帰り 

réunion n. f. ʀeynjɔ̃ 会議 

s’il vous plaît interj. sil vu plε お願いします 

seconde classe n. f. səgɔ̃d klas 二等車 

taxi n. m. taksi タクシー 

TGV Thalys n. m. teʒeve talis 
（ブリュッセルとパリを結ぶ）TGV 

train n. m. trε ̃ 電車／列車 

vingt-cinq adj. num. vε-̃si 25 
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vouloir v. vulwaʀ ～したい 

voyager v. vwajaʒe 旅行する 
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Leçon 11, PE 

aéroport  n. m. aeʀɔpɔʀ 空港 

arriver v. aʀive 到着する 

avion n. m. avjɔ̃ 飛行機 

banquier/banquière n. m. f. bɑ̃ kje/bɑ̃ kjeʀ 銀行員 

beaucoup adv. Boku たくさん 

chéri/chérie n. m.f. ʃeʀi いとしい人 

chez prep. ʃe ～のところで 

classique adj. klasik クラシックの 

commencer v. kɔmɑs̃e 始まる 

comment adv. kɔmɑ ̃ どうやって 

connaître  v. kɔnεtʀ 知る、知っている 

de …. à prep. də …. a ～から〜まで 

début de journée n. m. deby də ʒuʀne 一日の初め 

déjeuner n. m. / v. deʒœne 昼食 

emploi du temps n. m. ɑ̃ p lwa dy tɑ ̃ スケジュール 

employé/employée n. m.f. ɑ̃ p lwaje 会社員、従業員 

eux pron. ø 彼ら 

exercice n. m. εgzεʀsis 練習 

faire v. fεʀ ～する 

fin de journée n. f. fε̃ də ʒuʀne 一日の終わり 

finir v. finiʀ 終わる 

France n. f. fʀɑs̃ フランス 

gare du Nord n. f. gaʀ dy nɔʀ 北駅（パリ） 

gare Montparnasse  n. f. gaʀ mɔ̃paʀnas モンパルナス駅（パリ） 

heure n. f. œʀ ～時、時間 

jour   n. m. ʒuʀ 日 

journée n. f. ʒuʀne 一日、昼間 

lundi n. m.  l œ̃di 月曜日 

Lyon n. pr. ljɔ̃ リヨン（町） 

marche n. f. maʀʃ 歩き 

Marseille n. pr. mɑʀsεj マルセイユ（町） 

matin n. m. matε ̃ 朝、午前 

métro RITURE n. m. metʀɔ  リチュール駅（パリの地下
鉄） 

midi n. m. midi 昼 

musée Rodin  n. m. myze ロダン美術館 

Natacha n. pr. f. nataʃa （固有名詞）女性の名前 

Orly n. pr. ɔʀli オルリ 

Paris n. pr. paʀi パリ 

partir v. paʀtiʀ 出発する 

pause-déjeuner n. f. poz deʒœne 昼休み 

plus adv. ply もっと多く 

pouvoir  v. puvwaʀ ～できる 
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prendre v. pʀɑd̃ʀ 乗る 

profession n. f. pʀɔfεsjɔ̃ 職業 

rentrer n. f. ʀɑt̃ʀe 帰る 

souvent adv. suvɑ ̃ よく、しばしば 

taxi n. m. taksi タクシー 

TGV  n. m. teʒeve フランスの新幹線 

tôt adv. to 早く 

tour Eiffel n. f. tuʀ εfεl エッフェル塔 

transport n. m. tʀɑs̃pɔʀ 輸送 

travail  n. m. tʀavaj 仕事 

Varenne n. pr. f. vɑʀεn ヴァレンヌ（町） 

vendredi n. m. vɑ̃d ʀədi 金曜日 

voisin/voisine n. m. f. Vwazvε̃/wazin 隣人 

voiture n. f. vwatyʀ 車 
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Leçon 11, CO/EO 

accepter v. aksεpte 受け入れる 
agente n. f. aʒɑ̃t 仲介業者  
aller simple n. m. ale sεp̃l 片道 
arrivée n. f. aʀive 到着 
arriver v. aʀive 到着する 
billet n. m. bijε 切符 

carte bleue n. f. kaʀt blø 
（フランスの銀行が発行

する）デビットカード 
changement  n. m. ʃɑ̃ʒmɑ ̃ 乗り換え 
jouer v. ʒwe 遊ぶ 
choisi/choisie adj. ʃwazi 選択した 
classe n. f. klɑs クラス 
client/cliente n. m.f. klijɑ/̃klijɑ̃t 客 
commencer v. kɔmɑ̃se 始まる 
confirmer  v. kɔ̃fiʀme 確認する 
content/contente adj. kɔ̃tɑ/̃ kɔ̃tɑ̃t 嬉しい 
départ  n. m. depaʀ 出発 
gare d’arrivée n. f. gaʀ daʀive 到着駅 
gare de départ n. f. gaʀ də depaʀ 出発駅 
heure n. f. œʀ ～時 
horaire  n. m. ɔʀεʀ 時刻（表） 
liquide n. m. likid 現金の 

Londres St-Pancras n. pr. lɔ̃dʀ sε ̃pɑ̃ cʀas 
ロンドン、サンパン

クラス（駅） 
moyen de paiement n. m. mwajε ̃də pεmɑ ̃ 支払方法 
Nancy  n. pr. nɑ̃si ナンシー（町） 
Nantes n. pr. nɑ̃t ナント（町） 
Nice n. pr. nis ニース（町） 
Nîmes n. pr. nim ニーム（町） 
octobre n. m. ɔktɔbʀ 10月 
Paris- Gare de l’Est n. pr. paʀi- gaʀ də lεst パリ東駅 

Paris-Gare d’Austerlitz n. pr. paʀi- gaʀ dɔstεʀlist 
パリオーステルリツ

駅 
Paris-Gare de Lyon n. pr. paʀi- gaʀ də ljɔ̃ パリリヨン駅 
Paris-Gare du Nord n. pr. paʀi- gaʀ dy nɔʀ パリ北駅 
partir v. paʀtiʀ 出発する 
première classe n. f. pʀəmjεʀ klɑs 一等車 
prix n. m. pʀi 値段 
proposé/proposée adj. pʀɔpoze 提案された 
quel/quelle adj. Interr. kεl どちらの、どの 
répéter v.  ʀepete 繰り返す 
s’informer  v. sεf̃ɔʀme 情報を得る 
se fâcher v. sə faʃe 怒る 
train  n. m. trε ̃ 電車 
voyager v. vwajaʒe 旅行する 
voyageur/voyageuse n. m. f. vwajaʒœʀ/vwajaʒøz 旅行者、乗客 
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Lexique, Leçon 12 

Leçon 12, POI 

aller v. ale 行く 
ami/amie n. m. /f. ami 友人 
apprécier v. apʀesje 好きだ 
après adv. apʀε ～後 

attendre v. atɑ̃ dʀ 待つ 
au sujet de  n. m. o syʒε də ～について 
avec prep. avεk ～と一緒に 
avec plaisir ! interj. avεk pleziʀ ! 喜んで！ 
bise n. f. biz キス 
bisou n. m. bizu キス 
boîte n. f. bwat クラブ、ディスコ 

Bonnet n. pr. bɔnε (固有名詞) 姓 
bureau n. m. byʀo オフィス 
café n. m. kafe カフェ 
chez prep. ʃe ～の所で 
cinéma n. m. sinema 映画館 

copain/copine n. m.f. kɔpε/̃kɔpin 友人（くだけた言い方） 
cours n. m. kuʀ 授業 
croire v. kʀwɑʀ 信じる 

d’abord 
conj.de 
coord. 

dabɔʀ まず 

date  n. f. dat 日付 
déjeuner n. m. / v. deʒœne 昼食 / 昼食をとる 
devoir v. dəvwaʀ するべきだ 
dîner n. m. / v. dine 夕食 / 夕食をとる 
ensemble adv. ɑ̃s ɑ̃bl 一緒に 
examen n. m. εgzamε ̃ 試験 
exposition n. f. εkspozisjɔ̃ 展覧会 
faire un tour en ville v. fεʀ œ̃ tuʀ ɑ̃ vil 町を散歩する 
film n. m. film （１本の）映画 
Gaumont n. pr. gɔmɔ̃ ゴーモン（映画館） 

génial/géniale adj. ʒenjal 素敵な 
gentil/gentille adj. ʒɑt̃i/ ʒɑt̃ij 優しい、親切な 

gros/grosse adj. gʀo/ gʀos 大きい、太い 
heureux/heureuse  adj. øʀø/øʀøz 嬉しい、幸せな 
invitation n. f. εṽitasjɔ̃ 招待 
janvier n. m. ʒɑṽje 1月 
jeune adj. ʒœn 若い 

Juju = Juliette n. pr. ʒyʒy = ʒyliεt ジュジュ（ジュリエットの

愛称） 

La Maison Blanche n. pr. f. la mεzɔ̃ blɑ̃ʃ ホワイトハウス 
libre adj. libʀ 暇な 
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littérature n. f. liteʀatyʀ 文学 

Lola n. pr. f. lola （固有名詞）女性の名前 

mais 
conj.de 
coord. 

Mε しかし 

match n. m. matʃ 試合 
match de foot n. m. matʃ də fut サッカーの試合 
mercredi n. m. mεʀkʀədi 水曜日 
midi n. m. midi 昼 
musique techno  n. f. myzik tεknɔ テクノ音楽 
Nico = Nicolas n. pr. m. nico = nicola ニコ（ニコラの愛称） 

objet n. m. ɔbʒε 用件(メール)  

parce que 
conj.de 
coord. 

paskə なぜなら 

partir v. paʀtiʀ 出発する 
passer un examen  v. pɑse  œ̃n- εgzamε ̃ 試験を受ける 
pièce de théâtre n. f. pjεs də teɑtʀ 演劇作品 
piscine n. f. pisin プール 
place n. f. plas 広場 
pourquoi  adv. puʀkwa なぜ 
pouvoir v. puvwaʀ ～できる 
prendre un verre  v. pʀɑd̃ʀ œ̃ vεʀ 飲みに行く 
proposer de v. pʀɔpoze də ～する提案をする 

puis 
conj.de 
coord. 

pɥi それから 

rendez-vous n. m. ʀɑd̃e-vu 待ち合わせ 
réponse n. f. ʀepɔ̃s 答え 
restaurant n. m. ʀεstɔʀɑ̃ レストラン 
rester v. ʀεste 残る 
réunion n. f. ʀeynjɔ̃ 会議 
salut  interj. Saly やあ 
samedi n. m. samdi 土曜日 
sans prep. sɑ ̃ ～無しで 
se voir  v. sə vwaʀ 会う 
soir  n. m. swaʀ 夜 
sortir v. sɔʀtiʀ 出かける 
techno  n .f. tεknɔ テクノ音楽 
teuf = fête  n .f. tœf = fεt パーティー 
théâtre n. m. teɑtʀ 演劇 
travail n. m. teɑtʀ 仕事 
travailler v. tʀavaje 働く 
vendredi  n. m. vɑ̃ dʀədi 金曜日 
venir v. vəniʀ 来る 
voir v. vwaʀ 会う 
vouloir  v. vulwaʀ ～したい 
 



Niveau	A1.1	du	CECRL		 	 	 	 	
	 	 	 Interactions	1	

Livret	de	l’apprenant	japonais	
	
	

日本語版学習ガイド 
	

111	

Leçon 12, PE 

À ce soir interj. a sə swaʀ また今晩に 
à côté de prep. a kote də ～のそばに 
à quelle heure adj. interr. a kεl œʀ 何時に 
activité  n. f. Aktivite 活動 

aller en boîte  v. ale ɑ̃  bwat 
クラブ（ディスコ）に

行く 

Beaucoup adv. Boku たくさん 
Bise n. f. biz キス 
café n. m. kafe カフェ 

Car 
conj. de 
coord. 

kaʀ なぜなら、というのは 

ce soir n. m. sə swaʀ 今晩、今夜 
cinéma n. m. sinema 映画館 
Clément n. pr. m. klemɑ ̃ （固有名詞）男性の名前 
commencer v. kɔmɑ̃ se 始まる 
conclusion n. f. kɔ̃klyzjɔ̃ 結論 
conseil n. m. kɔ̃sεj 忠告、アドバイス 
détail  n. m. detaj 細部、詳細 
devoir  v. / n. m. dəvwaʀ するべきだ／宿題 
dimanche n. m. dimɑ̃ʃ 日曜日 
discothèque n. f. diskɔtεk クラブ、ディスコ 
dormir v. dɔʀmiʀ 寝る 
écouter v. ekute 聞く 
en banlieue n. f. ɑ̃  bɑ̃l jø 郊外で 

en général adv. ɑ̃  ʒeneʀal 一般的に 
en ville n. f. ɑ̃  vil 街で 

étudier  v. etydje 勉強する 

examen n. m. εgzamε ̃ 試験 

exemple  n. m. εgzɑ̃pl 例 
film n. m. film （１本の）映画 

Gégé = Géraldine n. pr. f ʒeʒe = ʒeʀadin ジェジェ（ジェラルディーヌ
の愛称） 

gentil/gentille adj. ʒɑt̃i/ ʒɑt̃ij 親切な 
habiter v. abite 住む 

introduction n. f. εt̃ʀɔdyksjɔ̃ 導入 
invitation n. f. εṽitasjɔ̃ 招待 
jeunes n. m. ʒœn 若者達 
Le Hobbit n. pr. m. lə obit ホビット（映画の題名） 
mairie n. f. mεʀi 市役所 
Mariame n. pr. f. maʀjam （固有名詞）女性の名前 
matin n. m. matε ̃ 朝、午前 
mer n. f. mεʀ 海 

montagne n. f. mɔ̃taɳ 山 

Nini = Nicolas n. pr. m. nini = nikola ニニ（ニコラの愛称） 
ou encore conj.de u ɑk̃ɔʀ または 
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coord. 
place n. f. plas 広場 
pouvoir v. puvwaʀ ～できる 
préférer v. pʀefeʀe ～の方が好きだ 
proposé/proposée adj. pʀɔpoze 提案された 
rendez-vous n. m. ʀɑd̃e-vu 待ち合わせ／約束 
restaurant n. m. ʀεstɔ ʀɑ ̃ レストラン 
rester  v. ʀεste 残る 
salut interj. saly やあ 
samedi n. m. samdi 土曜日 
soir n. m. swaʀ 夜、夕方 
sortir v. sɔʀtiʀ 出かける 
sport n. m. spɔʀ 運動 

téléphoner v. telefɔne 電話する 
travailler v. tʀavaje 働く 
venir  v. vəniʀ 来る 
vouloir  v. vulwaʀ ～したい 
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Leçon 12, CO/EO 

à la prochaine n. f. a la pʀɔʃεn また今度 
activité  n. f. aktivite 活動 
Ah bon ? interj. ɑ  bɔ̃ ? そうなの？ 
aller v. ale 行く 
après- midi n. m. f. apʀε- midi 午後 
bon courage n. m. bɔ̃ kuʀaʒ 頑張ってください 

bonne chance ! n. f. bɔn ʃɑ̃s ! 幸運を！/グッドラッ
ク！ 

café  n. m. kafe カフェ 
camarade de classe n. m. f. kamaʀad də klɑs クラスメイト 
chance n. f. ʃɑ̃s 運、チャンス 
Christophe n. pr. m. kʀistof （固有名詞）男性の名前 
cinéma n. m. sinema 映画館 
cours de français n. m. kuʀ də fʀɑs̃ε フランス語の授業 
déjeuner n. m./ v. deʒœne 昼食 / 昼食をとる 
demander v. dəmɑd̃e 尋ねる 
dessin n. m. desε ̃ デッサン 
dimanche n. m. dimɑʃ̃ 日曜日 
dommage n. m. dɔmaʒ 残念 
donner v. dɔne あげる 
Eh ben interj. e bε ̃ あ、そう 
Eh non interj. e nɔ̃ あ、いいえ 
en fin de semaine n. f. ɑ ̃fε ̃də səmεn 週末に 
en réalité n. f. ɑ ̃ ʀealite 実は 
encore adv. ɑ ̃kɔʀ また 
exposition  n. f. εkspozisjɔ̃ 展覧会 
fille n. f. fij 女の子 
film n. m. film （一本の）映画 
Hé non interj. e nɔ̃ いいえ 
heure n. f. œʀ ～時 

impossible adj. εp̃ɔsibl 不可能な 
Invité/invitée adj.	  εṽite 招待された 
inviter  v. εṽite 招く 
Jérémy  n. pr. m. ʒeʀemi （固有名詞）男性の名前 
Jessica n. pr. f. ʒesika （固有名詞）女性の名前 
libre adj. libʀ 暇な 
lieu n. m. ljø 場所 
matin n. m. matε ̃ 朝 
Mélanie n. pr. f. melani （固有名詞）女性の名前 
mercredi n. m. mεʀkʀədi 水曜日 

mesdemoiselles n. f. pl. medmwazεl お嬢さん方（未婚女性に
対する呼びかけ） 

musée n. m. myze 博物館、美術館 
pas de problème n. m. pɑ də pʀɔblεm 問題なし 
passer un examen v. pɑse  œ̃n- εgzamε ̃ 試験を受ける 
peinture n. f. pεt̃yʀ 絵画 
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personne n. f. pεʀsɔn 人 
poliment adv. pɔlimɑ ̃ 丁寧に 
pourquoi adv. puʀkwa なぜ 
prendre v.  pʀɑd̃ʀ 取る、乗る 
prendre un verre v. pʀɑd̃ʀ œ̃ vεʀ 一杯飲む 
problème n. m. pʀɔblεm 問題 
professeur/professeure n. m./f. pʀɔfεsœ:r 教師 
proposé/proposée adj. pʀɔpoze 提案した 
proposer  v. pʀɔpoze 提案する 
quand adv. kɑ ̃ いつ 
qui adv. ki 誰 
raison  n. f. ʀεzɔ̃ 理由 
refus  n. m. ʀəfy 断り 
rendez-vous  n. m. ʀɑd̃e-vu 待ち合わせ 
samedi n. m. samdi 土曜日 
s’inscrire v. sεs̃kʀiʀ 登録する 
soir n. m. swaʀ 夜 
sortir v. sɔʀtiʀ 出かける 
tant pis interj. tɑ ̃ pi しょうがない 
TDD n. m. tedede デッサンの授業 
test n. m. tεst 試験 
tiens interj. tjε ̃ どうぞ 
travail n. m. tʀavaj 仕事 
très bien ! interj. tʀε bjε ̃! よく出来ました 
triste adj. tʀist 悲しい 
vendredi n. m. vɑd̃ʀədi 金曜日 
venir v. vəniʀ 来る 
voir  v. vwaʀ 見る 
vraiment adv. vʀεmɑ ̃ 本当に 
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Lexique complet dans l’ordre alphabétique 
 

MOT NATURE API 訳 

"J’aime !" 
(Facebook) 

v. ʒεm いいね!（フェイスブッ
クで） 

A prep. a ～で／に 

à bientôt  interj. a bjεt̃o またね 

à ce soir interj. a sə swaʀ また今晩 

à côté de prep. a kote də ～の隣に/そばに 

à la prochaine n. f. a la pʀɔʃεn また今度 

à pied n.m. a pje 歩いて 

à propos de n. m. a pʀopo də ～について 

à quelle heure adj. 
interr. 

a kεl œʀ 何時に 

abandonné adj. abɑd̃ɔne 見捨てられた 

aborder v. abɔʀde 近づく 

accéder v. aksede アクセスする・行く 

accent n. m. aksɑ ̃ アクセント 

accepter de v. aksεpte də ～することを承諾す
る 

accès n. m. akse アクセス 

activité n. f. aktivite 活動 

actualité n. f. aktɥalite ニュース 

adorer v. adɔʀe 大好きだ 

adresse n. f. adres 住所 

adresse e-mail n. f. adʀεs ə-
majl 

メールアドレス 

adresse 
électronique 

n. f. adʀεs 
elεktʀɔnik 

メールアドレス 

aéroport  n. m. aeʀɔpɔʀ 空港 

agacé adj. agase イライラして 

agente n. f. aʒɑ̃t 仲介業者 

agréable adj. agʀeabl 気持ちがいい 

ah ? interj. ɑ ? え？ 
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ah bon ? interj. ɑ  bɔ̃ ? そうなの？ 

aider v. εde 手伝う 

aigu adj. εgy é : e accent aigu 

aimer v. eme 好きだ／愛する 

ainsi adv. εs̃i 従って、このように 

Alexandre n.pr.m alegzɑd̃ʀ ファーストネーム
（男性） 

aller v. ale 行く 

aller au cinéma v. ale o 
sinema 

映画館に行く 

aller en boîte  v. ale ɑ ̃ bwat クラブ（ディスコ）
に行く 

aller simple n. m. ale sεp̃l 片道 

allergique adj.  aleʀʒik アレルギーの 

alors adv./co
nj. 

alɔʀ だから/そして 

Alpes n. pr. f. 
pl.  

alp アルプス（山脈） 

Alsace n. pr. f. ɑlzas アルザス 

américain/ 
américaine 

adj. ameʀikε/̃a
meʀikεn 

アメリカの・アメリ
カ人 

ami/amie n. m.f. ami 友人 

amusant/amusan
te 

adj.  amyzɑ̃/̃ 
amyzɑt̃ 

楽しい 

an n. m. ɑ ̃ 歳/年 

ancien/ancienne adj. ɑs̃jε/̃ɑs̃jεn 古い/昔の 

anglais/anglaise adj. ɑg̃lε/̃ɑg̃lεz イギリスの 

animal n. m. animal 動物 

animal 
domestique 

n. m. animal 
dɔmεstik 

ペット 

annonce n. f. anɔ̃s 広告 

Antoine n. pr. m. ɑt̃wan ファーストネーム
（男性） 

apostrophe n.f. apostrof ’（アポストロフ） 

appartement n. m. apaʀtəmɑ ̃ アパート／マンショ
ン 

appeler v. aple 呼ぶ 
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apprécié/appréc
iée 

adj. apʀesje 好きな 

apprécier v. apʀesje 好き/認める 

après adv./pre
p. 

apʀε ～の後 

après-midi n. m. / f. apʀεmidi 午後 

Aramis  n . pr. m. aʀamis ファーストネーム
（男性） 

Arc de Triomphe n. pr. f. aʀk də tʀiɔ̃f 凱旋門 

architecte n. m. f. aʀʃitεkt 建設家 

arène n. f. aʀεn 闘牛場 

argent n. m. aʀʒɑ̃ お金 

arobase n. m. f. aʀobaz アットマーク 

arrivée n. f. aʀive 到着 

arriver v. aʀive 到着する 

arrondissement n. m. aʀɔd̃ismɑ ̃ 区 

article n. m. aʀtikl 記事 

artiste n. m. f. aʀtist 芸術家 

ascenseur n. m. asɑs̃œʀ エレベーター 

attendre v. atɑd̃ʀ 待つ 

au revoir interj. o ʀəvwaʀ さようなら 

au sujet de  n. m. o syʒε də ～について 

Audrey n. pr. f. ɔdre ファーストネーム
（女性） 

aujourd’hui adv. oʒuʀdɥi 今日 

Aurélie n. pr. f. ɔʀeli ファーストネーム
（女性） 

aussi adv. osi ～も 

Australie n. pr. f ɔstʀali オーストラリア 

australien/australi
enne 

adj. ɔstʀaljε/̃ɔst
ʀaljεn 

オーストラリアの／
オーストラリア人 

autorisation n. f. otɔʀizasjɔ̃ 許可 

avantage n. m. avɑt̃aʒ 利点 

avec prep. avεk ～と一緒に、~付き
の 
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avec plaisir ! interj. avεk pleziʀ 
! 

喜んで 

avec qui prep avεk ki だれと 

avenue n. f. avəny 大通り 

Avignon n. pr.  aviɲɔ ̃ アヴィニョン（町） 

avion n. m. avjɔ̃ 飛行機 

avocat/avocate n. m. f. avɔka/ 
avɔkat 

弁護士 

avoir v. avwaʀ 持つ 

avoir lieu v. avwaʀ ljø 行う 

banlieue n. f. bɑl̃jø 郊外 

banque n. f. bɑk̃ 銀行 

banquier/banqui
ère 

n. f. bɑ ̃kje/bɑ ̃
kjeʀ 

銀行員 

Barcelone n. pr. f. baʀsəlon バルセロナ 

base-ball n. m. bεzbol 野球 

basilique Saint-
Nazaire 

n. pr. f. bazilik sε ̃
nazεʀ 

サン・ナゼール中教
会 

basket n. m. baskεt  バスケットボール 

bateau n. m. bato 船 

bel / beau	/ belle	 adj. bεl bo bεl 格好いい、美しい 

beaucoup (de) adv. boku də たくさん（の） 

belge adj. bεlʒ ベルギーの／ベルギ
ー人 

Belgique n. pr. f. bεlgik  ベルギー 

belle vue n. f. bεl vy 美観  

Benjamin n. pr. m. bεʒ̃amε ̃ ファーストネーム
（男性） 

Benoît n. pr. m. bənwa ファーストネーム
（男性） 

Besson n. pr. besɔ̃ 名字 

bibliothèque n. f. biblijɔtεk 図書館 

bien adv. / 
adj. 

bjε ̃ よく 

bien situé adj. bjε ̃sitɥe いい所にある 
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bien sûr adv. bjε ̃syʀ もちろん 

bientôt adv. bjεt̃o すぐに 

bienvenue n.f. bjεṽny ようこそ 

bière n. f. bjεʀ ビール 

billet n. m. bijε チケット、切符 

bise n. f. biz キス 

bisou n. m. bizu キス 

blanc/blanche adj. blɑ/̃blɑʃ̃ 白い 

blog n. m. blɔg ブログ 

Blois n. pr. blwɑ ブロワ（町） 

bœuf n. m. bœf 牛 

bof interj. bɔf まあ 

boîte (de nuit) n. f. bwat (də 
nɥi) 

クラブ、ディスコ 

bon/bonne adj. bɔ̃/bɔn おいしい、良い 

bon courage n. m. bɔ̃ kuʀaʒ 頑張ってください 

bonjour n. m. bɔ̃ʒuʀ こんにちは 

bonne chance ! n. f. bɔn ʃɑ̃s ! グッドラック！ 

bonne idée n. f. bɔn ide いい考え 

Bonnet n. pr. bɔnε 名字 

bonsoir n.m. bɔ̃swaʀ こんばんは 

boucherie n. f. buʃʀi 肉屋 

boulangerie n. f. bulɑʒ̃ʀi パン屋 

boutique n. f. butik 店 

bricolage n. m. bʀikɔlaʒ 日曜大工 

Bruno n. pr. m. bʀyno ファーストネーム
（男性） 

Bruxelles n. pr. bʀyksεl ブリュッセル（町） 

bruyant/bruyante adj. bʀɥijɑ/̃bʀɥij
ɑt 

うるさい 

bureau n. m. byʀo 仕事/オフィス 

bus n. m. bys バス 

ça pr. sa これ・それ・あれ 
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cabinet médical n. m. kabinε 
medikal 

クリニック 

cadeau n. m. kado プレゼント 

café n. m. kafe コーヒー/カフェ 

calme adj. kalm 静かな 

calvados n. pr. m. kalvadɔs カルバドス（りんご
から作ったブランデ
ー） 

camarade de 
classe 

n. m. f. kamaʀad 
də klɑs 

クラスメイト 

Camargue n. pr. f. kamɑʀg カマルグ（地方） 

Cambodge n. pr. m. kɑb̃ɔdʒ カンボジア 

camembert n. m. kamɑb̃εʀ カマンベール 

campagne n. f. kɑp̃aɳ 田舎 

Canada n. pr. m. kanada カナダ 

canadien/canadi
enne 

adj. kanadjε/̃ka
nadjεn 

カナダの／カナダ人 

capitale n. f. kapital 首都 

car conj. de 
coord. 

kaʀ なぜなら、というの
は 

Carcassonne n. pr.  kɑʀkɑsɔn カルカソンヌ（町） 

Carmen n. pr. f. kaʀmεn ファーストネーム
（女性） 

carte n. f. kaʀt 名刺、カード 

carte bleue n. f. kaʀt blø （銀行発行の）デビ
ットカード 

carte de visite n. f. kaʀt də 
visit 

名刺 

cassoulet n. m. kasulε カスレ（長く煮込ん
だ鍋料理） 

cathédrale n. f. katedʀal 大聖堂 

cathédrale 
Notre-Dame 

n. pr. f katedʀal 
nɔtʀ dam 

ノ-トルダム大聖堂 

cathédrale Saint-
Gatien 

n. pr. f. katedʀal sε ̃
gatje 

サン・ガエタン大聖
堂 

Cave du Roy n. pr. f. kav dy ʀwa レストランの名前 

CD  n. m. cede CD 
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ce soir n. m. sə swaʀ 今晩 

ce week-end n .m. wikεnd 今週の週末 

célèbre adj. selεbʀ 有名な 

Céline n.pr.f selin ファーストネーム
（女性） 

cent adj. sɑ ̃ 100 

centre n. m. sɑt̃ʀ 中央 

centre 
commercial 

n. m. sɑt̃ʀ 
kɔmεʀsjal 

ショッピングモール 

centre-ville n. m. sɑt̃ʀəvil 中心街 

chaîne (de 
télévision) 

n. f. ʃεn (də 
televizjɔ̃) 

（テレビ）チャネル 

chambre n. f. ʃɑ̃bʀ 部屋／寝室 

champagne n. m. ʃɑ̃paɳ シャンパン 

Champs-Élysées n. pr. m. 
pl. 

 シャンゼリゼ通り 

chance n. f. ʃɑ̃s 運/チャンス 

changement  n. m. ʃɑ̃ʒmɑ ̃ 乗り換え 

changer de sujet v. ʃɑ̃ʒe də 
syʒε 

話題を変える 

chanson n. f. ʃɑ̃sɔ̃ 歌 

chat n. m. ʃa 猫 

château n. m. ʃɑto 城 

château de 
Chenonceau 

n. pr. m. ʃɑto də 
ʃənɔ̃so 

シュノンソーの城 

Château de 
Versailles 

n. pr. m. ʃɑto də 
vεʀsaj 

ベルサイユの城 

château des 
Ducs de Bretagne 

n. pr. m. ʃɑto de dyk 
də 

ブルターニュ公爵の
城 

château du Haut-
Koenigsbourg 

n. pr. m. ʃɑto dy 
okənisbuʀ 

クニスブル城 

Château 
Frontenac 

n. pr. m. ʃɑto シャトー・フロント
ナック(城) 

châteaux de la 
Loire 

n. m. pl. ʃɑto də la 
lwaʀ 

ロワール川の城 

cher adj. ʃεʀ 高い 

chercher v. ʃεʀʃe 探す 
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chéri n. m. ʃeʀi あなた（男性に） 

chérie n. f. ʃeʀi あなた（女性に） 

cheval n. m. ʃəval 馬 

chez prep. ʃe で/人のところで 

chien n. m. ʃjε ̃ 犬 

chinois adj. ʃinwa 中国の／中国人 

Chloé n. pr. f. klɔe ファーストネーム 

chocolat n. m. ʃɔkɔla チョコレット 

choisi adj. ʃwaziʀ 選択した 

choisir v. ʃwaziʀ 選ぶ 

choqué adj. ʃɔke ショック・感動 

choucroute n. f.  ʃukʀut キャベツとソセージ
煮込み料理 

Christophe n. pr. m. kʀistof ファーストネーム
（男性） 

cidre n. m. sidʀ サイダー 

cinéma n. m. sinema 映画／映画館 

cinq adj. 
num. 

sεk̃ 5 

cinq adj. sεk̃ 五 

circonflexe adj. siʀkɔ̃flεks ê 

circuler v. siʀkyle 乗り回す 

cité n. f. site 歴史的城塞都市 

cité de 
Carcassonne 

n. pr. f. site də 
kaʀkasɔn 

歴史的城塞都市カル
カソンヌ 

classe n. f. klɑs クラス：普通・グリ
ーンカー／教室 

classique adj. klasik クラシック 

Clément n. pr. m. klemɑ ̃ ファーストネーム
（男性） 

client n. m. klijɑ ̃ 客 

Colisée n. pr. m. kɔlize コロッセオ 

collègue n. m. kɔllεg 同僚 

Colmar n. pr.  kɔlmɑʀ コルマール（地名） 

combien de conj. de kɔ̃bjε ̃də いくつの 
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sub. 

comme conj. de 
coord. 

kɔm のよう／～として 

commencer v. kɔmɑs̃ e 始まる／始める 

comment adv. kɔmɑ ̃ どう/どうやって 

commenter  v. kɔmɑte コメントする 

commerce n. m. kɔmεʀs 商店 

commissariat de 
police 

n. m. kɔmisaʀja 
də pɔlis 

警察署 

concert n. m. kɔ̃sεʀ コンサート 

conclusion n. f. kɔ̃klyzjɔ̃ 結論 

confirmer  v. kɔ̃fiʀme 確認する 

congé n. m. kɔ̃ʒe 休み 

connaissance n. f. kɔnεsɑs̃ 知っていること 

connaitre v.  kɔnεtʀ 知る 

connu adj. kɔny 有名な 

conseil n. m. kɔ̃sεj 助言 

Conservatoire de 
musique 

n. m. kɔ̃sεʀvatwa
ʀ də myzik 

音楽のアカデミー／
国立音楽院 

console de jeux 
vidéo 

n. f. kɔ̃sɔl də ʒø 
video 

ビデオゲームコンソ
ール 

contacts  n. m. kɔtakt コンタクト／連絡先 

content adj. kɔ̃tɑ ̃ 嬉しい 

coordonnée n. f.  kɔɔʀdɔne 連絡先 

copain n. m. kɔpε ̃ 友達 

coréen adj. kɔʀeε ̃ 韓国の 

corrida n. f. kɔʀʀida コーリダ（雄牛） 

Cotillard n. pr. kɔ̃tjɑʀ 姓 

cours n. m. kuʀ 授業 

cours de français n. m. kuʀ də 
fʀɑ̃sε 

フランス語の授業 

couvent n. m. kuvɑ ̃ 尼寺／修道院 

croire v. kʀwɑʀ 信じる 

cuisine n. f. kɥizin 料理・台所 
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cuisinier n. f. kɥizinje コック／料理人 

culturel adj. kyltyʀεl 文化的 

d’abord conj./ad
v./ 

dabɔʀ まず/まずは 

d’accord interj. dakɔʀ OK/わかりました 

Dame Carcas n. pr. f dam 
kaʀkas 

歴史上の人物の名前 

dans prep. dɑ ̃ で／の中で 

danser v. dɑs̃e 踊る 

date n. f. dat 日付 

de …. à prep. də …. a から～まで 

de nom n. m. də nɔ̃ 名前で 

de temps en 
temps 

adv. də tɑz̃ɑ ̃tɑ ̃ たまに/時々 

début n. m. deby 初め 

début de journée n. m. deby də 
ʒuʀne 

一日の初め 

découverte n. f. dekuvεʀt 発見 

déçu adj. desy がっかりした 

déjeuner v. / n. m. deʒœne 昼食／昼食をとる 

demain adv. dəmε ̃ 明日 

demander v. dəmɑd̃e 訪ねる 

demander des 
précisions 

v. dəmɑd̃e de 
pʀesizjɔ̃ 

詳しくを訪ねる 

dentiste n. m. dɑt̃ist 歯医者 

départ n. m. depaʀ 出発 

derrière prep. dεʀjεʀ 後ろ 

description n. f. dεskʀipsjɔ̃ 描写 

désigner v. deziɳe 指す 

désirer v. deziʀe ほしい 

désolé adj. dezɔle すみません 

dessin n. m. desε ̃ 素描・デッサン 

dessin animé n. m. desε ̃anime アニメ 

détail  n. m. detaj 細部／詳細 
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détester v. detεste 嫌いだ 

deux adj. 
num. 

dø 2 

deuxième adj. døzjεm 二番目の 

devant prep. dəvɑ ̃ の前に 

devoir  v. / n. m. dəvwaʀ するべき／宿題 

dictionnaire 
électronique 

n. m. diksjɔnεʀ 
elεktʀɔnik 

電子辞書 

différence n. f. difeʀɑ̃s 違い 

différent adj. difeʀɑ̃ 別な 

Dijon n. pr. diʒɔ ̃ ディジョン 

dimanche n. m. dimɑʃ̃ 日曜日 

dîner n. m. dine 夕食 

dîner n. m. / v. dine 夕食・～する 

dire v. diʀ 言う 

directeur général n. m. diʀεktœʀ 
ʒeneʀal 

部長 

discothèque n. f. diskɔtεk ナイトクラブ 

discussion n. f. diskysjɔ̃ トーク・話 

disponible adj. dispɔnibl 暇 

dix adj. diz 10 

dix-huit adj. dizɥit 18 

dix-neuf adj. diznœf 19 

dix-sept adj. dissεt 十七 

documentaire n. m. dɔkymɑt̃εʀ ドキュメンタリー 

dommage n. m. dɔmaʒ 残念 

donc conj. de 
coord. 

dɔ̃k だから 

donjon n. m. dɔ̃ʒɔ ̃ 本丸／天守閣 

donner v. dɔne あたる 

donner v. dɔne あげる／あたる 

dormir v. dɔʀmiʀ 寝る 

douze adj. duz 12 

droite n. f. dʀwat 右 
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du soir n. m. dy swaʀ 夜の／夕方の 

Dujardin n. pr. m. 
f. 

dyʒaʀdε ̃ デュジャルダン
（姓） 

Durand n. pr. m. 
f. 

dyʀɑ̃ 姓 

DVD n. m. devede DVD 

école n. m. ekɔl 学校 

école de français n. f. ekɔl də 
fʀɑ̃sε 

フランス語学校 

écouter v. ekute 聴く 

écouter de la 
musique 

v. ekute də la 
myzik 

音楽を聞く 

écrire v. ekʀiʀ 書く 

écrivain n. m. f. ekʀivε ̃ 作家 

église n. f. egliz 教会 

église n. f. egliz 教会 

Eh ben interj. e bε ̃ あ そう 

Eh bien interj. e bjε ̃ えと 

Eh non interj. e nɔ̃ いいえ 

elle  pr.f. εl 彼女 

Élodie n. pr. f. elɔdi ファーストネーム
（女性） 

embrasser v. ɑb̃ʀase キスする 

Emma n. pr. f. e:ma ファーストネーム
（女性） 

emploi du temps n. m. ɑ ̃p lwa dy 
tɑ ̃

スケジュール 

employé n. m. ɑ ̃p lwaje 会員 

en prep. ɑ ̃ で （交通手段） 

en banlieue n. f. ɑ ̃ bɑl̃ jø 郊外で 

en boîte de nuit / 
en discothèque 

n. f. ɑ ̃bwat də 
nɥI / ɑ ̃
diskɔtεk 

クラブで／デイスコ 

en face de prep. ɑ ̃fas də 目の前/の前に 

en fin de 
semaine 

n. f. ɑ ̃fε ̃də 
səmεn 

週末 
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en français n.m. ɑ ̃fʀɑ̃sε フランス語で 

en général conj. de 
coord. 

ɑ ̃ʒeneʀal 一般的に 

en particulier loc. adv. ɑ ̃paʀtikylje 特に 

en plus prep. ɑ ̃ply その上に 

en réalité n. f. ɑ ̃ ʀealite 実は 

en ville n. f. ɑ ̃ vil 都会で 

enchanté adj. ɑʃ̃ɑ̃te はじめまして 

encore adv. ɑ ̃kɔʀ また 

endroit n. m. ɑd̃ʀwa 場所 

enfant n. m. ɑf̃ɑ ̃ 子供 

ennuyeux adj. ɑñɥijø つまらない 

enquête n. f. ɑk̃εt アンケット 

enquêteur n. m. f. ɑk̃εtœʀ 調査員 

ensemble adv. ɑs̃ ɑb̃l 一緒に 

ensuite conj. de 
coord. 

ɑs̃ ɥit そうして 

entre... et ... prep. ɑt̃ʀ... e ... の間に 

entrée n. f. ɑt̃ʀe 入口 

entrée principale n. f. ɑt̃ʀe 
pʀεs̃ipal 

中央入口 

entreprise n. f. ɑt̃ʀəpʀiz 会社 

entrer par v. ɑt̃ʀe paʀ から入る 

Erdre n. pr. m. εʀdʀ 川の名前 

Éric n. pr. m. eʀik ファーストネーム
（男性） 

Espagne n. pr. f. εspaɲ スペイン 

est n. m. εst 東 

Estelle n. pr. f. εstεl ファーストネーム
（女性） 

et conj. e と／そして 

et demie n. f. e dəmi ～時半(30分） 

et quart n. m. e kaʀ 15分過ぎ 

étage n. m. etaʒ 階 
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États-Unis n. pr. m. 
pl. 

etɑzyni アメリカ 

etc. adv. εtseteʀa など 

été n. m. ete 夏 

étranger adj. etʀɑ̃ʒe 外国の 

être v. εtʀ ある／いる 

étudiant n. m. f. etydjɑ ̃ 大学生 

étudier v.  etydje 勉強する 

Euh interj. ø えーと 

euro n. m. øʀo ユーロ 

Europe de l’ouest n. pr. f. øʀop də 
lwεst 

西ヨーロッパ 

eux pron. œ 彼ら 

exactement adv. εgzaktəmɑ ̃ 正確に 

examen n. m. εgzamε ̃ 試験 

excellent  adj. εksεlɑ ̃ とてもおいしい 

excuse-moi interj. εkskyz-
mwa 

すみません 

exemple  n. m. εgzɑp̃l 例 

exercice n. m. εgzεʀsis 練習 

exposition n. f. εkspozisjɔ̃ 展覧会 

extérieur n. m. εksteʀjœʀ 外 

faire v. fεʀ する 

faire des courses v. fεʀ de kuʀs 食品の買い物をする 

faire du 
bricolage 

v. fεʀ dy 
bʀikɔlaʒ 

日曜大工をする 

faire du shopping v. fεʀ dy ʃɔpiŋ ショッピングする 

faire du sport v. fεʀ dy spɔʀ スポーツする 

faire un tour en 
ville 

v. fεʀ œ̃ tuʀ ɑ ̃
vil 

町をひと回りする 

faire votre 
connaissance 

v. fεʀ vɔtʀ 
kɔnεsɑs̃ 

あなたと知合えて 

famille n. f. famij 家族 

fan  n. m. f.  fan ファン 
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fatigué adj. fatige 疲れている 

Félix n. pr. m. feliks ファーストネーム
（男性） 

féminin adj. feminε ̃ 女性形 

femme n. f. fam 女の人 

femme au foyer n. f. fam o 
fwaje 

主婦 

festival n. m. fεstival 祭り／フェスティバ
ル 

fiancée n. f. fijɑs̃e フィアンセ 

fiche 
d’information  

n. f. fiʃ 
dεf̃ɔʀmasjɔ̃ 

情報の用紙 

fiche d’inscription n. f. fiʃ 
dεs̃kʀipsjɔ̃ 

登録の用紙 

fiche de 
renseignements 

n. f. fiʃ də 
ʀɑ̃sεɳmɑ ̃

情報の用紙 

fille n. f. fij 女の子 

film n. m. film （一本の）映画 

fin n. f. fε ̃ 終わり 

fin de journée n. f. fε ̃də ʒuʀne 一日の終わり 

finir v. finiʀ 終わる 

football n. m. futbol サッカー 

formel adj. fɔʀmεl 形式的／フォーマル
な 

formidable adj. fɔʀmidabl 素晴らしい 

forum n. m. fɔʀɔm フォーラム 

Français n. m. fʀɑ̃sε フランス人 

français adj.  fʀɑ̃sε フランスの 

France n. f. fʀɑ̃s フランス 

frites n. f. pr.  fʀit フライドポテト 

fromage n. m. fʀɔmaʒ チーズ 

fromage de 
chèvre 

n. m. fʀɔmaʒ də 
ʃεvʀ 

ヤギのチーズ 

fruit de mer n. m. fʀɥi də mεʀ シーフード 

garage n. m. gaʀaʒ ガレージ 
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garçon n. m. gaʀsɔn 男の子 

gare n. f. gaʀ 駅 

gare d’arrivée n. f. gaʀ daʀive 到着駅／目的地の駅 

gare de départ n. f. gaʀ də 
depaʀ 

出発駅 

Gare du Nord n. pr. f. gaʀ dy nɔʀ 北駅（パリ） 

Gare 
Montparnasse  

n. f. gaʀ 
mɔ̃paʀnas 

モンパルナス駅（パ
リ） 

Garnier n. pr. gaʀnje ガルニエ 

gastronomique adj. gastʀɔnɔmi
k 

美食の 

gauche n. f. goʃ 左 

Gaumont n. pr. gɔmɔ̃ （映画館の）名前 

Gautier n. pr. gɔtje 姓 

Gégé = 
Géraldine 

n. pr. f ʒeʒe = 
ʒeʀadin 

ファーストネーム
（女性） 

généralement adv. ʒeneʀalmɑ ̃ 一般的に 

Genève n. pr. ʒənεf ジュネーブ 

génial adj. ʒenjal 素敵 

genre n. m. ʒɑ̃ʀ ジャンル／種類 

gens n. f. pl. ʒɑ̃ 人々 

gentil adj. ʒɑ̃ti 優しい・親切 

grammaire n. f. gʀammεʀ 文法 

grand adj. gʀɑ̃ 大きい 

Grand-Place n. pr. f. gʀɑ̃ plas グランプラス広場
（ベルギー） 

grave adj. gʀav 大変・低い 

Grenoble n. pr. m. 
f. 

gʀnɔbl グルノーブル 

gros adj. gʀo 大きい 

habiter v. abite 住む 

hamster n. m. amstεʀ ハムスター 

haut débit n. m. o debi 高速 接続 

Hé non interj. e nɔ̃ いいえ 
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Henri n. pr. m. ɑʀ̃i ファーストネーム
（男性） 

hésiter v. ezite 迷う 

heure n. f. œʀ ～時／時間 

heureuse  adj. øʀøz 嬉しい・幸せな 

historique n. m. istɔʀik 歴史的 

homme n. m. ɔm 男の人 

Honfleur n. pr. ɔ̃flœʀ オンフルール（町） 

hôpital n. m. ɔpital 病院 

horaire  n. m. ɔʀεʀ 時刻 

hôtel n. m. otεl ホテル 

hôtel de ville n. m. otεl də vil 市役所 

hôtel du Lion n. pr. m. otεl dy ljɔ̃ ライオンホテル 

huit adj. 
num. 

ɥit 8 

ici prep./a
dv. 

isi ここ 

idée n. f. ide 考え 

il pron. il 彼 

illimité adj. ilimite ～放題／無制限 

imiter v. imite まねをする 

immeuble n. m. imœbl 建物／アパート 

impossible adj. εp̃ɔsibl 不可能 

impression n. f. εp̃ʀεsjɔ̃ 印象 

impression 
générale 

n. f. εp̃ʀεsjɔ̃ 
ʒeneʀal 

一般な印象 

inconvénient n. m. εk̃ɔ̃venjɑ ̃ 不便 

indien adj. εd̃jε ̃ インドの 

information n. f. εf̃ɔʀmasjɔ̃ 情報 

informel adj. εf̃ɔʀmεl 概要？形式ばらない 

ingénieur n. m. εʒ̃enjœʀ エンジニア 

inscrire v. εs̃kʀiʀ 登録する 

intéressant adj. εt̃eʀεsɑ ̃ 興味深い/面白い 

intéressé adj. εt̃eʀεse 興味深い 
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intérêt n. m. εt̃eʀε 興味 

Internet n. m. εt̃εʀnεt インターネット 

interroger v. εt̃εʀɔʒe 質問する 

introduction n. f. εt̃ʀɔdyksjɔ̃ 導入/はじめに 

invitation n. f. εṽitasjɔ̃ 招待 

invité adj. εṽite ゲスト／招待客 

inviter  v. εṽite 招く 

Isabelle  n. pr. f. izabεl ファーストネーム
（女性） 

Italie n. pr. f. itali イタリア 

italien adj. italjε ̃ イタリアの／イタリ
ア人 

janvier n. m. ʒɑ̃vje 一月 

Japon n. pr. m. ʒapɔ̃ 日本 

japonais adj. ʒapɔnε 日本の／日本人 

jardin n. m. ʒaʀdε ̃ 庭 

Jardin du 
Luxembourg 

n. pr. m. ʒaʀdε ̃dy 
lyksɑb̃uʀ 

ルクセンブール庭 

jardinage n. m. εʒ̃enjœʀ ガーデニング/園芸 

jazz n. m. dʒɑz ジャズ 

je pron. ʒə 私は 

je vous en prie v. ʒə vuz- ɑ ̃
pεij 

どういたしまして 

Jean n. pr. m. ʒɑ̃ ジャン（男性名・
姓） 

Jean Nouvel n. pr. m. ʒɑ̃n nuvεl （苗字） 

Jean-Philippe n. pr. m. ʒɑ̃filip ファーストネーム
（男性） 

Jean-Pierre n. pr. m. ʒɑ̃ pjεʀ ファーストネーム 
（男性） 

Jeanne n. pr. f. ʒɑn ファーストネーム
（女性） 

Jérémy  n. pr. m. ʒeʀemi ファーストネーム 
（男性） 

Jessica n. pr. f. ʒesika ファーストネーム
（女性） 

jeu vidéo n. m. ʒø video ビデオゲーム 
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jeudi n. m. ʒødi 木曜日 

jeune adj. ʒœn 若者/若い 

jeune homme n. m. ʒœn ɔm 若い男の人 

jeunes n. m. ʒœn 若者 

jogging n. m. dʒɔgin ジョギング 

joli adj. ʒɔli かわいい／きれい 

jouer  v. ʒwe 遊ぶ／プレイ・演奏
する 

jouer à des jeux 
vidéo 

v. ʒwe a de 
ʒø video 

ビデオゲームで遊ぶ 

jour   n. m. ʒuʀ 日 

journaliste n. m. f. ʒuʀnalist ジャーナリスト/記
者 

journée n. f. ʒuʀne 一日・昼間 

Juju = Juliette n. pr. ʒyʒy = 
ʒyliεt 

ファーストネーム
（女性） 

Julie n. pr. f. ʒyli ファーストネーム
（女性） 

Julien n. pr. m. ʒyljε ̃ ファーストネーム 
（男性） 

Juliette n. pr. f. ʒyljεt ファーストネーム
（女性） 

juste adv. ʒyst だけ 

Kévin n. pr. m. ʒuʀne ファーストネーム
（男性） 

kilomètre n. m. kilɔmεtʀ キロメートル 

là adv. / 
interj. 

la そこ／そちら 

La Maison 
Blanche 

n. pr. f. la mεzɔ̃ 
blɑʃ̃ 

ホワイトホウス 

La Tour d’argent n. pr. f. la tuʀ 
daʀʒɑ̃ 

ラ・トゥール・ダル
ジャン 

là-bas adv. labɑ 向こうに 

Laëtitia n. pr. f. letisija ファーストネーム
（女性） 

laisser v. lεse 残す／置いておく？ 

Lambert n. pr. lɑb̃εʀ ランベル 

langue n. f. lɑg̃ 言葉  



Niveau	A1.1	du	CECRL		 	 	 	 	
	 	 	 Interactions	1	

Livret	de	l’apprenant	japonais	
	
	

日本語版学習ガイド 
	

134	

Languedoc n. pr. m. lɑg̃dɔk 地方の名前 

lapin n. m. lapε ̃ ウサギ 

Laurent n. pr. m. lɔʀɑ ̃ ファーストネーム
（男性） 

Le Hobbit n. pr. m. lə obit ホビット 

le Louvre n. pr. m. lə luvʀ ルーブル（美術館） 

le soir loc. 
nom. 

lə swaʀ 夜／夕方 

le week-end loc. 
nom. 

lə wikεnd 週末 

Léa n. pr. f. lea ファーストネーム 
（女性） 

Leatitia n. pr. f. letisija ファーストネーム 
（女性） 

Lefèvre n. pr. m. 
f.  

løfεvʀ ルフェーヴル（姓） 

Léo n. pr. m. leo ファーストネーム 
（男性） 

Leroy n.pr. løʀwa ルロワ（姓） 

libre adj. libʀ 暇な／空いている 

lieu n. m. ljø 場所 

Lille n. pr. f. lil リール 

liquide n. m. likid 現金で 

lire v. liʀ 読む 

lire un livre v. liʀ œ̃ livʀ 本を読む 

littérature n. f. liteʀatyʀ 文学 

livre n. m. livʀ 本 

logement n. m. lɔʒmɑ ̃ 住まい 

loin adv. lwε ̃ 遠い 

loin de adj. lwε ̃də から遠い 

Loire n. pr. f. lwaʀ 川の名前 

loisir n. m. lwaziʀ 趣味 

Lola n. pr. f. lola ファーストネーム 
（女性） 

Londres St-
Pancras 

n. pr. lɔ̃dʀ sε ̃pɑ ̃
cʀas 

ロンドンサンパンク
ラス 
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longtemps adv. lɔ̃tɑ ̃ 長く 

louer v. lwe 借りる・レンタル 

louer un film v. lwe œ̃ film 映画を借りる 

lui  pr. m. lɥi 彼 

lundi n. m. lœ̃di 月曜日 

lycéen n. m.  liseε ̃ 高校生 

Lyon n. pr.  ljɔ̃ リオン 

ma adj. 
poss. 

ma 私の 

ma femme n. f. ma fam （私の）奥さん 

madame n. f. madam マダム –さん 

mademoiselle n. f. madmwazε
l 

～さん 

magasin n. m. magazε ̃ 店 

magazine n. m. magazin 雑誌 

magique adj. maʒik マジック 

magnifique adj.   maɳifik 素晴らしい 

maintenant adv. mεt̃nɑ ̃ 今 

mairie n. f. mεʀi 市役所 

mais conj. de 
coord. 

mε しかし 

maison n. f. mεzɔ̃ 家 

majuscule n. f. maʒyskyl 大文字 

maman n. f. mamɑ ̃ ママ 

manette n. f. manεt コントローラー 

manger v. mɑʒ̃e 食べる 

mannequin n. m.  mankε ̃ モデル 

Manon n. pr. f. manɔ̃ ファーストネーム 
（女性） 

marche n. f. maʀʃ 歩き 

marché n. m. maʀʃe 市場 

marcher v. maʀʃe 歩く 

mardi n. m. mɑʀdi 火曜日 

Mariame n. pr. f. maʀjam ファーストネーム
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（女性） 

Marie n. pr. f. maʀi マリ 

Marion n. pr. f. mɑʀjɔ̃ マリオン 

Marseille n. pr. mɑʀsεj マルセイユ 

Marseille n. pr. mɑʀsεj マルセイユ 

Martin n. pr.  maʀtε ̃ マルタン 

masculin adj. maskylε ̃ 男性形 

match n. m. matʃ 試合 

match de foot n. m. matʃ də fut サッカー試合 

Mathieu n. pr.m. matjø マチウ 

matin n. m. matε ̃ 朝 

Maxime n. pr. m. maksim マクシム 

me voilà  interj. mə vwala ただいま 

médecin n. m. medsε ̃ 医者 

Médor n. pr. m. medɔʀ 犬の名前 

Mélanie n. pr. f. melani ファーストネーム 
（女性） 

ménage n. m. mena:ʒ 掃除 

mer n. f. mεʀ 海 

merci interj. mεʀsi ありがとう 

mercredi n. m. mεʀkʀədi 水曜日 

mère n. f. mεʀ 母さん 

mesdemoiselles n. f. pl. medmwazε
l 

女性達 

messieurs n. m. pl. məsjø ーさん（複数の男性 

métro n. m. metʀɔ 地下鉄 

métro Palais 
Royal 

n. pr. m. metʀɔ palε 
ʀwajal 

パレロワヤル駅 

meublé adj. mœble 家具付き 

Michelle n. pr. f. miʃεl ミシェル 

midi n. m. midi 昼・１２時 

minuscule n. f. minyskyl 小文字 

minute n. f. minyt 分 
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mn = minute n. f. minyt 分 

Mo = mega octet n. m. mega ɔktε 内容のメモリーの大
きさ 

moderne adj. mɔdεʀn 新式 

moderne adj. mɔdεʀn モダーン 

modifier v. mɔdifje 変更する 

moi pr. mwa 私 

moi aussi pr. mwa osi 私も 

moins adv. mwε ̃ ～より 

moins le quart n. m. mwε ̃lə kaʀ 15分前 

moment n. m. mɔmɑ ̃ 時 

mon adj. 
poss. 

mɔ̃ 私の 

monde n. m. mɔ̃d 人々 

Monica n. pr. f. mɔnika モニカ 

monsieur n. m. məsjø −さん (男性の方) 

Mont Blanc n. pr. m. mɔ̃ blɑ ̃ モンブラン（アルプ
スの） 

mont Fuji n. pr. m. mɔ̃ 富士山 

mont Saint-
Michel 

n. pr. m. mɔ̃ sε ̃miʃεl モンサンミシェル 

mont Sainte-
Odile 

n. pr. m. mɔ̃ sεt̃odil 山の名前 

montagne n. f. mɔ̃taɳ 山 

montre n. f. mɔ̃tʀ 時計 

montre suisse n. f. mɔ̃tʀ sɥis スイスの時計 

Montréal n. pr.  mɔ̃ʀeal モントリオール 

monument n. m. mɔnymɑ ̃ モニュメント 

monument 
historique 

n. m. mɔnymɑ ̃
istɔʀik 

国宝な建物 

monument 
religieux 

n. m. mɔnymɑ ̃
ʀəliʒjø 

神殿 

Morel n. pr. m. 
f. 

mɔʀel モレル（姓） 

mot n. m.  mo 言葉 

moto n. f. mɔto バイク 
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moyen de 
paiement 

n. m. mwajε ̃də 
pεmɑ ̃

支払方法 

musée n. m. myze 博物館 

musée des 
Beaux-Arts 

n. m. myze de 
bozaʀ 

美術館 

musée du Louvre n. pr. m. myze dy 
luvʀ 

ル−ブル美術館 

musée Rodin  n. m. myze ロダン美術館 

musicien n. m. myzisjε ̃ 音楽家 

musicienne n. f. myzisjεn 音楽家（女） 

musique n. f. myzik 音楽 

musique 
classique 

n. f. myzik 
klasik 

クラシック音楽 

musique 
religieuse 

n. f. myzik 
ʀəliʒjøz 

宗教的音楽 

musique techno  n. f. myzik tεknɔ テクノ・ミュージッ
ク 

nager v. naʒe 泳ぐ 

Nancy  n. pr. nɑs̃i ナンシー 

Nantes n. pr. nɑt̃ ナント 

Natacha n. pr. f. nataʃa ナターシャ 

natation n. f. natasjɔ̃ 水泳 

nationalité n. f. nasjɔnalite 国籍 

nature n. f. natyʀ 自然 

ne rien faire v. nə ʀjε ̃fεʀ 何もしない 

négatif adj. negatif 否定的 

neuf adj. 
num. 

nœv 9 

Nguyen n. pr. ngyiεn ンギユィエン 

Nice n. pr. nis ニース 

Nico = Nicolas n. pr. m. nico = 
nicola 

ファーストネーム 
（男性） 

Nicolas n. pr. m. nikola ファーストネーム
（男性） 

Nicole n. pr. f. nicol ファーストネーム
（女性） 
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Nîmes n. pr. nim ニーム 

Nini = Nicolas n. pr. m. nini = 
nikola 

ファーストネーム 
（男性） 

Noël n. pr. m. nɔεl クリスマス 

nom n. m. nɔ̃ 名前／名字 

nombreux adj. nɔ̃bʀø 沢山の・色々な 

non interj. nɔ̃ いいえ 

nord n. m. nɔʀ 北 

nord-ouest n. m. nɔʀwεst 西北 

Normandie n. pr. f. nɔʀmɑd̃i 県の名前 

noter v. nɔte メモする 

Notre-Dame n. pr. f. nɔtʀ dam ノートル・ダム 

Notre-Dame de 
Paris 

n. pr. f. nɔtʀ dam 
də paʀi 

ノートル・ダム・ 
ド・パリ 

nouveau adj. nuvo 新しい 

nouvel ami n. m. nuvεl ami 新しい友達 

Nowak n. pr. novak ノヴァク 

nuit n. f. nɥi 夜／夜中 

numéro n. m. nymeʀo 番号 

numéro de 
portable 

n. m. nymeʀo də 
pɔʀtabl 

携帯電話の番号 

Obernai n. pr. obεʀne 町の名前 

objet n. m. ɔbʒε 目的 (メール) sub. 

octobre n. m. ɔktɔbʀ 10月 

office de 
tourisme 

n. m. ɔfis də 
tuʀism 

観光案内所 

oiseau n. m. wazo 鳥 

onze adj. ɔ̃z 十一 

opéra n. m. ɔpeʀa オペラ 

opéra Bastille n. pr. m. ɔpeʀa 
bastij 

オペラ・バスティー
ユ 

opéra de Sydney n. m. ɔpeʀa də 
sidne 

シドニー・オペラハ
ウス 

opéra Garnier n. pr. m. ɔpeʀa 
gaʀnje 

オペラ・ガルニエ 
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Orange n. pr. f. ɔʀɑʒ̃ オランジュ 

ordinateur n. m. ɔʀdinatœʀ パソコン 

ordinateur 
portable 

n. m. ɔʀdinatœʀ 
pɔʀtabl 

ポータブル・パソコ
ン 

Orly n. m. ɔʀli オルリー 

où adv. u どこ 

ou encore conj. de 
coord. 

u ɑk̃ɔʀ または 

ouest n. m. wεst 西 

oui interj. wi はい 

ours en peluche n. m. uʀs ɑ ̃pəlyʃ テディベア 

ouvrier n. m. uvʀije 労働者 

palais de justice n. m. palε də 
ʒystis 

裁判所 

Palais Royal  n. pr. m. palε ʀwajal パレ・ロワイヤル 

papa n. m. papa パパ 

par prep. paʀ で 

par contre conj. de 
coord. 

paʀ kɔ̃tʀ 一方では 

par exemple conj. de 
coord. 

paʀ εgzɑp̃l 例えば 

par mois n. m. paʀ mwɑ 月に（頻度） 

parc n. m. paʀk 公園 

parce que conj. de 
coord. 

pɑskə なぜなら 

pardon interj. paʀdɔ̃ すみません 

parents n. m. pl. paʀɑ̃ 両親 

parfait adj. paʀfε 完璧 

Paris n. pr. paʀi パリ 

Paris- Gare de 
l’Est 

n. pr. paʀi- gaʀ 
də lεst 

パリ東駅 

Paris-Gare 
d’Austerlitz 

n. pr. paʀi- gaʀ 
dɔstεʀlist 

パリオーステルリツ
駅 

Paris-Gare de 
Lyon 

n. pr. paʀi- gaʀ 
də ljɔ̃ 

パリ リヨン駅 

Paris-Gare du 
Nord 

n. pr. paʀi- gaʀ 
dy nɔʀ 

パリ北駅 
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parking n. m. paʀkiŋ 駐車場 

parler v. paʀle 話す 

parler de v. paʀle də について話す 

parmi prep. paʀmi の中で 

partager v. paʀtaʒe シェアーする／分け
る 

partir v. paʀtiʀ 出発する 

pas de problème n. m. pɑ də 
pʀɔblεm 

問題なし 

pas loin de prep. pɑ lwε ̃də ～から遠くない 

pas mal adj. pɑ mal まあまあ 

pas très bien adv. pɑ tʀε bjε ̃ あまりよくない 

passer v. pɑse 寄る 

passer un 
examen  

v. pɑse  œ̃n- 
εgzamε ̃

試験を受ける 

Patrick n. pr. m. patʀik パトリック 

pause-déjeuner n. f. poz 
deʒœne 

昼休憩 

PC n. m. pese パソコン 

peintre n. m. f. pεt̃ʀ 画家 

peinture n. f. pεt̃yʀ 絵画 

pendant adv. pɑd̃ɑ ̃ ～の間に（時間） 

père n. m. pεʀ お父さん 

Perrin n. pr.  peʀε ̃ ぺラン（姓） 

personne n. f. pεʀsɔn 方 

personne âgée n. f.  pεʀsɔn aʒe 老人 

petit adj. pəti 小さい 

petite amie n. f. pətit ami 恋人・彼女 

petits enfants n. m. pl. pəti ɑf̃ɑp̃jεs 小さい子供たち／孫 

peu de adv. pø də ほとんど～ない 

Peugeot n. pr. f. pəʒɔ プジョー 

pharmacie n. f. faʀmasi 薬屋 

photo n. f. fɔto 写真 
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phrase n. f. fʀɑz 文 

pièce n. f. pjεs 部屋 

pièce de théâtre n. f. pjεs də 
teɑtʀ 

演劇作品 

Pierric n. pr. m. pjεʀik ファーストネーム 
（男性） 

piscine n. f. pisin プール 

Pise n. pr.  piz ピサ 

pizzeria n. f. pidzeʀja ピッゼリア 

place n. f. plas 広場 

place Bellecour n. pr. f. plas bεlkuʀ ベルクール広場 

place de l’église n. pr. f. plas də 
legliz 

教会の広場 

place de la 
République 

n. pr. f plas də la 
ʀepyblik 

共和国の広場 

place du Palais 
Royal 

n. pr. f. plas dy 
palε ʀwajal 

パレ・ロワイヤル広
場 

place Plumereau n. pr. f. plas 広場 

Place Rouge n. pr. f. plas ʀuʒ 赤の広場 

plage n.  f. plaʒ 浜 

plan n. m. plɑ ̃ 地図 

plongée n. f. plɔ̃ʒe ダイビング 

plus prep. ply もっと／の方が 

plus de adv.  ply də もっと 

plus de adv. ply də 多く 

point n. m. pwε ̃ 。 

poisson n. m. pwasɔ̃ 魚 

poisson rouge n. m. pwasɔ̃ ʀuʒ 金魚 

poliment adv. pɔlimɑ ̃ 丁寧に 

polonais adj. pɔlɔnε ポランドの 

pont n. m. pɔ̃t 橋 

pont d’Avignon n. pr. m. pɔ̃t davinjɔ̃ アヴィニョン橋 

pont de 
Roquefavour 

n. pr. m. pɔ̃t də 
ʀɔkəfavuʀ 

Roquefavourの橋 
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pont du Gard n. pr. m. pɔ̃t dy gɑʀ Gardの橋 

pop n. f. pɔp ポップミュジック 

portable n. m. pɔʀtabl  携帯 

porte n. f. pɔʀt 門 

porte 
Narbonnaise 

n. f. pɔʀt ナルボンヌの門 

poser des 
questions 

v. poze de 
kεstjɔ̃ 

質問する 

positif adj. pozitif 肯定的 

position n. f. pozisjɔ̃ 位置 

possible adj. pɔsibl 可能 

poste n. f. pɔst 郵便局 

poulet n. m. pulε 鶏肉 

pour prep. puʀ のため/のために 

pour cent n. m. puʀsɑ ̃ パーセント 

pourquoi  adv. puʀkwa なぜ 

pouvoir  v. puvwaʀ 出来る 

pratique adj. pʀatik 便利 

pratique sportive n. f. pʀatik 
spɔʀtiv 

運動の行使 

précision n. f. pʀesizjɔ̃ 細かさ 

préféré adj. pʀefeʀe 一番すきな／お気に
入りの 

préférer v. pʀefeʀe 一番すき/の方が好
き 

premier adj. pʀəmje 一番／最初の 

première adj. 
num. 

pʀəmjεʀ 一番目の・グリーン
車 

première classe n. f. pʀəmjεʀ 
klɑs 

グリーン車 

prendre v. pʀɑ̃dʀ 取る・乗る 

prendre congé v. pʀɑ̃dʀ kɔ̃ʒe 許可を取る 

prendre des 
vacances 

v. pʀɑ̃dʀ de 
vakɑs̃ 

お休みを取る 

prendre un verre v. pʀɑ̃dʀ œ̃ 
vεʀ 

お酒飲む/飲みに行
く 
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prénom n. m. pʀenɔ̃ 名前 

près d’ici prep. pʀε disi この近く 

près de pep. pʀε də の近く 

présentation n. f. pʀezɑt̃asjɔ̃ 紹介 

présenter v. pʀezɑt̃e 紹介する 

princesse n. f. pʀεs̃εs お姫様 

prix n. m. pʀi 値段 

problème n. m. pʀɔblεm 問題 

professeur n. m. f. pʀɔfεsœ:r 教師 

professeure de 
piano 

n. f. pʀɔfεsœ:r 
də pjano 

ピアノの先生 

profession n. f. pʀɔfεsjɔ̃ 専門職 

profil n. m. pʀɔfil プロファイル 

programme télé n. m. pʀɔgʀam 
tele 

テレビ番組 

promenade n. f. pʀɔmnad 散歩 

proposé adj. pʀɔpoze 提案した 

proposer (de) v. pʀɔpoze 
də 

提案する 

propre adj. pʀɔpʀ きれい 

Provence n. pr. f. pʀɔvɑs̃ プロヴァンス 

publicité n. f. pyblisite 広告 

puis conj. de 
coord. 

pɥi そして／それから 

pur adj. pyʀ 純粋な 

Pyrénées n. pr. f. pirene ピレネ−山脈 

quai n. m. ke ホーム（駅の） 

quand adv. kɑ ̃ いつ/ ～のとき 

quartier n. m. kaʀtje 地区 

quartier de la 
Croix-Rousse 

n. pr. m. kaʀtje də la 
kʀwa ʀus  

クロワ・ルース区 

quartier Graslin n. pr. m. kaʀtje 
gʀɑslε ̃

グラスラン区 

quartier Latin n. pr. m. kaʀtje latε ̃ ラテン地区（パリ） 
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quatorze adj. katɔʀz 14 

quatre adj. katʀ 4 

Québec n. pr. m. kebεk ケベック 

québécois adj. kebekwa ケベック人 

quel(le/s) adj. 
interr. 

kεl なんの/どうち/どれ
か 

quelqu’un pr. indef. 
m. 

kelkœ̃ だれか 

questionnaire 
d’enquête 

n. m. kεstjɔnεʀ 
dɑk̃εt 

アンケ-トの質問用
紙 

qui adv. ki だれ 

quinze adj. kεz̃ 15 

quoi pr. interr. kwa なに 

raison  n. f. ʀεzɔ̃ 理由 

raisonnable adj. ʀεzɔnabl 適度 

rap n. m. ʀap ラップ／ヒップホッ
プ 

rapide adj. ʀapid 速い 

ravi adj. ʀavi よろこんで/喜んで
いる 

RDV n. m. ʀɑ̃de-vu 約束 

réceptionniste n. m. f.  ʀesεpsjɔ̃ 受付係 

refus  n. m. ʀəfy 断り 

refuser de v. ʀəfyze də 断る 

regarder v. ʀəgaʀde 見る 

regarder la 
télévision 

v. ʀəgaʀde la 
televizjɔ̃ 

テレビを見る 

région n. f. ʀeʒjɔ̃ 地方/県 

régional adj. ʀeʒjɔnal 地方の 

règle n. f.  ʀεgl ルール 

remercier v. ʀəmεʀsje ありがとうを言う 

rempart n. m. ʀɑ̃paʀ 城の周りにある壁 

rencontre n. f. ʀɑ̃kɔ̃tʀ 出会い 

rendez-vous n. m. ʀɑ̃de-vu 待ち合わせ 
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René n. pr. m. ʀəne ルネ 

renseignement n. m. ʀɑ̃sεɳmɑ ̃ 案内 

rentrer n. f. ʀɑ̃tʀe 帰る 

répéter v.  ʀepete 繰り返す 

répondre v. ʀepɔ̃dʀ 答える 

répondre à une 
suggestion 

v. ʀepɔ̃dʀ a 
yn 
sygʒεstjɔ̃ 

提案に答える 

réponse n. f. ʀepɔ̃s 答え 

reprendre 
contact 

v. ʀəpʀɑ̃dʀ 
kɔ̃takt 

接触を更新す
る ？？ 

république n. f. ʀepyblik 共和国 

réservation n. f. ʀezεʀvasjɔ̃ 予約 

réservé adj. ʀezεʀve 予約した 

responsable de 
projet 

n. m. f. ʀεspɔ̃sabl 
də pʀɔʒε 

プロジェクトの担当 

restaurant v ʀεstɔʀɑ ̃ レストラン 

restauration de 
tableaux 

n. f. ʀεstɔʀasjɔ̃ 
də tablo 

テーブルの復帰 

rester v. ʀεste 残る／ある 

rester à la maison v. ʀεste a la 
mεzɔ̃ 

家で残る 

retour n. m. ʀətuʀ 帰り 

retraité(e) n. m. 
f/adj. 

ʀətʀete 引退した人 

réunion n. f. ʀeynjɔ̃ 会議 

rien de spécial n. m. ʀjε ̃də 
spesjal 

特にない 

Riesling n. pr. m. ʀisliŋ 白ワイン 

rillette n. f.  ʀijεt 豚のパテ 

rivière n. f. ʀivjεʀ 川 

riz n. m. ʀi 米 

rock n. m. ʀɔk ロック 

Romain n. pr. m. ʀɔmε ̃ ロマン 

Rome n. pr. ʀɔm ローマ 
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rose adj. ʀoz ピンク 

rouge adj. ʀuʒ 赤 

route n. f. ʀut 街道 

route des vins n. f. ʀut de vε ̃ ワイン街道 

Roux n. pr. m. 
f. 

ʀu ルー 

RTT n. f. εʀtete 残業が休みになる仕
組み 

rue n. f. ʀy 道（小さい方）/通
り 

russe adj.  ʀys ロシアの 

Russie n. pr. f. ʀɥsi ロシア 

s’appeler v. saple 呼ばれる／～という
名前です 

s’écrire v. sekʀiʀ 書かれる／お互いに
書く 

s’excuser v. sεkskyze 謝る 

s’il te plaît interj. sil tə plε お願い 

s’il vous plaît interj. sil vu plε お願いします 

s’informer v. sεf̃ɔʀme 情報を手に入れる/
情報を取る 

s’inscrire v. sεs̃kʀiʀ 登録されている 

sa adj. 
poss. 

sa 彼の／彼女の 

sa femme n. f. sa fam 彼の奥さん 

sac de sport n. m. sak də 
spɔʀ 

スポーツバッグ 

Sagrada Familia n. pr. f. sɑgʀɑdɑ 
fɑmilijɑ 

サグラダ・ファミリ
ア 

Saint-Michel n. pr. m. sεm̃iʃεl サン・ミッシェル 

Saintes-Maries-
de-la-Mer 

n. pr. f. sεt̃ maʀi də 
la meʀ 

サント・マリー・
ド・ラ・メール 

sale adj. sal 汚い 

salle de bains n. f. sal də bε ̃ 浴室 

saluer v. salɥe 挨拶する 

salut interj. saly こんにちは／やあ
（友達と） 
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samedi n. m. samdi 土曜日 

samedi soir n. m. samdi 
swaʀ 

土曜日の晩 

Samira n. pr. f. samiʀa サミラ 

sans prep. sɑ ̃ 無し 

satisfaction n. f. satisfaksjɔ̃ 満足 

satisfait adj. satisfε 満足している 

Saturne n. pr. satyʀn 土星 

savoir v. savwaʀ 知る・知っている・
できる 

sculpture n. f. skyltyʀ 彫刻 

se fâcher v. sə faʃe 怒る 

se présenter v. sə pʀezɑt̃e 紹介する 

se promener v. sə pʀɔmne 散歩する 

se trouver v. sə tʀuve にある 

se tutoyer v. sə tytwaje tuを使って話す  

se voir  v. sə vwaʀ 会う 

seconde adj. səgɔ̃d 二番目・普通のクラ
ス（列車） 

secrétaire n. f. səkʀetεʀ 秘書 

Seine n. pr. f. sεn セーヌ川 

seize adj. sεz 16 

séjour n. m. seʒuʀ 旅／滞在 

selon prep. səlɔ̃ によると 

semaine n. f. səmεn 週 

seniors / 
personnes âgées 

n. m. pl. 
/ n. f. pl. 

senjɔʀ / 
pεʀsɔn aʒe 

シニアー／老人 

sentiment n. m. sɑt̃imɑ ̃ 感じ 

sept adj. 
num. 

sεt 7 

série télévisée / 
série télé 

n. f. seʀi 
televize / 
seʀi tele 

テレビドラマ 

sérieux adj. seʀjø 真面目な 

serveur n. m. sεʀvœ:r ウエーター 
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service n. m. sεʀvis サービス 

Sèvre n. pr. f. səvʀ 川の名前？ 

shopping v. ʃɔpiŋ 買い物 

si interj. si はい 

siècle n. m. sjεkl 世紀 

silence n.  m. silɑs̃ 沈黙 

site  n. m. sit 地区／スポット 

site historique n. m. sit istɔʀik 歴史的な地区 

situation n. f. sitɥasjɔ̃ 状態 

situé (à) adj. sitɥe a にある/置かれる 

six adj. sis ６ 

ski n. m. ski スキー 

smartphone n. m. smaʀtfɔn スマートフォン 

sociéte n. f. sɔsjete 会社 

soir n. m. swaʀ 夜・夕方 

soirée interj. swaʀe 夕方 

Sophie n. pr. f. sɔfi ソフィー 

sortie  n. f. sɔʀti 出かけ 

sortir v. sɔʀtiʀ 出かける 

souvent adv. suvɑ ̃ よく 

spécialité n. f. spesjalite おすすめ (食) 
 

spécialité locale n. f. spesjalite 
lɔkal 

現地のすすめ 

spécialité 
régionale 

n. f. spesjalite 
ʀeʒjɔnal 

地方のおすすめ 

sport n. m. spɔʀ 運動 

station de métro n. f. stasjɔ̃ də 
metʀɔpɔlitε ̃

地下鉄の駅 

statue n. f. statɥ 彫像 

Statue de la 
Liberté 

n. pr. f. statɥ də la 
libεʀte 

自由の女神像 

Stéphane n. pr. m. stefan ステファヌ 

Stéphanie n. pr. f. stefani ステファニ 
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Strasbourg n. pr.  stʀasbuʀ ストラスブール 

stressé adj. stʀese 緊張している 

stylo de luxe n. m. stilɔ də lyks 高級万年筆 

sud n. m. syd 南 

sud-ouest n. m. sydwεst 南西 

suisse adj. sɥis スイスの 

Suisse n. pr. f. sɥis スイス 

super adj. sypεʀ すごい／素晴らしい 

supermarché n. m. sypεʀmaʀʃ
e 

スーパーマーケット 

sur prep. syʀ の上に 

sûr adj. syʀ もちろん 

surf n. m. sœʀf サーフ 

surfer sur Internet v. sœʀf syʀ 
εt̃εʀnεt 

ネットサーフィング 

surpris adj. syʀpʀi 驚いている 

surprise n. f. syʀpʀiz サプライズ／驚き／
プレゼント 

surtout adv. syʀtu 特に 

syllabe n. f. silab 音節 

sympa adj. sεp̃atik 優しい／感じがいい 

sympathique adj. sεp̃atik 優しい／感じがいい 

tablette 
numérique 

n. f. tablεt 
nymeʀik 

タブレット 

tant pis interj. tɑ ̃ pi しょうがない 

tard adv. taʀ 遅い 

taxi n. m. taksi タクシー 

TDD n. m. tedede 美術の授業 

te  pron. tə 君 

techno  n .f. tεknɔ テクノ音楽 

télé n. f. tele テレビ 

téléphone n. m. telefɔn 電話 

téléphone 
portable 

n. m. telefɔn 
pɔʀtabl 

携帯電話 
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téléphoner v. telefɔne 電話する 

télévision n. f. televizjɔ̃ テレビ 

temple d’Angkor 
Vat 

n. pr. m. tɑp̃l dɑk̃oʀ 
vat 

アンコール・ワット 

temps libre n. m. tɑ ̃libʀ 暇な時間 

tendre adj. tɑd̃ʀ 優しい／柔らかい 

tenir v. təniʀ 握る 

tennis n. m. tenis テニス 

TER n. m. teøεʀ 地方の電車 

test n. m. tεst 試験 

teuf = fête  n .f. tœf = fεt パーティー 

TGV  n. m. teʒeve フランスの新幹線 

TGV Thalys n. m. teʒeve talis “新幹線”（パリーブ
リュッセル間） 

théâtre n. m. teɑtʀ 演劇 

Thomas n. pr. m.  toma トマ 

tiens interj. tjε ̃ どうぞ 

Tintin n. pr. m. tεt̃ε ̃ 漫画の登場人物名 

toi adj. twa 君 

toilettes n. m. pl. twalεt お手洗い 

Tokay n. pr. tɔke トケイ 

tortue n. f. tɔʀty 亀 

tôt adv. to 早い 

Toulouse n. pr. m. 
f. 

tuluz トウルーズ 

tour de Pise n. pr. f. tuʀ də piz ピサの斜塔 

tour Eiffel n. f. tuʀ εfεl エフェル塔 

Touraine n. pr. f. tuʀεn トウレーネ 

tourisme n. m. tuʀism 観光 

touriste n. m. tuʀist 観光客 

touristique adj. tuʀistik 観光的 

Tours n. pr. tuʀ トゥール 

tous adj. tu すべての 
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tout adj. tu すべて／まるごと 

tout près prep. tu pʀε すぐ近く 

train n. m. trε ̃ 電車／列車 

tramway n. m. tʀamwε 市街電車／路面電車 

transport n. m. tʀɑ̃spɔʀ 輸送／交通機関 

travail  n. m. tʀavaj 仕事 

travailler v.  tʀavaje 働く 

treize adj. tʀεz 13 

tréma adj. tʀema ë 

très adv. tʀε とても 

très bien adv. tʀε bjε ̃ とてもいい/とても
元気 

très bien ! interj. tʀε bjε ̃! よく出来ました 

triste adj. tʀist 悲しい 

trois adj. 
num. 

tʀwɑ 3 

trop adj. tʀo すぎる 

trouver v. tʀuve 見つける/考える 

tu pron. suj. ty 君 

type n. m. tip タイプ 

un adj. 
num. 

œ̃ １ 

un peu adv. œ̃ pø 少し 

université n. f. ynivεʀsite 大学 

utiliser 
l’ordinateur 

v. ytilize 
lɔʀdinatœʀ 

パソコンを使う 

vacances n. f. pl. vakɑs̃ 休み／ヴァカンス 

vallée de la Loire n. pr. f. vale də la 
lwaʀ 

ロワール渓谷 

Van Gogh n. pr. m. vɑ ̃ ゴッホ 

Varenne n. pr. f. vɑʀεn ヴァレンヌ 

vélo n. m. velo 自転車 

vendredi n. m. vɑd̃ʀədi 金曜日 

venir v. vəniʀ 来る 
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venir de  v. vəniʀ də ～から来る 

Véronique n. pr. f. veʀɔnik ヴェロニック 

vers prep. vεʀ の方／～頃 

vidéo n. f. video ビデオ 

vie n. f. vi 命／生活 

vieille ville n. f. vjεj vil 旧市街 

vieux adj. vjø 古い 

village n. m. vilaʒ 村 

ville n. f. vil 町 

vin n. m. vε ̃ ワイン 

vingt adj. 
num. 

vε ̃ 20 

visiter v.  vizite 訪れる／見物する 

visiter des 
musées 

v. vizite de 
myze 

博物館を見学する 

vite adv. vit 速く／速い 

vivre v. vivʀ 住む／暮らす 

VOD n. m. veode ビデオオンドマンド 

voici prep.  vwasi ここに 

voilà prep. vwala どうぞ 

voir v.  vwaʀ 見る・会う 

voir des amis v. vwaʀ dez- 
ami 

友達に会う 

voisin n. m. f. vwazε ̃ 隣人 

voisine n. f. vwazin 隣人（女性） 

voiture n. f. vwatyʀ 車 

volontiers adv. vɔlɔ̃tje 喜んで 

vouloir  v. vulwaʀ したい 

vous pr.pers. vu あなた／あなた方 

voyager v. vwajaʒe 旅行する 

voyageur n. m. vwajaʒœʀ 旅行者 

vraiment adv. vʀεmɑ ̃ 本当に 

vu adj. vy 勉強した／済んだ 
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vue n. f. vy 景色／展望 

wc n. m. pl. vese お手洗い 

week-end n. m. wikεnd 週末 

Youssouf n. pr. m. jusuf ファストネーム 
(男性) 

zéro adj. zeʀo ０ 
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評価シートの使い方 	
	
学習者が使う：このシートは学習の途中で自己評価のために使うことができます。

まだきちんと習得できていない項目があると感じた時は、クラスメートや先生にア

ドバイスをしてもらいましょう。	
	
グループで使う：クラスメートとお互いにチェックしあうのもよい方法です。学習

した内容の復習にもなります。	
	
教師が使う：先生が評価のためにこのシートを使うこともできます。	
	

Fiche	d’évaluation,	Unité	1	
	

Fiche d’évaluation      Interactions 1, Unité 2, Leçon 1 : Contacts 
	

Leçon 1 – コンタクト  L K J  
Interaction orale     
名前を尋ねる     
住んでいるところを尋ねる     
Compréhension écrite     
チャットに参加している人の情報を読む     
インターネットのフォーラムに書き込んだ人の情報を読む     
Expression écrite     
クラスメートの情報を書き取る     
Compréhension et expression orales     
あいさつする、人を紹介する     
人と知り合いになる     
Grammaire     
動詞の活用、つづり、発音     
女性形     
Phonétique     
フランス語の母音と子音     
リズムグループ     
Culture     
近所づきあい、パリのカルティエ・ラタン（ラテン地区）     
Tuと Vousの使い分け     

	

Notes personnelles :     
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Fiche d’évaluation     Interactions 1, Unité 2, Leçon 2 : Présentations 
	
	
	

Leçon 2 – 自分や他人の紹介  L K J  
Interaction orale     
国籍を尋ねる     
職業を尋ねる     
Compréhension écrite     
ホテルの宿泊カードを読む     
Expression écrite     
[�], [ɛ]̃/ [jɛ]̃ [wa]のつづり     
情報カードに記入する     
Compréhension et expression orales     
人に話しかけ、簡単な質問をする     
自己紹介をする     
Grammaire     
être動詞の活用     
形容詞の男性形と女性形     
Phonétique     
 [�]/[�z], [wa]/ [waz], [ɛ]̃/ [ɛñ] の聞き分け     
音節の数え方     
Culture     
フランス語を話す３つの国：フランス、カナダ、ベルギー     
人と連絡をとる、避ける     

	

Notes personnelles :     
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Fiche d’évaluation    Interactions 1, Unité 2, Leçon 3 : Coordonnées 
	
	
	

Leçon 3 – 連絡先  L K J  
Interaction orale     
メールアドレスを交換する     
電話番号を交換する     
Compréhension écrite     
名刺を読む     
仕事関係のフォーラムに書き込んだ人の情報を読む     
Expression écrite     
[a], [ã], [o] [õ]の書き方     
大文字の使い方     
住所録に書きこむ     
Compréhension et expression orales     
再会する     
連絡先を交換する     
謝る、安心させる     
Grammaire     
Avoir動詞の活用     
数字/数を数える     
Phonétique     
母音 [a], [ã], [o] [õ] と子音 [m], [t], [s] [v]の組み合わせ     
最終音節を長く発音する     
Culture     
あいさつと身体的距離     

	

Notes personnelles :     
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Fiche	d’évaluation,	Unité	2	
	

Fiche d’évaluation   Interactions 1, Unité 2, Leçon 4 : Envies 
	
	
	

Leçon 4 – 好き嫌い  L K J  
Interaction orale     
好き嫌いについて話す	      
どちらが好きか言う     
Compréhension écrite     
広告を読む     
好みについて書かれた記事を読む     
Expression écrite     
まわりの人の好き嫌いを書きとる     
Compréhension et expression orales     
あることについて自分の意見を言う     
あることについて、賛成か反対かを言う     
Grammaire     
動詞 aimer, adorerの活用     
er動詞（第一群規則動詞）の活用     
Phonétique     
母音の前後の[ʀ]     
文末イントネーションの高低     
Culture     
フランス人とテレビ、デジタルメディア     
家庭     

	

Notes personnelles :     
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Fiche d’évaluation   Interactions 1, Unité 2, Leçon 5 : Loisirs 
	
	
	

Leçon 5 - Loisirs  L K J  
Interaction orale     
習慣について話す     
提案する     
Compréhension écrite     
統計表を読む     
Expression écrite     
 [i], [y],[u] のつづり     
まわりの人が余暇にしていることを書きとる     
Compréhension et expression orales     
話しかける、承諾する、断る     
何をするのが好きかを言う     
あることを提案する     
Grammaire     
定冠詞 « le » と指示形容詞 « ce »     
量の表現 « beaucoup/ (de) »     
« aimer » と « vouloir » の条件法を使った希望の表現     
Phonétique     
母音 [y]  [u]と半母音 [w]  [ɥ]      
フランス語のリズムとメロディ     
Culture     
余暇とハイテク     

	

Notes personnelles :     
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Fiche d’évaluation  Interactions 1, Unité 2, Leçon 6 : Souhaits 
	
	
	

Leçon 6 - Souhaits  L K J  
Interaction orale     
持ちものについて話す     
欲しいものについて話す     
Compréhension écrite     
注意喚起の広告を読む     
Expression écrite     
 [a], [ɛ], [ã], [ɛ ̃]のつづり     
まわりの人が持っているものを書きとる     
Compréhension et expression orales     
あるものに対して自分の意見を言う     
欲しいものを言う     
Grammaire     
持ち物を言うときの不定冠詞     
理由を尋ねる表現 pourquoi / parce que     
動詞 avoirと être の複数形     
Siで答える     
Phonétique     
母音 [a], [ɛ], [ã], [ɛ ̃]/[jɛ ̃] と子音 [p], [t], [ʃ], [m]の組み合わせ     
発音されない語末子音     
Culture     
フランス人とペット     
クリスマスプレゼント     

	

Notes personnelles :     
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Fiche	d’évaluation,	Unité	3	
	
	

Fiche d’évaluation   Interactions 1, Unité 3, Leçon 7 : Lieux 
	

Leçon 7 – 場所  L K J  
Interaction orale     
あるものについて質問する     
場所を特定する     
Compréhension écrite     
家族へのメールを読む     
Expression écrite     
街を紹介するメールを書く     
Compréhension et expression orales     
場所を説明する     
街を紹介する     
Grammaire     
一つしかない場所をあらわす定冠詞     
動詞 connaîtreの現在形     
指示形容詞 ce/cet/cette/ces     
Phonétique     
母音 [a], [o], [u], [i], [�]前後の[�]      
リエゾンと母音のアンシェヌマン     
Culture     
パリ、フランスとヨーロッパの名所     
友達同士の会話     

	

Notes personnelles :     
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Fiche d’évaluation  Interactions 1, Unité 3, Leçon 8 : Environnement 
	
	
	

Leçon 8 – 環境  L K J  
Interaction orale     
道を尋ねる     
ある場所について尋ねる     
Compréhension écrite     
アパートの広告を読む     
Expression écrite     
 [s], [z] , [�]のつづり     
ある地区を紹介する     
Compréhension et expression orales     
ある地区を描写する     
Grammaire     
疑問詞 « quel »      
否定     
定冠詞と不定冠詞     
Phonétique     
母音 [a], [u], [i], [u], [y] と子音 [s], [z], [�], [�]     
母音に挟まれ[z]と発音する « s »  La lettre « s » prononcée [z] entre 2 voyelles     
Culture     
フランスの街     
皮肉     

	

Notes personnelles :     
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Fiche d’évaluation   Interactions 1, Unité 9, Leçon 9 : Visites 
	
	
	

Leçon 9 – 観光  L K J  
Interaction orale     
ある場所について質問する     
出身を尋ねる     
Compréhension écrite     
旅行記     
発音する文字、発音しない文字     
Expression écrite     
ある街や地域を描写する     
Compréhension et expression orales     
問い合わせる     
興味を示す     
Grammaire     
« de » + 定冠詞     
名詞化     
Phonétique     
発音しない母音     
アンシェヌマン、発音しない語末の« e »     
Culture     
地域と名物（ラングドック、アルザス、ロワール）     
フランスの観光     

	

Notes personnelles :     
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Fiche	d’évaluation,	Unité	4	
	

Fiche d’évaluation     Interactions 1, Unité 3, Leçon 10 : Activités 
	
	
	

Leçon 10 – 活動  L K J  
Interaction orale     
スケジュールを尋ねる     
提案する     
Compréhension écrite     
新聞・雑誌の記事を読む     
Expression écrite     
予定を知らせる     
Compréhension et expression orales     
やることについて話す     
うれしさ、苛立ちを表す     
Grammaire     
動詞 aller, voir, lire, faire, sortir の現在形     
第三群動詞     
Phonétique     
発音されない母音     
アンシェヌマンと発音されない文字     
Culture     
フランス人と仕事     
職場     

	

Notes personnelles :     
     
     

	



Niveau	A1.1	du	CECRL		 	 	 	 	
	 	 	 Interactions	1	

Livret	de	l’apprenant	japonais	
	
	

日本語版学習ガイド 
	

165	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fiche d’évaluation    Interactions 1, Unité 3, Leçon 11 : Rythmes 
	
	
	

Leçon 11 – 生活リズム  L K J  
Interaction orale     
習慣を尋ねる     
時間を尋ねる     
Compréhension écrite     
発音する音、しない音     
仕事のメールのやりとりを読む     
Expression écrite     
スケジュールを言う     
Compréhension et expression orales     
駅の窓口で切符を予約する     
訂正し、謝る     
Grammaire     
動詞 pouvoir, partir, prendre, faire, finirの現在形     
第三群動詞     
命令法     
Phonétique     
音の聞き分け     
アクセントと音節数     
リズム・イントネーションとアクセントの位置     
Culture     
ブリュッセル     
フランスの電車     

	

Notes personnelles :     
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Fiche d’évaluation         Interactions 1, Unité 9, Leçon 12 : Sorties 
	
	
	

Leçon 12 – Sorties	 外出  L K J  
Interaction orale     
出かけることを提案する     
誘いを受ける、理由を説明して断る     
Compréhension écrite     
外出をめぐる友達とのメールのやりとり     
Expression écrite     
鼻母音のつづり     
誘いのメールを書く     
Compréhension et expression orales     
何かを一緒にすることを提案する     
承諾する、丁寧に断る     
Grammaire     
動詞 vouloir, devoir, venir の現在形     
否定命令     
Phonétique     
母音 [ɛ]̃, [ã], [õ] と子音 [p],[b],[v],[g],[�],[l]     
リズムとメロディ     
Culture     
外出と息抜きの時間     
生徒と教師の関係     

	

Notes personnelles :     
     
     
	

 


