
Leçon 5

定冠詞

L'article dé!ni

Points de la leçon:   
■ L'article dé!ni : sens précis
■ L'article dé!ni : sens général

レッスンのポイント：
■ 定冠詞：特定の事物を指す場合
■ 定冠詞：一般的な事物を指す場合

発音 Prononciation

半母音 / 長母音化①

重要動詞　　 Verbes

Laurence :  Je suis allée voir un concert de 
musique classique hier. Tu aimes la 
musique classique ?

Satoshi :  Oui, j'aime bien ça. En général, j'écoute 
du rock, mais j'aime bien la musique 
classique aussi. Le concert était bien ?

Laurence :  Oui, très bien. La salle était un peu 
trop petite, mais les musiciens étaient 
excellents.

Satoshi :  Tu as de la chance de pouvoir sortir 
comme ça. Moi, le soir je travaille…

ローレンス: 昨日の夜、クラシックのコンサート
 に行ってきたの。クラシックは好
 き？
さとし :  うん、好きだよ。普段はロックを聴
 いているけど、クラシックも好きだ
 よ。コンサートは良かった？
ローレンス: ええ、とても良かったわ。会場は
 少し小さすぎたけど、演奏者たち
 は素晴らしかったわ。
さとし :  そんな風に出かけられるっていい
 なぁ。僕は夜働いているからなぁ
 …。

イントロダクション  Introduction 1.55

1.57

aller
行く

je vais
tu vas
il / elle va
nous allons
vous allez
ils / elles vont

venir
来る

je viens
tu viens
il / elle vient
nous venons
vous venez
ils / elles viennent

1. 半母音 [ɥ] [j] [w]
● 複数の母音が並んでいても、Leçon 3 や Leçon 4 で述べた複母音のリストに当てはま
らない場合があります。たとえば、ai, ei なら [ɛ] ですが、ia, ie はリストにありません。
このような場合、2つ並んでいる母音のうちの前の方の母音が半母音という弱い母音に変
わります。たとえば i[i] の半母音は [j] という発音記号で示され、実際の発音は、[i] と言
いかけて、すぐに次に続く母音を発音します。(Pierre [pjɛːɾ]）
● [i] 以外の母音でよく半母音になるのは [y] と [u] です。[y] の半母音は [ɥ]、[u] の半母
音は [w] となりますが、どちらも [i] と同様、[y]、[u] と言いかけて、すぐに次の母音を
発音します。(nuit [nɥi]、oui [wi])
2. 長母音化① ：母音＋語末の [r] [z] [ʒ] [v] のとき
● 語末の発音が [r] [z] [ʒ] [v] のいずれかで終わるとき、その前の母音は長く発音され
ます。これを長母音と呼び、[:] の発音記号で示します。(professeur [prɔfɛsœ:r]　 
française [frɑ̃ sɛ:z]  fromage [frɔma:ʒ]  élève [elɛ:v])

i + 母音
u + 母音
ou + 母音
y + 母音

Pierre
nuit
oui
yaourt

[ j ]
[ɥ]
[w]
[ɥ]

[r]の発音で終わるとき
[z]の発音で終わるとき
[ʒ]の発音で終わるとき
[v]の発音で終わるとき

professeur
française
fromage
élève

⇒ 実際に発音してみましょう！ 1.56
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ポイント１ Point 1

使ってみましょう Application

2. 単語を入れ替えて、会話練習をしましょう。

 1.59

A :  Rendez-vous au musée ?

B :  OK, rendez-vous en face 
du musée.

1. 例を参考にして、空欄に「à」及び「de」と定冠詞を組み合わせたものを書き入れましょう。
例： le musée → au musée / du musée

① l'université →  université /  université

② le cinéma →  cinéma /  cinéma

③ la gare →  gare /  gare

 1.60

1 le musée 美術館
2 l'université 大学
3 le restaurant レストラン
4 la cafétéria カフェテリア
5 la gare 駅
6 le supermarché スーパー
7 le cinéma 映画館
8 la mairie 市役所

定冠詞 定冠詞の縮約
男性形 女性形

単数
le la

l'

複数 les

「à」との場合 「de」との場合

男性形単数 à + le　→　au de + le　→　du

複数 à + les　→　aux de + les　→　des

1｠定冠詞の基本定冠詞は、あるものを特定して話すとき（ポイント 1）や、あるものを一般的な意味で話すとき（ポイント 2）に用います。
また、前置詞 àと deが男性形単数（le）／複数（les）の定冠詞の前に置かれると、前置詞と定冠詞の間で縮約が起こります。

2｠定冠詞：特定の事物を指す場合あるものを特定して話すときは、下の２つのパターンがあります。

（母音の前）

(1) 1 つしかないものについて話すとき (2) 何について話しているのかがはっきりと分かっているとき

le musée d'Orsay             
オルセー美術館

la Lune
月

Où est la clef ?
鍵はどこかしら？

定冠詞：特定の事物を指す場合 L'article dé!ni : sens précis

1.58
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ポイント２  Point 2

使ってみましょう Application

2. 単語を入れ替えて会話練習をしましょう。

 1.62

A :  Est-ce que tu manges du pain  
le matin ?

B :  Non, je n'aime pas beaucoup  
le pain.

定冠詞：一般的な事物を指す場合  L'article dé!ni : sens général

1. 例を参考に、空欄に「定冠詞＋名詞」を書き入れましょう。
例：Je mange du pain.  →  J'aime le pain.

① Je mange du riz.  →  J'aime  .

② Je mange de la soupe de miso.   

→  J'aime  .

③ Je mange du poisson.  →  J'aime  .

④ Je mange un yaourt.  →  J'aime  .

⑤ Je mange un fruit.  →  J'aime  .

⑥ Je mange des céréales.  →  J'aime  .

⑦ Je mange des œufs.  →  J'aime  .

1｠定冠詞：一般的な事物を指す場合あるものを一般的・抽象的・概念的な意味で話すときにも定冠詞をつかいます。例えば、「～が好き」というような場合です。

2｠単数形 / 複数形の使い分け あるものを一般的・抽象的・概念的な意味で話す場合、数えられる名詞には定冠詞を 複数形 で使い、数えられない名詞の場
合は 単数形 で使います。

Les Français ont beaucoup de vacances.
フランス人は休みが多い。

Nous aimons le football.
僕たちはサッカーが好き。

La vie est belle !
人生は美しい！

冠詞の使い分け

du fromage le fromage

Je mange J'aime

un croissant les croissants

 1.63

1 du pain パン 5 un yaourt ヨーグルト
2 du riz ごはん 6 un fruit 果物
3 de la soupe de miso みそ汁 7 des céréales シリアル
4 du poisson 魚 8 des œufs 卵

具体的・物質的なもの 一般的・抽象的・概念的なこと

数えられない名詞

un
une des les

du
de la

le
la

不定冠詞 定冠詞（複数）

部分冠詞 定冠詞（単数）

数えられる名詞

1.61
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まとめのエクササイズ   Exercices récapitulatifs

フランスでは、方言やなまりはほぼなくなってしまいました。ですが、フランス国内
で話されている言語はフランス語だけではありません。東部ではアルザス語およびそ
の他のドイツ語の方言、南部ではオック語やその他のロマンス系の言語、西部ではブ
ルトン語（ケルト系の言語）、そして海外県・領土ではタヒチ語などのさまざまな言語
が話されています。

読んでみる 1.64

下の文章は、シェアメイト (co-locataire) を探す広告です。日本語に訳してみましょう。
L'appartement *est situé dans le centre de Paris, près de la station de métro Châtelet.  
L'appartement *comprend un séjour, une cuisine, deux chambres et une salle de bains. Le 
séjour est grand et agréable. La salle de bains est petite mais pratique. Le quartier est sympa, il 
y a beaucoup de magasins *à proximité. Les voisins sont gentils. Je suis étudiant en médecine 
à l'université de Paris X. Je suis calme et ordonné. J'aime la lecture et le sport. Je cherche un ou 
une co-locataire qui aime les chats, *car j'ai deux chats. 
* est situé : ～にある
* comprend : ～を含む、～がある
* à proximité : 近くに
* car : というのも

練習問題 Exercices

ポイント１
A. 正しい冠詞 ( または前置詞 + 冠詞 ) に◯をつけ
ましょう。

1. Il travaille [ au / à l' ] Hôtel de Paris.

2. Je viens [ du / de le ] cinéma. 

3.  Ils travaillent dans [ l' / un ] hôpital.  

C'est [ l' / un ] hôpital Necker.

4. Tu vas [ à la / à l' ] bibliothèque ?

5.  Elle est étudiante à [ une / l' ] Université de 

Paris.

B. フランス語でノートに書いてみましょう。
1.  大学で昼食をとりますか？(vous / 標準的な言い方)
2.   私たちは毎日(tous les jours) 図書館で勉強します

(étudier)。
3.  彼女は学生たちに話しています。
4.  私はレストランでアルバイトしています。
5.  彼らはある駅の近くに住んでいます。

ポイント２
A. 正しい冠詞を書き入れましょう。

1. Je bois _______ bière. J'aime _______ bière !

2.  J'aime bien _______ pain, mais je préfère 

_______ croissants.

3. Tu aimes _______ animaux ?

4.  Les Japonais aiment _______ pain mais ils 

préfèrent _______ riz.

5.  J'adore _______ chats. J'ai _______ chat, il 

s'appelle Marron.

B. フランス語でノートに書いてみましょう。
1. 魚が好きですか？(tu / くだけた言い方)
2. フランス人はエスカルゴ(escargot：男)を食べます。
3. 私はチーズが好きですが、フルーツのほうが好きです。
4.  紅茶(thé anglais：男)と日本茶(thé japonais：男)とど

ちらのほうが好きですか？(vous / 標準的な言い方)
5.  私はミネラルウォーターを飲みます。ワインは好きではあ

りません。

コラム：フランスのほかの言語
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