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Cours de français Niveau débutant 

 
  1課 Bonjour !   le    /           /20 

Alphabet アルファベット 
フランス語のアルファベットは英語と同じですが、読み方が違います。 

A【ɑ】  B【be】  C【se】  D【de】  E【ə】  F【ɛf】   

G【ʒɛ】  H【ɑʃ】  I【i】  J【ʒi】  K【kɑ】  L【ɛl】 

M【ɛm】  N【ɛn】  O【o】  P【pe】  Q【ky】  R【ɛʁ】 

S【es】  T【te】    U【y】  V【ve】   W【dubləve】 

X【iks】  Y【igʁɛk】  Z【zɛd】 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prononciation du français フランス語の読み方 

✤ フランス語の読み方    フランス語にはアルファベットの組み合わせによって、いくつかの決まった 
  読み方があります。これらのパターンを知っていれば、知らない単語でも 
  読むことができます。 

 

    ai, aî, ei   【ɛ】 japonais 日本の maison 家  Seine セーヌ川 
      au, eau 【o】 au revoir  さようなら Bordeaux ボルドー  
      ou, où 【u】 vous     あなた  bonjour   こんにちは 
      eu, œu  【ø】 bleu     青い deux 2   
      oi, oî    【wa】 trois     3      chinois  中国（人）の 

 

✤ 鼻母音 音が鼻に抜けるフランス語独特のものです。音を鼻に持ち上げるような感じで出します。 

  これがうまく出せるとフランス語らしい発音になるので練習してみましょう。 
 

 【œ̃】 un 1 brun 褐色の commun 共同の 
 【ɛ̃】 pain パン saint 神聖な vin ワイン 

 【ɔ̃】 pont 橋 son 彼(女)の bon いい 
 【ɑ̃】 sang 血 blanc 白い vent 風 
 【sjɔ̃】 station 駅  nation 国民  éducation 教育 

 

⚠ e は、単独では【ə】ですが、 é は【e】の音になり、è は【ɛ】の音になります。 
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✤ 発音しない音 

 - 単語の終わりの d, t, p, e, s, x 

  Paris パリ étudiant 学生 grand 大きい 
  vous あなた jolie  きれい trop 過ぎる 

 - 語頭の h  habiter 住む  hôtel ホテル  
 

Vocabulaire et expressions 語彙・表現 

   

 

Bonjour おはようございます, こんにちは 

Bonsoir こんばんは 

Merci ありがとうございます 

Au revoir  さようなら 

À demain また明日 

À tout à l’heure また後で 

À bientôt また今度 

Bonne soirée 良い夕べを（＝さようなら） 

Bon week-end 良い週末を 

 

 

Écoutez   聞いてください 

Lisez   読んでください 

Répétez   繰り返してください 

Répondez  答えてください 

Regardez  見てください 

Vous comprenez ? わかりますか？ 

Oui, je comprends.  はい、わかります 

Je ne comprends pas.  わかりません 

Je ne sais pas.   知りません 

Encore une fois, s’il vous plaît  

もう一度お願いします 

 

 

  0 zéro 1 un  2 deux     3 trois   

 4 quatre 5 cinq  6 six 7 sept  

 8 huit 9 neuf 10 dix  

 

salutations 1 

expressions utilisées en classe 

chiffres : 0 à 10 

教室で使う表現 

挨拶1 

数字 0〜10 
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Grammaire 文法 

✤  Conjugaison : 基本動詞 être の活用 

 être 

  

 

 

 

 

2人称単数の tu は親しい間柄で、初めての相手や目上の人には vous を使います。 

複数の時はどちらも vous です。   

✤ Accord en genre : 男性名詞・女性名詞 

フランス語の名詞には「文法上の性」があり、男性名詞・女性名詞に分かれます。加えて単数と複数の区別もありま
す。（複数の時は最後に s や x をつけます）形容詞はその修飾する名詞の性・数に応じて形が変化します。末尾の”e”
は女性形であることを示すことが多いです。 
 

例：   Je suis français. (男性)          Je suis française.（女性） 
 Je suis japonais.      Je suis japonaise.  
 Je suis étudiant.      Je suis étudiante.  
 

Dialogue 会話 

  Lucas : Bonjour.  

 Maki : Bonjour.  

 Lucas  : Je m’appelle Lucas. Et vous ? 

 Maki : Moi, je m’appelle Maki. Enchantée. 

 Lucas  : Enchanté. Vous êtes chinoise ?  

 Maki : Non, je suis japonaise. 

  Et vous, vous êtes français ? 

 Lucas  : Oui, je suis français.  

私   je  suis 
君   tu  es 
彼、彼女、私達 (話し言葉) il, elle, on est 
私達   nous sommes 
あなた、あなた方  vous êtes 
彼ら、彼女たち  ils, elles sont 

être 
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 ルカ   ：  こんにちは。 

 まき   ：  こんにちは。 

 ルカ   ：  私はルカです。あなたは？ 

 まき   ：  私はまきです。はじめまして。 

 ルカ   ：  はじめまして。中国の方ですか? 

 まき   ：  いいえ、日本人です。あなたは、フランス人ですか？ 

 ルカ   ：  はい、私はフランス人です。 

 

 

Exercices 問題 

1. Reliez les drapeaux à la bonne nationalité. 国旗と国籍を線で結んでください。 
 

• je suis japonais(e) 
 

• je suis anglais(e) 
 

• je suis coréen(ne) 
 

• je suis chinois(e) 

 
• je suis français(e) 

 
• je suis américain(e) 

 
• je suis espagnol(e) 

 
• je suis italien(ne)

 
 
2. Mettez les mots suivants à la forme qui convient. 
次の単語を適当な形にしましょう。 

1)  Matteo est ....................................... (italien)  

2)  Yuka est  ....................................... (japonais)  

3)  Pablo est   ....................................... (espagnol)  

4)  Heather est  ....................................... (américain)   

5)  Hélène est  ....................................... (français)  

6) Kim est   ....................................... (coréen) 

7) Tao est   ....................................... (chinois) 
 


