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    冠詞 ❶ 不定冠詞・定冠詞          le   /         /20 

  冠詞には不定冠詞と定冠詞と部分冠詞があり、冠詞は名詞の性・数に応じて変化します。 
 大まかな比較でいうと、不定冠詞は英語の a, 定冠詞は the に相当し、部分冠詞は英語にはありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 不定冠詞 Article indéfini 
  名詞が初めて話題になる場合に使われ、名詞の性・数を示します。 
  単数  複数 

  un stylo des stylos ペン 

  un livre  des livres 本 
  une table  des tables 机 
  une cuillère des cuillères スプーン 

 

● 定冠詞  Article défini  
  名詞が特定の物として示される場合、また一般的に「〜というものは」と 

  いう場合に使われます。 

  単数 複数                                                              

   le cahier  les cahiers   ノート 
   le dictionnaire les dictionnaires  辞書 

   la clé  les clés   鍵 
   la voiture  les voitures  車 

 ＊一つしか存在しないものは常に定冠詞がつきます。 

   le soleil 
   la lune 
   la Tour Eiffel, le musée d’Orsay 
   国の名前：la France, le Japon, les États-Unis, … 

   用 例: 

   J’aime le fromage. チーズが好きです。 
 Il aime la France.  彼はフランスが好きです。 

 Vous aimez le vin ? ワインは好きですか？ 
  - Oui, j’aime le vin.  - はい、ワインが好きです。 
  Vous aimez les chats ?        猫が好きですか？ 
   - Oui, j’adore＊les chats.    - はい、猫が大好きです。 

＊adorer：〜が大好き 

 不定冠詞 定冠詞 

 男性 女性 男性 女性 

単 数 un une le la 

複 数 des les 
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 Aimer「…が好き」は総称として表すので定冠詞です。数えられるものの場合（動物など）は、複数

 が一般的です。 
   J’aime les bœufs. 牛が好きです。 

   J’aime le bœuf. 牛肉が好きです。の違いが出ます。 

 猫を食べる人はいないので、J’aime le chat でも誤解はされないと思いますが、複数形で J’aime 
 les chats と言えば誤解は生じません。 
 【定冠詞と不定冠詞の違い】 

        Qu’est-ce que c’est ?                これは何ですか？ 
     - C’est une*clé.  C’est la* clé de Pascal.    –これは鍵です。パスカルの鍵です。 

    *一般的に、物の名称として不定冠詞を付ける。 
    *パスカルの鍵と特定するときは定冠詞を付ける。 

   Je vois un chat dans le jardin.    庭に猫がいるのが見えます。 
   Ah, c’est le chat de notre voisin.   ああ、あれは隣の家の猫ですよ。 
   Je vais voir un concert de piano ce soir.  今晩ピアノのコンサートへ行きます。 
   C’est bien. Vous aimez la musique classique ?  いいですね。クラシックが好きですか。 
     Oui, J’aime le rock, mais j’aime aussi la musique classique.  

         はい、ロックが好きですけど、クラシックも好きです。 

 【定冠詞の縮約に注意】 
 
 
 
 
 〜へ行く aller à …..  Je vais au parc. 
       Je vais à la piscine. 
       Je vais à l’école. 
        Je vais aux États-Unis. 

   Exercice        に正しい冠詞 (un/une/des または le/la/les) を入れてください。 

 1. Qu’est-ce que c’est ? 
   - C’est         parc. C’est         parc Shinjukugyoen. 

 2. Qu’et-ce que c’est ? 

  - C’est         chat. C’est          chat de Paul＊.  ＊de Paul：Paul の 

 3. C’est          stylo. 

  4. J’aime         vin. 

  5. Ce sont          raquettes de Philippe＊.  ＊de Philippe：Philippe の 
  6. C’est          livre. 
  7. C’est          livre de Pascal. 

singulier (m) 男性・単数 à + le au 

singulier (f) 女性・単数 à + 母音で始まる語 à l’ 

pluriel 複数 à + les aux 


