第二外国語フランス語履修者向け

文法ワンポイントレッスン（田中 善英）

§3. フランス語の冠詞
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定冠詞
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不定冠詞
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部分冠詞
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複
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❶ 定冠詞：相手にとって特定と思われるもの（ひと）を表す名詞の前で
(15) Un homme et une femme arrivent.

Je regarde la femme.

男女がやってきて、私は女性を見る。

(16) Monsieur Tanaka ouvre la porte.

田中氏はドアを開ける。

(17) La Terre tourne.

地球は回っている。

(18) Nous aimons le café.

私たちはコーヒーが好きだ。

❷ 不定冠詞：相手にとってまだ特定できていないと思われるもの（ひと）を表す名詞の前で
(19) Il y a un oiseau dans le jardin.

庭に鳥（１羽）がいる。

(20) Il y a des oiseaux dans le jardin.

庭に鳥（２羽以上）がいる。

※ -eu, -eau で終わる名詞の複数形は、原則として -eux, -eaux になる。

❸ 部分冠詞：相手にとってまだ特定できていないと思われる数えにくいものを表す名詞の前で
(21) Il y a du café dans la tasse.

カップにコーヒーが入っている。

(22) Il y a de l'eau dans la tasse.

カップに水が入っている。

(23) Elle a du courage et de la patience.

彼女には勇気と忍耐力がある。

❹ 冠詞による区別
(24) Il y a un bœuf.

牛が（一頭）いる。

(25) Il mange du bœuf.

彼は牛肉を食べている。

(26) Paul aime le poisson.
& Exercice 3
□31. Je veux (
[m] et (
□32. Ils aiment (

Marie aime les poissons.

カッコ内に適切な冠詞を入れなさい。
) vin [m], (
) pain [m].

) viande [f], (

) oranges [f], (

ワイン、肉、オレンジ、チーズとパンが欲しい。

) chiens [m] et (

) chats [m].

彼らは犬と猫が好きだ。

) fromage
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❺ 否定文での冠詞
直接目的語についている不定冠詞・部分冠詞は、原則として否定文で de に変わる。
★文の構成要素 フランス語の文は主に以下の要素から成り立っている：主語（S）、動詞（V）、直
接目的補語（直接目的語→直目 OD）、間接目的補語（間接目的語→間目 OI）、属辞（属詞 A）、状
況補語（C）
直目：動詞の後に前置詞なしで置かれている名詞
(27) Nous aimons le café. (S-V-OD)
間目：動詞の後に前置詞（多く à）を挟んで置かれている名詞
(28) Nous parlons à Marie. (S-V-OI) 私たちは、マリーに話している。
属辞（属詞）：主語や直目の性質を表す名詞・形容詞
(29) Il est japonais. (S-V-A)
(30) Elle

est

japonaise. (S-V-A)

(31) Il

trouve

Marie

(32) Nous

avons

un chien. (S-V-OD)

(33) Ils

ont

(34) Ils

aiment

(35) C'est

jolie. (S-V-OD-A)

du jus. (S-V-OD)

le jus. (S-V-OD)

du jus. (S-V-A)

& Exercice 4

彼は、マリーをかわいいと思う。

→

Nous n'avons pas de chien.

→

Ils n'ont pas de jus.

→

Ils n'aiment pas le jus.

→

Ce n'est pas du jus.

肯定文は否定文に、否定文は肯定文にしなさい。

□33. Nous avons une voiture dans le garage.

□34. C'est une voiture de Paul.

□35. Paul aime le fromage.

J'aime la voiture de Paul.

Il mange du fromage.

þ corrigés
□33. Nous n'avons pas de voiture dans le garage : 私たちは駐車場に中に車を持っていない。voiture は
avons から見て直接目的語で、不定冠詞がついているので、否定文で de。
□34. Ce n'est pas une voiture de Paul. Je n'aime pas la voiture de Paul : これは、ポールの車ではない。
私はポールの車が好きではない。１つ目の voiture は est = être の後なので直接目的語ではなく属辞（属詞）。
冠詞は変わらない。２つ目の voiture は直接目的語だが、定冠詞は否定文でも変わらない。
□35. Paul n'aime pas le fromage. Il ne mange pas de fromage : ポールはチーズが好きではない。彼は
チーズを食べない。 定冠詞は不変。２つ目の fromage は直接目的語で部分冠詞がついているので de に。

