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　この課では、油断すると聞きわけにくいdから始まる小さな語、主にde, du, 

desについて学びます。使用頻度が高いこれらの語は、短くまた軽めに発音され
ることから、うっかりすると聞き逃したり、正しく聞きわけられなかったりします。
エリズィオンや縮約にも気をつけながら、見ていきましょう。

dから始まる小さな語：de, du, des etc.11
Leçon

CDを聴いて空欄に適切な語を入れましょう。Essayons ! CD 32

 1） Le matin, je mange 　　　　 biscottes avec 　　　　 beurre.

 2） Marie ne mange jamais 　　　　 beurre.

 3） Passez 　　　　 bonnes vacances.

 4） Nous avons besoin 　　　　 eux.

 5） Marie est fi ère 　　　　 travail de son fi ls.

 6） Il a l’air 　　　　 comprendre le problème.

 7） Attention ! Vous risquez 　　　　 avoir un accident.

 8） Vous venez 　　　　 Paris ?

 9） Je viens 　　　　 Sénégal.

10） 　　　　 où viennent-ils ? ̶ 　　　　 Éthiopie.

 1） 朝、私はラスク（ビスコット）にバターを塗って食べる。
 2） マリはバターを決して食べない。
 3） よいヴァカンスをお過ごしください。
 4） 我々には彼らが必要だ。
 5） マリは息子の仕事を誇りに思っている。
 6） 彼は問題を理解しているようだ。
 7） 気をつけて！　事故に遭いかねませんよ。
 8） あなたはパリ出身ですか？
 9） 私はセネガル出身です。
10） 彼らはどこの出身ですか？　―エチオピア出身です。

訳Essayons !
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不定冠詞？ 部分冠詞？ それとも否定のde ？
不定冠詞のdes

　de, du, desの中で比較的聞きわけやすいのは [de]［デ］という音のdesでしょう。1）

の最初の空欄に入るのは不定冠詞複数形のdesです。biscotteに複数のsがついて
いることがヒントになります。ただし不定冠詞のdesは形容詞の直前に置かれる
とdeになるという決まりもあります。3）がその例です。
部分冠詞のdu, de la

　1）のもうひとつの空欄には部分冠詞のdu [dy]［デュ］が入ります。名詞の前につ
くのが不定冠詞か部分冠詞かどうかは、話し手が名詞を加算（数えられる）と捉え
るのか、あるいは不加算（数えられない）と捉えるのかによります。biscotteは加
算名詞ですが、beurreは不加算の男性名詞。beurreに部分冠詞のduがつくのは
こうした理由です。女性名詞につく部分冠詞はde la、なおduもde laも母音の前
ではde l’ になります。
否定のde

　直接目的語につく不定冠詞や部分冠詞は、否定文ではdeになります。いわゆる
否定のdeで2）がそれにあたります。du beurre〈部分冠詞＋名詞〉が否定文の中で
de beurre〈否定のde＋名詞〉になったのです。

deはエリズィオンに注意。前置詞deの場合は縮約も!

deを含む成句や複合語を覚える
　4）では「～が必要である」という意味の成句avoir besoin de ... が、また5）では「～
を誇りに思う」という意味のêtre fi er de ... が、6）ではavoir l’air de ... 「～のよう
だ」が用いられています。
母音の前で注意
　4）と10）の空欄の後にはそれぞれ人称代名詞強勢形のeuxと「どこ」という意味の
疑問詞oùが続きます。いずれも母音、しかも日本語を母語とする学習者の耳には［ウ］
と聞こえる音です。de [də], d’eux [dø], d’où [du]は実は異なる音なのですが、違い
が分かりにくいので要注意です。
前置詞de＋定冠詞は縮約する
　5）がduであるのは、deとtravailにつく定冠詞 leが縮約したためです。縮約は

p.47 Essayons !  の解答
1） des, du　2） de　3） de　4） d’　5） du　6） de　7） d’　8） de　9） du　10） D’, D’
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定冠詞 le / lesとの間のみ。de＋ lesはdesになります。

deをとる動詞をチェック
　7）のrisquerのように動詞の中にはdeをとるものがあります。arrêter de＋不
定詞、cesser de＋不定詞、changer de＋無冠詞名詞、douter de＋名詞 /不定詞、
essayer de＋不定詞、profiter de＋名詞 などです。あらかじめ知っていれば、
deやd’を聞き落とすことはないはずです。

都市名や国名の前のdeに注意
　前置詞deは出発点や出身地を表すため、8）、9）、10）のように都市名や国名な
ど地名とともに用いられることがあります。9）のSénégalのような男性名詞の国
名や地方名の前には縮約形のduが、複数名詞の前ではdesが置かれます。注意し
なければならないのは女性名詞の国名や地方名の場合。定冠詞の laや l’が外れ、
de （d’）になるのです。10）がd’Éthiopieなのはこの理由によります。なおこの決
まりが関係するのはdeが出発点や出身地を表すときのみになります。たとえば、
deが「～について」の意味で用いられるNotre professeur nous a parlé de la 

France. 「私たちの先生はフランスについて話してくれた」ではde laのままです。

Paul : 1）  viens-tu Léa ?

Léa : 2）  Bretagne. ＊（la） Bretagne＝ブルターニュ地方

Paul : Tiens ! C’est le pays 3）  galettes au sarrasin. Tu 

connais la recette 4）  la pâte ?

Léa : C’est très facile. Pour dix personnes, il faut 500 grammes 

5）  farine 6）  sarrasin, 150 grammes 7）  

farine 8）  froment, 1,5 litre 9） , 10）  

cuillères à soupe 11）  huile et un peu 12）  sel. 

Ah, j’oubliais les œufs !

Paul : Combien 13）  ?

Léa : 14）  œufs. Tu mélanges tout et la pâte 15）  

galettes est prête !

CDを聴いて空欄に適切な語を入れましょう。Vérifi ons ! CD 33
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CDを聴いて空欄を埋め、文章を完成させましょう。Dictée CD 34

Angers, le 10 septembre 2017.

Ma chère Marie,

　Comment vas-tu ?  ? Tu 

devais , je crois. Tu as 

 pour faire 

 tes cousins américains. Hier,  

plusieurs fois.

　Moi, . Une bonne nouvelle : J’ai enfin 

 grâce aux conseils . Il 

y a , j’ai commencé mes cours 

 à l’université d’Angers.

　 .

　Toutes mes amitiés,

　Yuriko

ヒント  *1：devoir（他動詞）の過去分詞　*2：（人と）知り合いになる」という表現　*3：「たばこをやめ
る」　*4：便りを求める決まった表現

＊1

＊2

＊3

＊4

Vérifi ons !  解答 （訳はp.135）
1） D’où　2） De　3） des　4） de　5） de　6） de　7） de　8） de　9） d’eau　10） deux　11） d’　
12） de　13） d’œufs　14） Deux　15） des

dから始まる小さな語

de

A） 前置詞（エリズィオンする際に注意：d’eux, d’où等）
B）  冠詞①形容詞（複数形）の前の不定冠詞desが変化したもの ②否定のde＝動
詞の直接目的語についた不定冠詞・部分冠詞が変化したもの ③部分冠詞の一
要素de la, de l’

du
A） 前置詞deと定冠詞 leの縮約
B） 冠詞　部分冠詞（男性単数形）

des
A） 前置詞deと定冠詞 lesの縮約
B） 冠詞　不定冠詞（複数形）

deux 数詞（d’eux, d’œufsと同音なので注意！）


