
正誤表 

 

『アクティブに学ぶフランス語文法』（2019 年 11 月発行）において下記の誤植がございま

した。お詫びして訂正させていただきます。 

アルマ出版 

 

ページ 誤 正 

8 II. 母音の発音 

A 母音字の組み合わせとその発音 

eu, oeu [oe] / [ø] ：euro, deux,  

II. 母音の発音 

A 母音字の組み合わせとその発音 

eu,œ u [oe] / [ø] ：euro, deux, 

11 

 

III. フランス語の挨拶 

A bientôt ! またね！ 

III. フランス語の挨拶 

À bientôt ! またね！ 

19 III. avoir を使った動詞句 

私は 80 歳だ。 

III. avoir を使った動詞句 

私は 20 歳だ。 

36 II. 名詞・品質形容詞の特殊な複数形 

lieu → lieux 

II. 名詞・品質形容詞の特殊な複数形 

lieu → lieux 削除 

43 EXERCICE 

C 正しい文となるようにつなぎな

さい。 

EXERCICE 

C 正しい文となるようにつなぎな

さい。（複数回答あり） 

61 強勢形人称代名詞 

6. Et , vous allez à mer ? 

強勢形人称代名詞 

6. Et , vous allez à la mer ? 

62 de（～から） 

de（無冠詞） 

de（～から） 

d’（無冠詞） 

79 不規則な過去分詞 

naître （生む） né 

不規則な過去分詞 

naître （生まれる） né 

82 複合過去（助動詞 être） 

移動を意味する自動詞 

naître（生む） 

複合過去（助動詞 être） 

移動を意味する自動詞 

naître（生まれる） 

96 III. 直接・間接目的補語人称代名詞を

用いた否定文 

それを見ません。 

III. 直接・間接目的補語人称代名詞を

用いた否定文 

彼を／それを見ません。 



102 関係代名詞 où 

例： J’aime l’endroit où j’habite 

関係代名詞 où 

例： J’aime l’endroit où j’habite   

私は自分の住んでいる場所が好きで

す。 

105 I. 単純未来の作り方 

例： penser [pɑ̃se]  ←→  je 

penserai [pɑ̃sərɛ] 

I. 単純未来の作り方 

例： penser [pɑ̃se]  ←→  je 

penserai [pɑ̃səre] 

107 B 表を完成させなさい。 

語幹 

B 表を完成させなさい。 

未来語幹 

115 I. 中性代名詞 y 

（「à, dans, en など + 場所を表す名

詞」）は、 

I. 中性代名詞 y 

（「前置詞 à, dans, en など + 場所を

表す名詞」）は、 

119 接続法現在の作り方 

（直説法現在形の３人称複数形の語

幹） 

接続法現在の作り方 

（直説法現在形の３人称複数形の語

幹） 

119 例外２：語幹が不規則な重要動詞 

接続法 

例外２：語幹が不規則な重要動詞 

接続法語幹 

127 比較級 

A 2. 2.René : 80 kg / Jean : 80 kg / 

[ lourd ] 

比較級 

A 2. 2.René : 80 kg / Jean : 80 kg / 

[ lourd ] 

133 代名動詞の否定形 

例 : Je me réveille (se réveiller) tôt le 

matin. 

代名動詞の否定形 

例 : Je       (se réveiller) tôt 

le matin. 

135 まとめの問題 

複合過去にして書き換えなさい。 

Manon et Sophie se réveillent à 7 

heures. Elles s’habillent et se 

maquillent. Elles prennent leur petit 

déjeuner. Quand elles arrivent au 

travail, elle voient leur chef. Elles 

restent au bureau jusqu’à 5 heures. 

Après, elles font des courses et 

dînent chez elles. Elles se reposent. 

Elles ne se couchent pas trop tard. 

まとめの問題 

複合過去にして書き換えなさい。 

Manon et Sophie se réveillent à 7 

heures. Elles s’habillent et se 

maquillent. Elles prennent leur petit 

déjeuner. Quand elles arrivent au 

travail, elles voient leur chef. Elles 

restent au bureau jusqu’à 5 heures. 

Après, elles font des courses et 

dînent chez elles. Elles se reposent. 

Elles ne se couchent pas trop tard. 



139 A 例にならって、次の文章を、関係

代名詞を使わずに２つの文章に分解

しなさい。 

… 

B  関 係 代 名 詞  qui ま た は  que 

(qu’) のうち正しい方を空欄に入れ

なさい。 

B 例にならって、次の文章を、関係

代名詞を使わずに２つの文章に分解

しなさい。 

… 

C  関 係 代 名 詞  qui ま た は  que 

(qu’) のうち正しい方を空欄に入れ

なさい。 

142 接続法現在 

 Aller voir un bon film. 

接続法現在 

 Allez voir un bon film. 

 


