
Dictée de phrases 1 -5 (Script)

1

N° Phrase Traduction
1-1 おはようございます。 Ohayou gozaimasu Bonjour.(le matin)
1-2 こんにちは。 Konnichiwa Bonjour.(le jour)
1-3 こんばんは。 Konbanwa Bonsoir.
1-4 さようなら。 Sayounara Au revoir.
1-5 おやすみなさい。 Oyasuminasai Bonne nuit.
1-6 どうも。 Doumo Merci
1-7 ありがとう ございます。 Arigatou gozaimasu Merci beaucoup.

1-8 すみません。 Sumimasen
Pardon ／ Excusez-moi ／ Je
suis désolé

1-9 はじめまして。 Hajimemashite. Enchanté.

1-10 よろしく おねがいします。 Yoroshiku onegaishimasu.
Merci d’avance. *Utilisé à la
fin de présentation de soi.

2-1 わたしは ジャンです。 Watashi wa Jyan desu. Je m’appelle Jean.
2-2 おしごとは なんですか。 Oshigoto wa nan desuka. Quel est votre travail?
2-3 わたしは がくせいです。 Watashi wa gakusei desu. Je suis étudiant.
2-4 ジャンさんは アメリカじんで

すか。
Jyan san wa amerika-jin desuka? M. Jean, vous êtes américain?

2-5 いいえ、アメリカじん じゃない
です。

Iie, amerika-jin jya nai desu. Non, je ne suis pas Américain.

2-6 わたしは スポーツが すきで
す。

Watashi wa supootsu ga suki desu. J’aime le sport.

2-7 たなかさんは ロックが すきで
すか。

Takana san wa rokku ga suki desuka. M.Tanaka, vous aimez le rock?

2-8 いいえ、あまり すきじゃないで
す。

Iie, amari suki jya nai desu. Non, je n’aime pas très bien.

2-9 にほんは いま なんじですか。 Nihon wa ima nan-ji desuka. À quelle heure est-il au Japon?

2-10 いま ９じです。 Ima 9-ji desu. Il est 9heures maintenant.
2-11 ゆうびんきょくは ごぜん９じ

から ごご５じ までです。
Yuubinkyoku wa gozen 9-ji kara
gogo 5-ji made desu.

La poste est ouverte de 9h du
matin à 5h après-midi.

3-1
わたしは まいあさ ６じに お
きます。

Watashi wa maiaza 6-ji ni okimasu. Je me lève à 6h tous les matins.

3-2
やまださんは なんじに ばんご
はんを たべますか 。

Yamada-san wa nan-ji ni bangohan
wo tabemasuka.

M. Yamada, à quelle heure
prenez-vous le dîner?
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3-3
わたしは まいにち ごご 7 じから
９じまで にほんごを べんきょう
します。

Watashi wa mainichi gogo 7-ji kara
9-ji made nihon-go wo benkyou
shimasu.

J’étudie le japonais tous les
jours de 7h à 9h.

3-4 わたしは おさけを のみません。 Watashi wa osake wo nomimasen. Je ne bois pas d’alcool.
3-5 おおさかに おしろが あります。 Oosaka ni oshiro ga arimasu. Il y a un château à Oaska.

3-6
わたしの まちに ふるい きょう
かいが あります。

Takana san wa rokku ga suki
desuka.

M.Tanaka, vous aimez le
rock?

3-7 この おてらは ゆうめいです。 Kono otera wa yuumei desu.
Ce temple bouddhique est
connu.

3-8
この みずうみは とても きれい
です。

Kono mizuumi wa totemo kirei
desu.

Ce lac est très joli.

3-9
とうきょうは どんな まちです
か。

Toukyou wa donna machi desuka.
Comment est la ville de
Tokyo?

3-10
とうきょうは にぎやかな まちで
す。

Toukyou wa nigiyaka na machi
desu.

Tokyo est une ville annimée.

3-11
わたしの まちは おおきい まち
じゃないです。

Watashi no machi wa ookii machi
jya nai desu.

Ma ville n’est pas une grande
ville.

4-1 きょねん にほんに きました。 Kyonen nihon ni kimashita.
Je suis venu au Japon l’année
dernier.

4-2 きのう テレビを みましたか。 Kinou terebi wo mimashitaka.
Vous avez regardé la télé
hier?

4-3 いいえ、みませんでした。 Iie, mimasen deshita. Non, je ne l’ai pas regardée.

4-4 きのう なにを しましたか。 Kinou nani wo shimashitaka.
Qu’est-ce que vous avez fait
hier?

4-5
わたしは ともだちと うみに い
きました。

Watashi wa tomodachi to umi ni
ikimashita.

Je suis allé à la mer avec mon
ami.

4-6
しゅうまつ どこに いきました
か。

Shuumatsu doko ni ikimashitaka.
Où est-ce que vous êtes allé le
dernier week-end?

4-7
わたしは うちで ゆっくりしまし
た。

Watashi wa uchi de yukkuri
shimashita.

Je me suis reposé à la maison.

4-8
まいとし いちがつに とうきょう
で マラソンたいかいが ありま
す。

Maitochi ichi-gatsu ni toukyou de
marason-taikai ga arimasu.

La compétition du marathon
a lieu à Tokyo en janvier
chaque année.

4-9
まいとし じゅうにがつに ほっ
かいどうに スキーを しに いき
ます。

Maitoshi jyuuni-gatsu ni
Hokkaidou ni sukii wo shi ni
ikimasu.

Je vais faire du ski à
Hokkaidou en décembre
chaque année.

4-10
ごがつ よっかに サッカーの し
あいが あります。

Go-gatsu yokka ni sakkaa no shiai
ga arimasu.

Le match de foot aura lieu le
quatre mai.
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4-11 いっしょに みに いきませんか。 Issho ni mi ni ikimasenka. Si on allait le voir ensemble?
4-12 いいですね。いきましょう。 Ii desune. ikimashou. C’est bien. Allons-y

4-13
すみません。そのひは ちょっと
…。

Sumimasen. Sono hi wa chotto…
Je suis désolé. Ce jour-là ne
me convient pas…

5-1 きのうは いそがしかったです。 Kinou wa isogashikatta desu. J’étais occupé hier.

5-2
にちようびの パーティーは にぎ
やかでした。

Nichi-youbi no paatii wa nigiyaka
deshita.

La fête de dimanche était très
animée.

5-3 えいがは どうでしたか。 Eiga wa dou deshitaka. Comment était le film?
5-4 とても よかったです。 Totemo yokatta desu. C’était très bien.

5-5
あまり おもしろく なかったで
す。

Amari omoshiroku nakatta desu. Ce n’était pas très intéressant.

5-6
せんしゅうの やすみに どこに
いきましたか。

Senshuu no yasumi ni doko ni
ikimashitaka.

Où êtes-vous allé le jour férié
de la semaine dernière?

5-7
どこにも いきませんでした。うち
に いました。

Dokonimo ikimasen deshita. Uchi
ni imashita.

Je ne suis allé nulle part. Je
suis resté à la maison.

5-8
わたしは デパートに いきまし
た。でも、なにも かいませんでし
た。

Watashi wa depaato ni ikimashita.
Demo, nanimo kaimasendeshita.

Je suis allé au grand magasin.
Mais, Je n’ai rien acheté.

5-9
わたしは ひまじゃなかったです。
しごとが たくさん ありました。

Watashi wa hima jya nakatta desu.
Shigoto ga takusan arimashita.

Je n’étais pas libre. J’ai eu
beaucoup de travail.

5-10 そうですか。たいへんでしたね。 Soudesuka. Taihen deshitane. A bon. Vous étiez courageux.


