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N° Phrase Traduction

6-1
すみません。メニュー、おねがい
します。

Sumimasen. Menuu,
onegaishimasu.

Excusez-moi. La carte, s’il vous
plaît.

6-2
ラーメンと ビール、おねがいし
ます。

Raamen to biiru, onegaishimasu.
Un ramen et une bière, s’il vous
plaît.

6-3
チーズケーキを ひとつと コー
ヒーを ふたつ おねがいしま
す。

Chiizukeeki wo hitotsu to koohii
wo futatsu onegaishimasu.

Un gâteu au fromage et deux
café, s’il vous plaît.

6-4
いらっしゃいませ。なんめいさ
まですか。

Irasshaimase. Nanmei sama
desuka.

Bienvenu (à notre restaurant).
Vous êtes combien?

6-5
ふたりです。きんえんせき、おね
がいします。

Futari desu. Kinen-seki,
onegaishimasu.

On est deux. La place pour non-
fumeur, s’il vous plaît.

6-6 その シャツは いくらですか。 Sono shatsu wa ikura desuka. C’est combien, cette chemise?
6-7 これは 3,600えんです。 Kore wa 3,600 en desu. Ça coûte 3,600yen.

6-8
じゃ、これを ください。カード
で おねがいします。

Jya, kore wo kudasai. Kaado de
onegaishimasu.

Alors, je vais le prendre. Par
carte, s’il vous plaît.

6-9 あの くつを みせてください。 Ano kutsu wo misete kudasai.
Est-ce que vous pouvez montrer
ces chaussette?

6-10
もうすこし おおきいのは あり
ますか。

Mousukoshi ookii no wa
arimasuka.

Est-ce que vous en avez un peu
plus grandes?

7-1
がっこうまで どうやって いき
ますか。

Gakkou made douyatte
ikimasuka.

Comment aller à l’école?

7-2
がっこうまで じてんしゃで い
きます。

Gakkou made jitensha de
ikimasu.

Je vais à l’école en vélo.

7-3 わたしは あるいて いきます。 Watashi wa aruite ikimasu. Je vais à pied.

7-4
びょういんまで くるまで どの
ぐらい ですか。

Byouin made kuruma de
donogurai desuka.

Combien de temps faut-il à
l’hôpital en voiture.

7-5 にじゅっぷんぐらいです。
Nijyu-ppun gurai desu.Il faut
environ vingt minutes.

7-6 しぶやまで おねがいします。 Shibuya made onegaishimasu. Vers Shibuya, s’il vous plaît.

7-7
このとおりを まっすぐ おねが
いします。

Kono toori wo massugu
onegaishimasu.

Suivez cette rue tout droit, s’il
vous plaît.

7-8
あのしんごうを みぎに おねが
いします。

Ano shingou wo migi ni
onegaishimasu.

Tournez à droite à ce feu, s’il
vous plaît.

7-9
つぎの かどを ひだりに おね
がいします。

Tsugi no kado wo hidari ni
onegaishimasu.

Tournez à gauche au prochain
coin, s’il vous plaît.

7-10 そこで とめて ください。 Soko de tomete kudasai. Je descends là.（lit. Arrêtez là.）
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8-1
A：かぞくは なんにんですか。
B：４にんです。りょうしんと あねが ひとり
います。

A：Combien êtes-vous dans votre famile?
B：On est quatre. J’ai des parents et une grande sœur.

8-2
A：やまださんは きょうだいが いますか。
B：はい。おとうとが ふたり います。

A : M.Yamada, avez-vous des frères et des sœurs?
B : Oui. J’ai deux petits frères.

8-3
A：たなかさんは かぞくと すんでいますか。
B：いいえ。ひとりで すんでいます。

A : M.Tanaka, habitez-vous avec votre famille?
B : Non. J’habite tout seul.

8-4

A：すずきさんの おにいさんは なにを して
いますか。
B：あには でんしゃの かいしゃで はたらい
ています。

A : M.Suzuki, qu’est-ce que votre grand frère fait dans
la vie?
B : Il travaille dans une société ferroviaire.

8-5
A：いもうとさんも はたらいていますか。
B：いいえ。いもうとは はたらいていません。
がくせいです。

A : Est-ce que votre petite sœur travaille aussi ?
B : Non. Elle est sans profession. Elle est étudiante.

8-6
A：すずきさんは けっこんしていますか。
B：いいえ。けっこんしていません。どくしん
です。

A : M. Suzuki. Êtes-vous marié ?
B : Non. Je ne suis pas marié. Je suis célibataire.

8-7 わたしの しゅみは えいがを みることです。 Mon passe-temps est de regarder le film.

8-8
わたしの しゅみは しゃしんを とることと
えを かくことです。

Mon passe-temps est de prendre des photos et de
dessiner.

8-9
わたしの いちばんの しゅみは きってを あ
つめることです。

Mon passe-temps préféré est de collectionner des
timbres-postes.

8-10
A：やまださんの しゅみは なんですか。
B：りょうりを することです。

A : M. Yamada, quel est votre passe-temps ?
B : Mon passe-temps est de faire la cuisine.

9-1

9A：がくせいのとき、アルバイトを しました
か。
B：いいえ。べんきょうが いそがしかったです
から。

A : Avez-vous eu un job quand vous étiez étudiant ?
B : Non, parce que j’étais occupé à mes études.

9-2
A：いつ にほんに きましたか。
B：２５さいの とき、きました。

A : Quand êtes-vous venu au Japon ?
B : J’y suis venu quand j’avais 25ans.

9-3
A：やまださんは よく りょこうを しますか。
B：わかいとき、よく しました。でも、いまは
あまり しません。

A : M. Yamada, faites-vous souvent le voyage ?
B : Je l’ai fait souvent quand j’étais jeune. Mais, je ne le
fais pas maintenant.

9-4 にほんは ７がつごろ なつに なります。 Au Japon, l’été arrive vers le mois juillet.
9-5 なつは とても あつく なります。 Le temps tourne au très chaud en été.
9-6 ９がつごろ あきに なります。 L’automne arrive vers le mois septembre.
9-7 だんだん すずしく なります。 Le temps tourne au frais petit à petit.
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9-8
１１がつごろ やまの もみじが あかく なり
ます。

Les feuilles des érables dans la montagne deviennent
rouges vers le mois novembre.

9-9
A：どの きせつが いちばん すきですか。
B：はるが いちばん すきです。さくらの きせ
つですから。

A : Quelle saison aimez-vous le plus ?
B : J’aime le plus l’automne, parce que c’est la saison
des cerisiers.

9-10
A：どの きせつが いちばん すきですか。
B：ふゆが いちばん すきです。スキーが で
きますから。

A : Quelle saison aimez-vous le plus ?
B : J’aime le plus l’hiver, parce que je peux skier.

10-1 10きのう とうきょうは はれでした。 Il faisait beau à Tokyo hier.

10-2
きのう おおさかは あめでした。でも、さむく
なかったです。

Il pleuvait à Osaka hier. Mais, il ne faisait pas froid.

10-3
けさは くもりでした。でも、ごごから いいて
んきに なりました。

Il faisait gris ce matin. Mais, il a commencé à faire beau
en début d’après-midi.

10-4
きょねんの ふゆは あまり ゆきが ふりませ
んでした。

Il n’a pas beaucoup neigé l’hiver dernier.

10-5
A：とうきょうの てんきは いま どうですか。
B：いま くもっています。ちょっと さむいで
す。

A : Comment est le temps à Tokyo ?
B : Il fait gris en ce moment et un peu froid.

10-6
A：おおさかの てんきは いま どうですか。
B：こっちは あさから よく はれています。

A : Comment est le temps de Osaka ?
B : Ici, il fait très beau depuis ce matin.

10-7
A：きのうの たいふうは たいへんでしたね。
B：ええ。かぜが つよかったですね。

A : Le typhon d’hier était terrible.
B : Oui. Le vent était fort.

10-8
A：みてください。ほしが たくさん でていま
すよ。
B：とても きれいですね。

A : Regardez. Il y a beaucoup d’étoiles dans le ciel.
B : Elles sont très jolies.

10-9
A：まだ ゆきが ふっていますか。
B：いいえ。もう やんでいます。

A : Est-ce qu’il neige encore ?
B : Non. Il ne neige plus déjà.


