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本日の
講義内容

① 音楽 « Votez pour moi » 

読解・文法説明

➁ 仏語圏アフリカの社会・文化

（アフリカの都市化について）

④ 聞き取り練習(音声メディア)

ニュース報道聞き取り



歌詞読解
« Votez Pour moi ! »

｢俺に清き一票を ！｣

Serge Bambara (Smockey)

ヒップホップアーティスト。1971年ブ

ルキナファソ人の父とフランス人の

母の元に生まれる。2006年にブル

キナファソのKundéグランプリでベス

トアーティストに選出される。

2013年にはブレース・コンパオレ前

大統領に反対する市民運動｢市民

の箒(balai citoyen)｣の創始者の一人

として、政治運動、政権交代に貢献

した。



実体験に基づく。
歌で仏語力を上げる方法4段階 ♪ ♪ ♪ ♪

♪ 自分が好きな歌、ジャンルを選ぶ (これが一番大事です)

♪ ♪ はじめは文法にそこまで気をとられず繰り返し聴いて歌詞を丸暗記

(言い回し・表現・単語・文章をその構成要素ごと全てインプット)

♪ ♪ ♪ 繰り返し歌って発音力と滑舌(articulation)を良くする。

→ 何も見なくても歌詞が出てくる。

♪ ♪ ♪ ♪ 文法を理解する。応用練習で単語、表現、言い回しを使う。



重要表現 ①

Bien que ce soit la période des vaches maigres, Je ne vous mangerai pas.

痩せた牛病の時期ですが、あなたたちを食べたりしないよ。

Bien que… = …であるのに、にもかかわらず ＋接続法

(省略されることもある)

Soit ＝ être の接続法現在３人称単数

接続法とは？ ある事項を述べるのに、事実としてではなく、予想、願望、仮定など

話しての心の中で考えられたことととして述べるとき使う。

Ex1. Je veux que tu sois plus gentil! 

Ex2. Je ne pense pas que ça soit une bonne solution…



BIEN QUE + 接続法 を使ってみましょう。

• テスト期間であるのにもかかわらず、彼はサッカーを観ている。

• 疲れているのにもかかわらず、彼女は眠れなかった。

• この本は面白くない(であろう)にも関わらず、私はそれを全部読まなくてはならない。

• (être 以外の動詞でももちろんこの文型は使えます)

→ 彼らが来ないのにもかかわらず、私の母は夕飯を準備した。

Être の接続法活用

Je sois                   Nous soyons

Tu sois                   Vous soyez

Il/ elle soit            Ils/Elles soient



答え RÉPONSES

• Bien qu’il soit le période d’examen, il regarde le foot. 

• Bien qu’elle soit fatiguée, elle ne pouvait pas dormir (elle n’a pas pu dormir) . 

• Bien que ce livre ne soit pas intéressant, je dois le lire. 

• Bien qu’ils ne viennent pas, ma mère a préparé le dîner.



重要表現 ②

Même si c’était du bluff. それがはったりだったとしても・・・

Meme si ＋ 現在形もしくは半過去… ～だったとしても

(動詞の活用系は、時と推測の度合いによる。)

Si ＝仮定、条件をあらわす接続詞

- Même si tu ne viens pas, je vais seul.  

- Même s’il était méchant, je l’aiderai  toujours. 

- Même si ton frère était fâché, il n’a pas du dire ça à son ami!

(このduにも注意。原型はdevoir=しなくてはならないのp.p.過去分詞)



MEME SI ～だったとしてもを使ってみましょう。

• つらくても、耐えるんだ(絶えなくてはならない)！

• この映画は長くても、私は最後まで見る。

• 病気だったとしても、彼は学校に来る。

• それはあなたの問題ではなかったとしても、あなたは彼に話をするんでしょう

(未来形)。

• もし彼が私自身の弟だったとしても、私は彼をゆるさないだろう(未来形)。

(許す＝pardonner)



答え RÉPONSES

• Même si c’est dur (difficile),  il faut supporter!

• Même si ce film est long, je regarde jusqu’à la fin.

• Même s’il est malade, il vient à l’école.

• Même si ce n’est pas ton problème, tu lui parleras.

• Même s’il était mon propre frère, je ne le pardonnerai pas. 



重要表現 ③ EN (代名詞)の使い方

En = 副詞的代名詞・中世代名詞 (de +名詞、代名詞、動詞不定形、節)の代わりをする。もの、事柄、時には人
を受ける。

Mais je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, tout le temps.

全員をいつも幸せにすることはできない。

Alors, profitez-en pendant qu'il est encore temps.

だからまだいい時期なうちにそれを利用して。

Le choix des billets propres n'est pas le plus judicieux.

きれいなお金(お札)なんて選択が最も賢明ってわけじゃない。

J'en ai vu de très sales qui étaient si nombreux.

私は、汚くて、たくさんのそれを見た。

助詞のen↓と区別しよう。

Vous croyez en Dieu, eh bien moi aussi.

あなたたちは神を信じるか？俺もだ。



今日のテーマ アフリカ都市化について
URBANISATION IN AFRICA BY SOMES FIGURES

• The annual urbanisation rate in Africa: 5 - 7%

• Urbanisation speed: x 2 faster than world population

• Today, 400 million(000,000) Africans live in urban area : 40%

• In 2050, 60 % will be in the cities

• Can the metropolis respond to such rise of city population? (housing, 

environmental protection, balances between consumption and 

production, urban transport etc)



四都市比較
東京 2,194 KM2 1３００万人

Accra

Dakar

Abidjan

Nairobi

都市名

面積 人口 人口密度

市内 圏/州 市内 圏/州 圏/州

ダカール 83 km2 570 km2 107万人 325万人 12 510人

/km2

アビジャ

ン

422 km2  2000 km2  600万人 11 155人

/km2

アクラ 185 km2 3 245

km²

230万人 440万人 13 100人

/km2



(1) DAKAR  



地区同士の経済格差



ダカールの移動手段

« Car rapides »

« Ndiaga Ndiaye »

Minibus

« Taxi jaune et noir »

« Taxi clandos »

Taxi



Bus de Dakar Dem Dikk

TATA bus

Private car

Petit train de banlieue



Greater Dakar

Dakar Rufisque

Thies

Nbour

60KM

25KM

80KM

New Airport

Development of surberbs and New city center (Thies) 

郊外との行き来

New City train 

project

& New highway



新しい高速電車計画

Blaise Diagne International Airport

Has opened in 2017 

City train between Thies and 

diamniadio & Dakar is under construction



(2) ABIDJAN



アビジャンを構成する地区





地区や社会階層による圧倒的な経済格差



アビジャンの交通手段

Express bus (Sotra)

GbakaMonbus and Marchébus (Sotra)

Municipal and inter-municipal woro-woro



Pinasse

Motorbike taxi

Monbato



(3) ACCRA



ACCRA
Inequality between different areas



ECONOMIC INEQUILITY ACCORDING TO 
AREAS

High income

Middle class

Low income 1

Low income 2



アクラの交通手段

The BRT’s dedicated street & Buses

Dropping and shared taxis

Tro-tro



Hurry car

Motorcycle taxi

Train



郊外との行き来

Madina

Kassoa

Ashaiman

17KM

35 KM

27 KM



(4) NAIROBI



NAIROBI Different areas and inequality



ナイロビの移動手段

Mega Mass Transit Bus 

Matatsu

On foot



Taxi and shared taxi

Boda Boda

Train



郊外との行き来

The population in Nairobi is much 

higher at daytime than at night. 

Many people from neighbour

districts like Thika, Kiambu, 

Muranga, Kajiado and Machakos

come to the CBD on a daily bases.

all types of vehicles must 

cross the CBD in order to 

go to other side of the 

city.



都市の抱える大きな問題点

• 首都圏への交通の集中 …都市の経済と政治の中心が都心に全て集中している

ことにより、通勤のための幹線道路に毎日定時に移動が集中することによって起

こる申告な渋滞問題

• インフォーマル交通への依存 …インフォーマルな公共交通の車体の老朽化や、ド

ライバーの運転の未熟さも事故を招き、安全性の問題や渋滞の原因になる。これ

に対し政府の公式部門での公共交通増加の試みは、少しずつ利用を増やしてい

るダカールの一部を除いては期待通りの成果を上げていない。

✓大型バスや鉄道の路線が一般市民の必要としているルートを網羅できていない

✓時刻表がなく待ち時間が不確定、立たっまま車内で長時間待たなくてはならない

• 都市全体および各地区における社会、経済格差によるモビリティへのアクセスへ

の不平等



セネガルに開通予
定の高速電車

ニュース聞き取り


