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Elémentaire Leçon10-2 （初級 10-2） 

Elle est la plus grande de tes sœurs .                   

（彼女は姉妹の中で一番背が高い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的） 

・【形容詞の使い方】について学習します。 

・単語学習では、【容姿に関する表現】について学習 

 します。 
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Partie 1 ～ La conversation（会話） ～ 

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 10 (初級 10、会話の復習) 

 

 

 

 

 

Suzanne： ★1 Est-ce qu’elle est la plus jeune de tes sœurs? 

Maiko： ★2 Non, elle est la plus âgée. 

Carole： ★3 Ta plus jeune sœur est la plus grande de tes sœurs.  

Maiko： ★4 C’est pourquoi on les confond souvent. 

Suzanne： ★5 Ton père a l’air très gentil. 

Maiko： ★6 Oui, 

  il est indulgent envers nous, surtout avec ma plus jeune sœur. 

 

 

Suzanne： 彼女が姉妹の中で一番年下ですか？ 

Maiko： いいえ、彼女は、この子より年上よ。 

Carole： 一番下の妹は、姉妹の中で一番背が高いのね。 

Maiko： なので、彼女たちは良く間違われます。 

Suzanne： お父さんとっても優しそうね。 

Maiko： ええ、父は私たちに甘いんです、特に一番下の妹には。 

 

 

 

 

 

 

講師が「★1（lisez étoile un）」などと指示を出しますので、まずは自分で読んでみましょう。その後、

講師が正しい読み方で発音しますので、真似してください。 

（先に講師が読む場合があります。その場合は、講師の発音をしっかり聞き、リピートしましょう。） 
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Partie2 ～ Grammaire（文法） ～ 

【形容詞の使い方】について学習します。 

文法に関する説明は、事前に読んで学習し理解しておきましょう。 

 

 

 

 

形容詞 (L'adjectif qualificatif) 

形容詞は以下の 3つの使い方があります。 

修飾する語の性数により形が変わります。性数変化の原則については名詞と同様です。（入門 5参照） 

1、付加形容詞  

名詞を修飾する形容詞です。細かい用法についてここで学習します。 

★7 Elle a un visage heureux.（彼女は幸せそうな顔をしている。） 

2、属詞形容詞  

主語や直接目的語を、動詞（主に être）を介して修飾する形容詞です。 

★8 Elle est heureuse.（彼女は幸せである。） 

3、同格形容詞  

カンマで分離し、行為の状況を説明する形容詞です。 

★9 La femme, méchante, a giflé sa fille.（その女性は、意地悪で、娘を平手打ちした。） 

付加形容詞の位置 

名詞を修飾する形容詞は付加形容詞と呼ばれますが、原則 

（冠詞）+ 名詞 ＋ 形容詞 

この順になります。 

二語以上の形容詞を併用する場合は etでつなぎます。 

ここでは例外的に【(冠詞)+形容詞+名詞】の語順になる場合を学習します。 

名詞の前にくる形容詞～短い形容詞～ 

原則、以下の形容詞のように短い形容詞は名詞の前に置かれます。 

（ここでは男性形のみ記載していますが、修飾する語の性・数により、変化します。） 

★10 bon（よい）、★11 beau（美しい）、 ★12 joli（きれいな）、★13 grand（大きい）、★14 petit（小さい）、 

★15 jeune（若い）、★16 nouveau（新しい）、★17 vieux（古い）、★18 vaste（大きな）、★19 gros（太った）、

★20 haut（高い）、★21 long（長い）、★22 mauvais（悪い） 

★23例：Elle a trouvé les bons ingrédients pour la quiche. 

（彼女はキッシュを作るためのいい材料を見つけた。） 

★24例：Elle a une bonne recette de gâteau chocolat.  

（彼女はガトーショコラをおいしく作れるいいレシピを持っている。） 

◆前に置かれる形容詞を２語以上併用する場合は、名詞の後ろに置くことも可能です。 

例：★25 Elle est une jolie et jeune femme. = ★26 Elle est une femme jolie et jeune.  

（彼女はきれいで若い女性です。） 

 

講師が「★7 (lisez, étoile,sept))」などと指示を出しますので、まずは自分で読んでみましょう。 

その後、講師が正しい読み方で発音しますので、真似してください。 
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置かれる場所により意味の異なる形容詞 

名詞の前に置かれる場合と、後に置かれる場合で意味の異なる形容詞があります。代表的なものを挙げて

おきます。 

形容詞 名詞の後に置かれる場合 名詞の前に置かれる場合 

bon 

             

善良な医者  名医   

★27 un médecin bon ★28 un bon médecin 

brave 

             

勇敢な人 お人よし 

★29 un homme brave ★30 un brave homme 

certain 

             

確実な情報 ある情報 

★31 des renseignements 

certains 

★32 de certains renseignements 

dernière 

             

昨年 最後の年 

★33 l’année dernière ★34 la dernière année 

grand 

             

背の高い人 偉大な人 

★35 un homme grand ★36 un grand homme 

nouveau 

            

新型車 新しい（買った）車 

★37 une voiture nouvelle ★38 une nouvelle voiture 

pauvre 

             

貧しい人 気の毒な人 

★39 un homme pauvre ★40 un pauvre homme 

形容詞の男性第２形 

一部の形容詞は、男性第２形と呼ばれる特殊な活用形があります。 

これは、母音または無音の hで始まる単数男性名詞の前で使われる場合のみで使用される活用形です。 

（初級 2で学習した cetなども形容詞の男性第 2形のひとつです。） 

 単数 （男性第 2形） 複数 

beau 

(美しい) 

 

男性 

 

★41 beau ★42 bel ★44beaux 

un beau paysage 

(美しい景色) 

un bel homme 

(美男子) 

de beaux oiseaux 

(美しい鳥たち) 

女性 ★43 belle ★45 belles 

une belle femme (美人) de belles femmes (美人たち) 

nouveau 

(新しい) 

 

男性 ★46 nouveau ★47 nouvel ★49 nouveaux 

un nouveau professeur 

(新しい先生) 

un nouvel an 

(新年) 

de nouveaux professeurs 

(新しい先生たち) 

女性 ★48 nouvelle ★50 nouvelles 

une nouvelle robe (新しいワンピース) de nouvelles robes (新しいワンピー

ス) 

vieux 

(古い) 

 

男性 ★51 vieux ★52 vieil ★54 vieux 

un vieux chien  

(老犬) 

un vieil homme 

(老人) 

de vieux gens 

(老人たち) 

女性 ★53 vieille ★55 vieilles 

une vieille femme (老婦人) de vieilles femmes (老婦人たち) 
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＜de＋形容詞＋複数名詞＞  

複数名詞の前に形容詞がつくと、不定冠詞の desは deになります。 

★56例：Je mange de bons gâteaux.（私は美味しいお菓子を（何個か）食べる。） 

 

★57 【練習問題～Exercices～】 

それぞれの写真に写っているものについて、「これは…な●●です。」「…な●●があります。」「彼女は

…な●●をします。」など積極的に形容詞を使いながら自由に文章を作って説明してみましょう。 

講師が écrivez と言ったら、チャットにスペルを記入しましょう 

 

A                       B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

性格や特徴を表す表現を覚えましょう！ 

◆「…は●●な人である。」は、 ＜主語+être+形容詞＞ または ＜C’est un homme +形容詞(＝de+名詞).＞ 

(男性 un homme、女性 une femme 、複数

des gens) 

「…は●●のようである。」は ＜主語+avoir l’air 形容詞(＝de+名詞).＞ で表すことができます。 

                            ※この時、形容詞の性・数は主語の性・数に一致します。 

 

 

 

A 怒り 

★58 colère（怒り）、★59 en colère(怒って)、 

★60例：Je suis très en colère.（私はとても怒っています。） 

★61例：Qu’est-ce qui t’as mis dans une telle colère?  

（何が君をそんなに怒らせたんだい？） 

 

 

B 困る、困惑する 

★62 confus（m）、★63 confuse（f） 

★64例：Je suis confus.（恐れ入ります。恐縮する場合などに使います） 

 

★65例：Elle a l’air confuse.（彼女は困っているようだ） 

 

 

C 心配する、気遣う 

★66 inquiet（m）、★67 inquiète（f） 

★68例：Je suis inquiet pour sa santé.（私は彼の健康が心配です。） 

 

 

★69 【練習問題～Exercices～】 

以下の絵を見て、「彼（彼女）は●●のようです。」と言ってみましょう。 

A              B                
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Partie4 ～ Exercices（練習問題） ～ 

A ：以下の日本語を、フランス語にして読みましょう。講師が écrivez と言った場合は、チャットにスペルを記入し

ましょう。 

★70 見て、あそこにきれいな鳥たちがいるわ。  

※見る、眺める regarder   ※あそこに là-bas 

★71 彼は名医であり、そのうえ患者さんたちにとても優しいです。 

※患者 les patients 

★72 オランダの春はとてもきれいです。至る所でたくさんの花が見られます。 

※春 printemps  ※いろいろな所で partout   ※見る voir 

★73 あなた食べ過ぎよ。あなたは太りすぎているから、私はあなたの健康が心配だわ。 ※あまりに～trop 

★74 （Mr.A）胃に効く薬を持っていますか？  ※薬 un médicament  ※胃 l’estomac  

（Mr.B）おなかが痛いのです。   ※お腹の痛み mal au ventre 

 

 

 

★75 B：講師がこれからフランス語で質問します。フランス語で答えてみましょう。 

※難しい場合は écrivez と言い、チャットに記入された文を見ながら考えてみましょう。 

 

 

★76  

C：講師がこれから言う単語や文章を聞き取り、チャットに書いてください。講師が正解とつづりをチェックします。 

 

 


