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Elémentaire Leçon1-3 （初級 1-3） 

Présentation de soi. （自己紹介 1-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・【Voici～構文】と動詞【avoir】の使い方について 

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

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

 

                       

Maiko： ★1 Bonjour. Je m’appelle Maiko. 

Robert： ★2 Bonjour, Maiko. Je m’appelle Robert. Voici ma femme. 

Carole： ★3 Bonjour, Maiko. Je suis Carole. 

Robert： ★4 Et voici ma fille, Suzanne. Elle a dix-sept ans.  

 ★5 Et mon fils, Eric. Il a dix ans. 

Suzanne 

&Eric： 

★6 Bonjour, Maiko. 

Maiko： ★7 Enchantée. 

Suzanne： ★8 Enchantée. 

Eric： ★9 Enchanté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiko： こんにちは。マイコと言います。 

Robert： こんにちは、マイコ。私はロベールだよ。彼女が、私の妻だよ。 

Carole： こんにちは、マイコ。キャロルよ。 

Robert： 彼女が私の娘で、名前はスザンヌ。17歳だよ。 

彼は息子、エリックというんだ。10歳だよ。 

Suzanne &Eric： こんにちは、マイコ。 

Maiko： よろしくね。 

Suzanne： よろしくね。 

Eric： よろしく。 

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。 
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Partie2 ～Grammaire（文法）～ 

【Voici～構文】と動詞【avoir】の使い方について学習します。この章では、直説法現在形の活用形を覚えます。 

講師が「★10 (étoile dix, lisez)」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。 

 

Voici～構文 

Voici ＋ 単数・複数名詞  → ここに～があります。 

人やものを指して、「ここに～がある。」「これが～である。」という時に使います。 

（詳細は、初級 3で学習します。） 

★10例：Voici ma femme.（ここが私の妻です。） 

★11例：Voici Paul, un ami.（こちらは友人のポールです。）※ami（友人） 

★12例：Voici Alice, ma fille.（こちらが私の娘のアリスです。） 

【動詞～Le verbe～】 

【avoir】の直接法現在形の活用 

avoirは英語の haveにあたる動詞で、「～を持っている」「～である（身体的特徴などを備えている）」などの意

味です。不規則動詞です。動詞の原形が【avoir】です。  ★13 【avoir】 

フランス語で特徴的なのが、年齢や体の状態を avoirを使って表す、ということです。英語とは異なる使い方で

すが、よく使われる表現です。しっかりと覚えましょう。 

 

 単数 複数  

一人称 ★14  j’ai ★18  nous avons 

二人称 ★15  tu as ★19  vous avez 

三人称 ★16  il a ★20  ils ont 

★17  elle a ★21  elles ont 

★22例：J’ai deux chats.（私は猫を 2匹飼っています。） 

★23例：Il a un rhume.（彼は風邪をひいている。） 

★24例：Nous avons faim.（私たちはお腹が空いています。） 

★25 【練習問題～exercices～】 

講師がランダムに主語代名詞を言いますので、主語＋動詞+deux chats.で答えてください。 

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。 

例：（講師）Je. → （生徒）J’ai deux chats. 

年齢を表す表現（年齢を表す） 

主語+【avoir】+～an(s). 「主語は～才です。」   

※anは、年数を表す意味の男性名詞です。1年を表す場合は、単数形の anですが、2年目以降は複数形の

ansを使います。 

★26例：Elle a un an.（彼女は 1歳です。） 

★27例：Ils ont dix ans.（彼らは 10歳です。） 
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動詞 avoirを使った様々な表現を覚えましょう。 

★28 Vous avez un portable.（あなたは携帯電話を持っています。） 

★29 Elle a un chat et un chien.（彼女は猫と犬を飼っています。） 

★30 J’ai une sœur.（私は姉（妹）がいます。） 

★31 Nous avons du pain.（私たちはパンがあります（売っています）。） 

★32 Elle a une robe rouge.（彼女は赤のドレスを持っています。） 

★33 Elles ont de grands yeux bleus.（彼女たちは大きな青い目をしています。） 

★34 Il a du courage.（彼は勇気があります。） 

★35 J’ai une bonne idée.（私はいい考えがあります。） 

★36 J’ai chaud.（私は暑いです。） 

★37 J’ai soif.（私はのどが渇いています。） 

★38 J’ai sommeil.（私は眠いです。） 

 

 

Partie3 ～ 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。 

 

★39 ポールは、1歳です。 

★40 私たちは、12歳です。 

★41 彼は、30歳代くらいです。   

      ※およそ～ dans les～ もしくは 約 30歳代 la trentaine（avoir la trentaine） 

  ※フランスでは、「～歳くらい」と「～歳代」というのはほとんど区別されません。 

★42 彼女は、40 歳代くらいです。（dans les～を使って答えましょう。） 

★43 彼女は、40歳代くらいです。（quarantaine（約 40）を使って答えましょう。） 

★44 こちらが私の娘、アキです。彼女は 29歳です。 

★45 私は猫（メス 1匹）を飼っています。彼女の名前はMimiといいます。 

★46 Patrickは犬を 3匹飼っています。 

★47 私はお腹が空きました。 

★48 私は風邪をひいています。 

 

 

★49 B：講師がこれから言う文章を聞き取り、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。 

 

 


