FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon9-1 （初級 9-1）
Tu ressembles à ta mère. （お母さんに似ていますね）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・【接続詞 comme】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。

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

リビングでマイコが、ホストファミリーの Robert、Carole、Suzanne と写真を見ながら話しています。
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。
）

Suzanne：

★1

Ce sont tes sœurs?

Maiko：

★2

Oui.

Suzanne：

★3

Elles te ressemblent.

Carole：

★4

C’est vrai. Tu ressembles beaucoup aussi à ta mère.

Maiko：

★5

On me le dit souvent.

Robert：

★6

Vous êtes toutes belles comme votre mère.

Suzanne：
Maiko：
Suzanne：

彼女たちが妹たち？
そうよ。
マイコに似てるわね。

Carole：

本当ね。あなたは、お母さんにもそっくりだわ。

Maiko：

よく言われます。（みんながしばしばそのように言います。）

Robert：

君たちはみんな母親に似て美人だね。
（君たちは母親に似てとても美人だね。とも解釈できます。）
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Partie 2
※

～

Nouveaux mots（新しい単語）

～

A apprendre seul après le cours（自習用）

□ ressembler

ressembler à で、～に似ているの意味。‐er 形規則動詞

□ vrai

本当の、真の。（形容詞）

□ dit

dire（言う）の直説法現在形の活用形

□ souvent

英語の often に相当し、「しばしば」「よく」の意味の副詞。

□ tout

英語の all に相当し、全～を意味する形容詞。また、tout（男性単数）で「すべて
のこと」、tous（男性複数）および toutes（女性複数）で「すべての人」を意味する
代名詞。

□ belle（f）

美人、美女（女性名詞）

□ comme

～のように、～と同じく、たとえば～といった、という意味の接続詞。
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Partie3

～

Grammaire（文法）

～

【接続詞 comme】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。
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。

接続詞【comme】
英語の as、like、how に相当し、「～として」「～のように」「（例題を示して）～といった」「なんて～」など様々な
意味で使われる。
◆名詞を伴い、「～として」「～のように」「（例題を示して）～といった」「…および…」「まるで～」という意味で使
われる。
★7 例：Qu'est-ce que vous prenez comme boisson? （飲み物として何にしますか？）
★8 例：Elle est belle comme sa mère. （彼女は母親と同様に美しい。）
★9 例：Je fais des pâtisseries comme des tartes, des gâteaux secs, des gâteaux au chocolat.
（私はタルトやガトーセックやチョコレートケーキといったお菓子を作ります。）
★10 例：C’est comme s’il était malade.（彼はまるで病気のようだった。）
※était は être の半過去形（初級 11 で学習）
★11 例：Il parle couramment l’anglais comme le japonais.（彼は英語も日本語も流暢に話します。）
◆従属節を伴い、「～するとおりに」「～なので」という意味で使われる。
※comme に続く従属節は、聞き手が既知の事柄です。未知の理由を述べる場合は、parce que を使いま
す。
★12 例：Fais comme tu veux. （したいようにしなさい。）
★13 例：Comme on est dimanche, ce magasin est fermé. （日曜日なので、そのお店はお休みです。）
★14 例：Comme il fait chaud, je mets un T-shirt aujourd’hui. （今日は暑いので、Ｔシャツを着る。）
※天気の表現は、初級 13 で学習します。
★15 例：Comme le temps passe vite, j’ai raté mon rendez-vous. （時間が早く過ぎて、約束を逃した。）
※avoir reté は rater（～し損なう）の複合過去。（初級 11 で学習。）
◆英語の how に相当する使い方で、感嘆などを表す時に使われます。（感嘆文は初級 14-3 で学習します。）
★16 例：Comme elle est gentille! （彼女はなんて優しいのでしょう。）
★17 例：Comme c’est magnifique! （なんて見事なのでしょう。）
◆よく使う表現
★18 C’est tout comme. （ほとんど同じことです。）
★19 C’est comme ça. （そういうものです。）
★20 Ça va comme ça? （これでいいのですか？）
★21 Alors comme ça, tu quittes la France? （そしたら、君はフランスを去るのだね？）
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Partie4

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

容姿に関わる表現を覚えましょう！
◆特徴を尋ねる場合は、疑問副詞 comment を使います。
★22 例：Comment est le professeur?（その先生はどんな人ですか？）
◆【主語＋être＋～】を使って容姿を表現することができます。
A 美しい、きれいな
★23 beau（m）、★24 belle（f）、★25 beaux（男性複数）、★26 belles（女性複数）
※母音または無音の h で始まる男性名詞の前では bel を用います。
★27 例：Il est beau.（彼はハンサムです。）
★28 例：Elle est belle.（彼女は美人です。）

B かわいい（小さな子供に使われる表現です。）
★29 mignon（m）、★30 mignonne（f）
★31 例：Il est mignon.（彼はかわいい。）
★32 例：Elle est mignonne.（彼女はかわいい。）

C ほっそりした
★33 mince
★34 例：Elle est mince.（彼女は細いです。）

D 太った
★35 gros（m）、★36 grosse（f）
★37 例：Il est gros.（彼は太っている。）
★38 例：Elle est grosse.（彼女は太っている。）
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Partie5

～

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 彼女はほっそりとしていて、美しいです。
★40 （Mr.A）彼の奥さんはどんな方ですか？
（Mr.B）プリンセスのように美しい方だよ。
★41 僕は君のような息子が欲しいよ。
★42 デザートは何がいいですか?
★43 （Mr.A）これでいいのですか？
（Mr.B）それでいいです。
★44 日曜日なので、そのお店はお休みです。 ※(店などが)休みである être fermé

★45 B：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。
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