FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon9-3 （初級 9-3）
Tu ressembles à ta mère. （お母さんに似ていますね 9-3）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・【中性代名詞】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）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 9 (初級 9、会話の復習)
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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Partie2

～

Grammaire（文法）

～

【中性代名詞】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。
中性代名詞 pronoms adverbiaux
受けるものの性・数により変化をしない代名詞のことを中性代名詞と言います。中性代名詞には【le】【en】【y】
の 3 つがあります。基本的には、動詞の直前に置かれます。
中性代名詞【le】
属詞（形容詞や無冠詞名詞）、不定詞、節や文を受ける代名詞です。
★7 例：Vous êtes tendre, mais lui, il ne l’est pas.
（あなたは優しいですが、彼はそう（優しい）ではありません。）
★8 例：Je sais qu’elle est malade. →★9 Je le sais.（私はその（彼女が病気である）ことを知っています。）
中性代名詞【y】
【à＋物】を受ける場合は、間接目的人称代名詞 lui や leur ではなく、中性代名詞ｙを使います。
★10 例：Je réponds à cette question.

→ ★11 J’y réponds.（私はそれ（その質問）に答えます。）

場所を受けて「そこへ」「そこに」や、不定詞を受けて「そうするために」という意味で使われます。
★12 例：Il habite à Marseille.

→ ★13 Il y habite.（彼はそこに（マルセイユに）住んでいます。）

★14 例：Allez-vous acheter du pain?

Oui, j’y vais.（パンを買いに行くのですか？‐はい、行きます。）

中性代名詞【en】
【de＋名詞（不定詞、節）】を受ける時に使います。
★15 例：J’ai besoin de cette robe.

→ ★16 J’en ai besoin.（私はそれ（そのドレス）が必要です。）

不定冠詞、部分冠詞（否定表現で用いる冠詞 de も含む）のついた名詞を受ける時に使います。
★17 例：Mangez-vous du pain au petit déjeuner? - Non, Je n’en mange pas. Je mange du riz.
（朝食にパンを食べますか？ - いいえ、それを食べません。私はご飯を食べます。）
★18 例：As-tu des bonbons? - Oui, J’en ai.（飴を持っている？‐うん、持っているよ。）
場所を受けて「そこから」という意味で使われます。
★19 例：Il vient de Marseille.

→ ★20 Il en vient.（彼はそこ（マルセイユ）出身です。）

数量が限定された名詞を受ける時に、数量を示す数詞・数量副詞と一緒に用います。
★21 例：Avez-vous des enfants? Oui, J’en ai trois.（お子さんはいますか？‐はい、3 人います。）
★22 例：J’ai beaucoup d’amis à Paris. →★23 J’en ai beaucoup à Paris.
（パリにはたくさん（の友人が）います。）
中性代名詞【y】【en】と肯定命令文
通常、命令文（tu の命令文）の場合、‐er 規則動詞、aller、ouvrir（開ける）型動詞のみ語末の s が省略されま
す。（初級 2-1 参照）但し、肯定命令文で中性代名詞 y と en が目的語となる場合は、語末の s は省略されま
せん。
★24 例：Va à l’école. → ★25 Vas-y.（そこ（学校）へ行きなさい。）

Copyright©Frantière All rights reserved

★26 【練習問題～Exercices～】
講師が「一部を中性代名詞で置き換えられる文」を言いますので、中性代名詞に換えられる部分を置
き換えて発音してみましょう。
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。
例：（講師）J’ai deux voitures. → （生徒）J’en ai deux.
◆2 つの代名詞を同時に用いる場合
中性代名詞【y】【en】は直接目的人称代名詞および間接目的人称代名詞と併用できます。
この場合、2 つの代名詞が動詞の前に並びますが、語順は以下の 2 パターンになります。
中性代名詞と目的人称代名詞の場合
y、en は直接目的、間接目的人称代名詞の後に置かれます。
主語 ＋ [直接（間接）目的人称代名詞] ＋ [中性代名詞] ＋ 動詞
★27 例：Il nous en parle.（彼はそのことを私たちに話します。）
★28 例：Je vous y retrouverai.（私はそこであなたに再会します。）
※retrouverai は retrouver の未来形で、初級 12－2 で学習します。
★29 【練習問題～Exercices～】
講師が「人や物の名前を含む文」を言いますので、人や物の名前の部分を人称代名詞に代えて発音
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。
例：（講師）Elle attend ses amis au café, → （生徒）Elle les y attend.

Partie3

～

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。
★30 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 形作られた（スタイルを表します）
★31 fait（m）、★32 faite（f） （faire(できる)の過去分詞）
★33 例：Il est bien fait.（彼はスタイルがいいです。）
★34 例：Elle est bien faite.（彼女はスタイルがいいです。）
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◆【主語＋avoir＋体の一部】を使っても表現することができます。
B 肌の色
★35 teint（m）（顔の肌の色）
★36 例：Il a le teint clair.（彼は色が白い。）
★37 例：Il a le teint mat.（彼は色が黒い。）

C ウエスト
★38 taille（f）
★39 例：Elle a la taille fine. （彼女はウエストが細い。）

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。
★40 (M.A) あなたは息子さんにその話をしないのですか？ ※語る raconter ※話 une histoire
(M.B) いや、彼にはそれを話すよ。
★41 (M.A) すぐに朝ごはん食べるの？
(M.B) うん、そうしたい。
★42 (M.A) 君はその手紙に返事を書くの？ ※返事をする répondre ※手紙 une lettre
(M.B) いいや、それに返事はしないよ。
★43 (M.A) お皿は何枚欲しいですか？
(M.B) 5 枚欲しいです。
★44 (M.A) 君はその作家の本を持っている？ ※作家 auteur
(M.B) うん、持っているよ。
★45 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。
★46 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。
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