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Elémentaire Leçon15-5 （初級 15-5） 

Je lui ai fait ranger sa chambre. （彼に部屋を片付けさせました

15-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・動詞【réparer】【ranger】の活用と用法について学習します。 

・単語学習では、【服装を表す単語】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 15 (初級 15、会話の復習) 

 

 

 

 

 

Suzanne： 
★1 Tiens, c’est Eric et Robert qui courent là-bas! 

 
 (Les filles vont vers Eric et Robert.) 

Robert： 
★2 Alors Maiko, tu t’es bien amusée? 

Maiko： 
★3 Oui, j’ai pu acheter tout ce dont j’avais besoin. Et cette   

 
 ville est très belle. 

 
 Nous t’avons acheté un cahier, Eric. Voici mon cahier 

 
 et voilà le tien. 

Eric： 
★4 Quel joli cahier !! Merci, c’est très gentil, Maiko. 

Carole： 
★5 Qu’est-ce que tu as fait après? 

Robert： 
★6 J’ai réparé le robinet dans la cuisine pendant que j’ai fait 

 
 ranger sa chambre à Eric. Après quoi, je l’ai laissé faire du 

  
roller dans le parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Suzanne： エリックが走っているのが見えるわ！ 

 （ロバートとエリックのところに行き…） 

Robert： それでマイコ、楽しかったかい？ 

Maiko： ええ。必要なものすべて買えたわ。そしてとっても素敵な街ね。 

エリックにノートを買ったよ。これが私のノートで、これがあなたのよ。 

Eric： すごくきれいなノートだね！どうもありがとう、マイコ。 

Carole： 私が出かけた後、何をしていたの？ 

Robert： エリックに部屋の片づけをさせている間に、 

私はキッチンの水道の蛇口を修理したよ。 

その後、公園でエリックにローラスケートをさせていたんだよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie2 ～ Grammaire（文法） ～ 

動詞【réparer】【ranger】の活用と用法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。 

 

 

 

 

【réparer】の活用 

réparerは、「～を修理する、～を回復する、～を償う」を意味します。再帰代名詞 se を伴い、「修理される、償

われる」という意味もあります。 

-er型第一群規則動詞です。動詞の原形が【réparer】です。  ★7 【réparer】 

直説法現在形の活用 

★8 単数 複数  

一人称   Je répare    nous réparons 

二人称   tu répares    vous réparez 

三人称   il répare    ils réparent 

  elle répare  elles réparent 

直説法複合過去形 

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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複合過去形で用いる助動詞は avoirです。過去分詞は réparéです。 

直説法半過去形の活用(語幹は réparなので、活用は以下のようになります。) 

★9 単数 複数  

一人称   je réparais    nous réparions 

二人称   tu réparais    vous répariez 

三人称   il réparait    ils réparaient 

  elle réparait  elles réparaient 

直説法大過去形 

大過去形で用いる助動詞は avoir（半過去形の活用）です。過去分詞は réparéです。 

直説法未来形（語幹は répareなので、活用は以下のようになります。） 

★10 単数 複数  

一人称  je réparerai  nous réparerons 

二人称  tu répareras  vous réparerez 

三人称  il réparera  ils répareront 

 elle réparera  elles répareront 

直説法前未来形 

前未来形で用いる助動詞は avoir（単純未来形の活用）です。過去分詞は réparéです。 

動詞【réparer】の例文と用法 

★11例：Il répare l’étagère.（彼は棚を修理している。） 

★12例：Je répare ma montre. （私は時計を修理します。） 

★13例：Elle a réparé ses fautes.（彼女は彼女の過ちを償った。） 

★14例：Mes chaussures ont été réparées tout à l’heure.（私の靴はさっき修理されていた。） 

※être réparéで修理される（受動態）になります。（初級 16で学習） 

★15例：Il avait réparé mon ordinateur quand je suis arrivé chez moi. 

（私が家に着いた時、彼は私のコンピューターを修理し終わっていた。） 

★16例：Un peu de repos réparera vos forces.（少し休めば、あなたの体力は回復するでしょう。） 

★17例：Cette voiture sera réparée demain.（その車は明日には修理されているでしょう。）（受動態） 

★18例：J’aurai réparé le four quand tu arriveras. 

（君が着くときには、私はそのオーブンを修理し終わっているだろう。） 

【ranger】の活用 

rangerは、「片づける、整理する、並べる」を意味します。 

不規則動詞です。動詞の原形が【ranger】です。  ★19 【ranger】 

直説法現在形の活用 

★20 単数 複数  

一人称   Je range    nous rangeons 

二人称   tu ranges    vous rangez 

三人称   il range    ils rangent 

  elle range  elles rangent 

直説法複合過去形 

複合過去形で用いる助動詞は avoirです。過去分詞は rangéです。 
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直説法半過去形の活用(語幹は rangeなので、活用は以下のようになります。) 

★21 単数 複数  

一人称   je rangeais    nous rangions 

二人称   tu rangeais    vous rangiez 

三人称   il rangeait    ils rangeaient 

  elle rangeait  elles rangeaient 

直説法大過去形 

大過去形で用いる助動詞は avoir（半過去形の活用）です。過去分詞は rangéです。 

直説法未来形（語幹は rangerなので、活用は以下のようになります。） 

★22 単数 複数  

一人称  je rangerai  nous rangerons 

二人称  tu rangeras  vous rangerez 

三人称  il rangera  ils rangeront 

 elle rangera  elles rangeront 

直説法前未来形 

前未来形で用いる助動詞は avoir（単純未来形の活用）です。過去分詞は rangéです。 

動詞【ranger】の例文と用法 

★23例：Je range les livres.（私は本を並べた。） 

★24例：Range tes jouets. （おもちゃを片付けなさい。） 

★25例：Nous avons rangé notre nouvelle maison.（私たちは新しい家を片付けた。） 

★26例：Il rangeait sa chambre.（彼は部屋を片付けていました。） 

★27例：Je rangerai mon bureau la semaine prochaine.（私は来週事務所の片づけをするでしょう。） 

★28例：J’avais rangé mes affaires avant qu’il soit arrivé. 

（彼が来る前に、私はすでに荷物を片づけてしまっていた。） 

       ※avant qu’il soit arrivéは接続法（初級 19-1で学習） 

★29例：Dans cinq minutes, j’aurai fini de le ranger.（5分でそれを片づけるよ。） 
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Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

洋服に関する単語を覚えましょう！ 

主語+【mettre】+ ～.  で「○○は～を着る（履く、身に付ける）。」を表します。 

主語+【enlever】+ ～.  で「○○は～を脱ぐ（外す）。」を表します。 

主語+【porter】+ ～.  で「○○は～を着ている（履いている、身に付けている）。」を表します。 

フランス語 日本語 例 

★30 un maillot de bain 水着 海水パンツは★31 un slip de bain 

★32 un pyjama パジャマ ★33 Je porte mon pyjama.（私はパジャマを着ている） 

★34 un collier ネックレス ★35 un collier de perles（パールのネックレス） 

★36 une bague 指輪 ★37 une bague avec des diamants（ダイヤの指輪）  

★38 une bague de fiançailles（婚約指輪） 

★39 une bague de mariage（結婚指輪） 

★40 des boucles d’oreilles イヤリング、ピアス ★41 Je porte des boucles d’oreilles（ピアスをつける） 

★42 un sac かばん ★43 un sac à main（ハンドバッグ）、 

★44 un sac de voyage（旅行バッグ） 

★45 un sac en bandoulière（ショルダーバッグ）、  

 

★46 【練習問題～Exercices～】 

講師が写真を見て「○○は何を身に付けていますか？」と質問しますので、着ている服などを言ってみま

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★47 【練習問題～Exercices～】 

講師が「あなたは何を着ていますか？」などと質問しますので、着ている服について答えましょう。 

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）Vous portez une jupe? →（生徒）Non, je porte une robe bleue. 

. 
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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。 

★48 彼に自分のパソコンを修理させましょう。 

※パソコン un ordinateur 

★49 おもちゃを片付けなさい。あなたのものでしょ。※おもちゃ des jouets 

★50 私の父は、私の部屋にある棚を修理しています。 ※棚 une étagère 

★51 私たちは、私たちの事務所の片づけをしなくてはなりません。 ※事務所 un bureau 

★52 この靴を直してください。 

 

 

 

★53 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。 

 

 


