
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon14-3 （初級 14-3） 

Je viens d’arriver au café. （カフェに着いたところです。14-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・【感嘆文】について学習します。 

・単語学習では、【21番目以降の序数詞】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 14 (初級 14、会話の復習) 

 

 

 

 

Sophie： ★1 Carole! Quelle bonne surprise! 

Carole： ★2 Sophie! Qu’est-ce que tu fais ici? 

Sophie： ★3 Je vais chez une amie qui habite au deuxième étage de cet  

  immeuble. 

Carole： ★4 Ah, bon. À plus! Bon après-midi! 

Sophie： ★5 Merci, à toi aussi. 

Carole： ★6 （elle téléphone à Suzanne）Allô. Je viens d’arriver au café. 

Suzanne： ★7 Nous allons arriver. Tu peux nous attendre un peu ? 

 

 

Sophie： キャロル！ なんて偶然なの！ 

Carole： まぁ、ソフィー！ここで何してるの？ 

Sophie： その建物の 3階に住んでいるお友達のお家に行くところなの。 

Carole： そうなのね。またね。良い午後を。 

Sophie： ありがとう、あなたもね。 

Carole： （スザンヌに電話かけて）もしもし。カフェに着いたところよ。 

Suzanne： 私たちはもうすぐそこに着くわ。少し待っててもらえる？ 

 

 

 

 

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） ～ 

【感嘆文】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。 

 

 

 

 

感嘆文 phrase exclamative 

驚きや感動と表現するには以下の 4つの用法があります。 

① イントネーションで表現する。 

強調したい単語を強く発音します。 

★8例：C’est magnifique!（なんてきれいなの！） 

文頭に Que, Comme, Qu’est-ce que をつけます。但し、Qu’est que は会話文のみで使われます。 

★9例：Que c’est magnifique! = Comme c’est magnifique! = Qu’est-ce que c’est magnifique! 

      （なんてきれいなの！） 

★10例：Que tu es gentil! = Comme tu es gentil! = Qu’est-ce que tu es gentil! 

     （君はなんて親切なんだ！） 

② 形容詞もしくは名詞の前に quel（性数変化あり）を置きます。この時、不定冠詞は尽きません。 

★11例：Quel bonheur!（なんて幸せなのかしら。） 

★12例：Quels merveilleux cadeaux!（なんて素敵なプレゼント！） 

③ Que de, Combien de を名詞の前につけると、量の多さに対する感嘆文になります 

★13例：Combien je t’aime ! （どれほど君を愛していることか！） 

★14例：Que de fois j’ai essayé de t’appeler !（どれだけ君に電話したと思ってるのか！） 

★15 【練習問題～exercices～】 

講師がイントネーションで感嘆文を言いますので、②～④の用法を自由に使って言い換えてみましょ

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）Il fait un temps magnifique!  → （生徒）Quel temps magnifique! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師が「★8 (étoile, huit ,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。 
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Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

【21番目以降の序数詞】を覚えましょう！ 

～番目を表す場合、英語では≪数字＋th≫を使いますが、フランス語では≪数字＋ième≫を使います。 

但し、20番台以降の un(e)（21、31など）は unièmeを使います。(1番目は premier(ère)を使います) 

また、quatre、cinq、neuf、‐eの語尾は ièmeを付けると変化するので注意が必要です。（下の表で薄く色づけし

てある序数詞は語尾が変化する数字です。） 

基数字 les chiffres 序数詞 les numéraux ordinaux 

★16 21 vingt et un(e) 21ème vingt et unième 

★17 22 vingt-deux 22ème vingt-deuxième 

★18 23 vingt-trois 23ème vingt-troisième 

★19 24 vingt-quatre 24ème vingt-quatrième 

★20 25 vingt-cinq 25ème vingt-cinquième 

★21 26 vingt-six 26ème vingt-sixième 

★22 27 vingt-sept 27ème vingt-septième 

★23 28 vingt-huit 28ème vingt-huitième 

★24 29 vingt-neuf 29ème vingt-neuvième 

★25 30 trente 30ème trentième 

★26 40 quarante 41ème quarantième 

★27 50 cinquante 50ème cinquantième 

★28 60 soixante 60ème soixantième 

★29 70 soixante-dix 70ème soixante-dixième 

★30 71 soixante et onze 71ème soixante et onzième 

★31 80 quatre-vingts 80ème quatre-vingtième 

★32 90 quatre-vingt-dix 90ème quatre-vingt-dixième 

★33 100 cent 100ème centième 

★34 101 cent un(e) 101ème cent unième 

★35 1000 mille 1000ème millième 

 

★36 【練習問題～Exercices～】 

講師がチャットに数字を記入しますので、序数詞で答えてみましょう。 

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）（チャットに記入）70 → （élève）soixante-dixième 
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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。 

★37 なんて素敵なプレゼント(複数形で)！どうもありがとう！  ※プレゼント cadeaux 

★38 彼はなんて親切なのかしら！ 

★39 彼の買ってきた花束を見てちょうだい。なんて綺麗な花束なんでしょう。 

★40 なんて寒いのでしょう！雪が降りそうだわ。 

★41 （Mr.A）なんてきれいな腕時計なのかしら！  ※腕時計 montre 

（Mr.B）これはおじいさんが 30年前にスイスで買った時計なんだ。 

★42 私たちの電車は Renne駅にまもなく着きます。 

★43 私は彼の貸してくれた本を読み終えたところです。 ※貸す prêter 

 

 

★44 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。 

 

★45 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。 

 

 


