
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon14-1 （初級 14-1） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・【近接未来と近接過去】について学習します。 

・単語学習では、【1～10番目を表す序数詞】について 

 学習します。 
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Partie 1 ～ La conversation（会話）～ 
マイコと Suzanne と待ち合わせのカフェに、ホストマザーの Caroleが着くと、隣町に住む Caroleの妹の Sophie

にばったりと会いました。 

 

 

 

 

 

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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Partie 2 ～ Nouveaux mots（新しい単語） ～ 

 

 

 

□ surpris(e) 驚く。 

 

□ deuxième 2番目の 

 

□ étage（m） （2階以上の）階。 

 

□ immeuble（m） (マンションなどの)建物 

 

□ attend 英語の waitに相当する attendre。「待つ」の意味。 

 

□ un peu 英語の a littleに相当し、「少し」「ちょっと」の意味。 

 

 

Partie3 ～ Grammaire（文法） ～ 

【近接未来と近接過去】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。 

 

 

 

 

近接未来と近接過去 

近接未来 Le futur proche 

近接未来とは、allerの直説法現在形を用いて、直後の未来について表すものです。 

近接未来は、単純未来よりも実現性の高い未来を表します。 

●「～しようとしている。」「これから～するところである。」 

主語 + aller（直説法現在形の活用形）＋ 動詞（不定詞）+ ～ 

★8例：Je vais aller chez le boulanger.（私はパン屋に行くところです。） 

★9例：Nous allons prendre un petit déjeuner. （私たちはこれから朝食をとるところです。） 

 

★10 【練習問題～Exercices～】 

講師が現在形の文（肯定文、疑問文、否定文）を言いますので、近接未来にしてみましょう。 

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）Il téléphone à son fils.  → （生徒）Il va téléphoner à son fils. 

 

※ A apprendre seul après le cours（自習用） 

 

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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近接過去 Le passé récent 

近接過去とは、venirの直説法現在形を用いて、直前の過去について表すものです。 

●「～したばかりである。」「ちょうど～したところである。」 

主語 + venir（直説法現在形の活用形）＋ de ＋ 動詞（不定詞）+ ～ 

★11例：Ils viennent d’arriver.（彼らはちょうど着いたところです。） 

★12例：Le film vient de commencer. （その映画は始まったばかりです。） 

★13 【練習問題～Exercices～】 

講師が現在形の文（肯定文、疑問文、否定文）を言いますので、近接過去にしてみましょう。 

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）Il téléphone à son fils.  → （生徒）Il vient de téléphoner à son fils. 

 

 

Partie4 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

【1～10番目を表す序数詞】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、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 adjectifs numéraux ordinaux 

★14 1 un, une 1er premier、première 

★15 2 deux 2ème deuxième または second、seconde 

★16 3 trois 3ème troisième 

★17 4 quatre 4ème quatrième 

★18 5 cinq 5ème cinquième 

★19 6 six 6ème sixième 

★20 7 sept 7ème septième 

★21 8 huit 8ème huitième 

★22 9 neuf 9ème neuvième 

★23 10 dix 10ème dixième 

 

 

★24 【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）5 → （生徒）cinquième 
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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。 

25 私たちの電車は Renne駅にまもなく着きます。 

★26 寒いですね。雪が降りそうだわ。 

★27 私はかばんを失くしました。 ※～を失くす perdre  

★28 その映画は始まったばかりです。 

★29 私たちはちょうど駅に着いたところです。  

★30 その電車は 1時間以内にパリに着きます。  

★31 彼らはこれから昼食をとるところです。 ※昼食をとる déjeuner 

★32 彼らは今出かけたところです。  

★33 私の母は、父と一緒に本屋に行きました。 ※本屋 une librairie 

 

 

 

★34 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。 

 

★35 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。 


