FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon13-3 （初級 13-3）
Nous aurons fini nos courses. （買い物は終わっているでしょう 13-3）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・動詞【appeler】について学習します。
・単語学習では、【時間の表現】について学習します。

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 13(初級 13、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。
）

Carole：

★1

Après nos courses, prenons un thé dans un café dans la rue
Lecanuet.

Suzanne：

★2

D’accord. À trois heures, nous aurons fini nos achats.

Carole：

★3

Alors, je partirai de chez moi à trois heures moins le quart.

Suzanne：

★4

Appelez-moi quand vous serez arrivées.

Carole：

★5

Oui. Il fait froid aujourd'hui. Il vaut mieux prendre une veste.

Carole：
Suzanne：
Carole：
Suzanne：
Carole：

買い物の後で、Lecanuet 通りのカフェでお茶しましょう。
そうしよう。3 時には、買い物も終わっているでしょう。
そしたら、3 時 15 分前に家を出るわね。
着いたら連絡してね。
ええ。今日は寒いわ。上着を持って出たほうがいいわよ。
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Partie2

～

Grammaire（文法）

～

【直説法前未来】【非人称主語 il】【時間の表現】および動詞【appeler】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「★6 (étoile, six ,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。

【appeler】の活用
appeler は、英語の call に相当する動詞で、「～を呼ぶ、～を呼び寄せる、～に電話をする」を表します。
★6 【appeler】

不規則動詞です。動詞の原形が【appeler】です。
直説法現在形の活用
★7

単数

複数

一人称

j’appelle

nous appelons

二人称

tu appelles

vous appelez

三人称

il appelle

ils appellent

elle appelle

elles appellent

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 appelé です。
直説法半過去形の活用(語幹は appel なので、活用は以下のようになります。)
★8

単数

複数

一人称

j’appelais

nous appelions

二人称

tu appelais

vous appeliez

三人称

il appelait

ils appelaient

elle appelait

elles appelaient

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 appelé です。
直説法未来形（語幹は appelle なので、活用は以下のようになります。）
★9

単数

複数

一人称

j’appellerai

nous appellerons

二人称

tu appelleras

vous appellerez

三人称

il appellera

ils appelleront

elle appellera

elles appelleront

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 appelé です。
動詞【appeler】の例文と用法
★10 例：Il vaut mieux appeler le médecin.（お医者さんを呼んだ方がいい。）
★11 例：Appelez la police.（警察を呼んでください。）
★12 例：Ils appellent un taxi.（彼らはタクシーを呼びます。）
★13 例：Il l’appelle tous les soirs.（彼は毎晩彼女（彼）に電話します。）
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★14 例：Il m’a appelé de loin.（彼は遠くから私を呼びました。）
★15 例：Je l’appelais quand mon père est arrivé chez moi.
（父が家に着いた時、私は彼女（彼）に電話していました。）
★16 例：Il avait appelé Maïko avant d’avoir pris une douche.
（彼はシャワーを浴びる前に彼女に電話していた。）
★17 例：Je n'avais pas eu d’appel de ma mère quand elle est arrivée à la gare.
（母が駅に着いた時、私は母からの電話を受けていなかった。）
★18 例：Je t’appellerai demain.（明日君に電話するよ。）
★19 例：Il aura appelé son père à quatre heures.（4 時には、彼は父親に電話しているでしょう。）
★20 例：Paul aura appelé un taxi quand elle sera là.
（彼女がそこにいるときには Paul はタクシーを呼んでいるでしょう。）
◆【appeler＋A＋B】で「A を B と呼ぶ（名づける）」という意味になります。
★21 例：Nous appelons Evan《Samuraï》．（私たちは Evan のことをサムライと呼んでいます。）
★22 例：J’ai appelé mon premier fils Eric．（私は長男にエリックと名付けました。）
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Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

★23【時間と分】※Révisions de la partie 4 de l’élémentaire 13 (初級 13、時刻の復習)
12 時～順番に時間を読んで講師と発音練習しましょう。その後、分を 5 分から順番に読み講師と発音練習しま
しょう。

douze heures
midi（昼の 12 時）
minuit（夜の 12 時）
moins cinq

onze heures

une heure

cinq(5 分)

(5 分前)
moins dix

dix heures

deux heures

dix(10 分)

(10 分前)
moins le quart neuf heures

trois heures

et quart (15 分)

(15 分前)
moins vingt

huit heures

quatre heures

vingt(20 分)

(20 分前)
moins vingt-cinq

sept heures

(25 分前)

cinq heures

vingt-cinq(25 分)

six heures
et demi (30 分)

★24【午前の】du matin
★25【午後の】de l’après-midi
★26【夜の】du soir
【時刻に付く前置詞】について覚えましょう！
à（～に）
★27 例：Je finis mon travail à cinq heures.（私は 5 時に仕事が終わります。）
★28 例：Venez chez moi à trois heures．（3 時に私の家に来てください。）
★29 例：À quelle heure vous levez-vous d’habitude?（いつも何時に起きますか？）
de A à B（A から B まで）
★30 例：Ce magasin est ouvert de dix heures du matin à huit heures du soir.
（そのお店は午前 10 時から夜 8 時まで開いています。）
★31 例：Tu es dans ton bureau de quelle heure à quelle heure?（何時から何時までオフィスにいるの？）
vers（～ごろ）
★32 例：Je finirai mon travail vers cinq heures.（私は 5 時ごろに仕事が終わるでしょう。）
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★33 例：Venez chez moi vers midi．（お昼頃私の家に来てください。）
★34 例：Vers quelle heure partez-vous?（何時頃出かけますか？）
jusqu’à（～まで）※続いている動作（状態）の終了時刻を表す「まで」です。
★35 例：Je travaille jusqu'à six heures et demi.（私は 6 時 30 分まで働きます。）
★36 例：Jusqu’à quelle heure travailleras-tu?（君は何時まで働くの？）
avant（～までに）※期限を表す「まで」です。
★37 例：Venez chez moi avant 19h．（19 時までに私の家に来てください。）
pour（～の予定で）※期限の予定を表す場合などに使われます。
★38 例：Je finirai mon travail pour 21h.（私は仕事を 21 時には終わらせる予定です。）
★39 例：C’est pour quand, tes devoirs?（宿題、いつまでにするの？）
depuis（～から）※過去における起点を表し、過去から継続している場合に使われます。
★40 例：Il travaille continuellement depuis hier midi.（彼は昨日の昼からずっと働いている。）
à partir de（～から）※起点を表し、未来でも過去でも使われます。
★41 例：Tu seras chez toi à partir de quelle heure?（何時から家にいる？）
pendant（～間）※省略されることが多いです。
★42 例：J’ai travaillé pendant huit heures hier.（私は昨日 8 時間働きました。）
★43 例：Je travaille huit heures par jour.（私は一日に 8 時間働きます。）
★44 例：Combien d’heures a-t-il dormi cette nuit?（彼は昨日何時間寝たの？）

★45 【練習問題～Exercices～】
講師が「何時に～しますか？」や「何時間～しましたか？」など時刻に関する質問しますので、時間を表
す表現を使って答えましょう。
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）À quelle heure vous levez-vous d’habitude? → （生徒）Je me lève à sept heurs.
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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。
★46 私たちは、長女に Anne と名付けた。
★47 8 時 30 分頃には、その映画は終わっているでしょう。 ※終わっている fini（形容詞）
★48 僕は朝の 10 時 10 分前に彼女に電話しましたが、彼女はすでに家を出てしまっていました。
★49 明日のお昼には、彼女はその本を読み終えているだろうな。
★50 私たちの電車は、15：50 分に Rennes 駅に着きます。
★51 父が私に電話してきたとき、私は寝ていました。
★52 私たちが駅に着くときには、電車は出てしまうかもしれない。走ったほうがいいわ。※走る courir
★53 （Mr.A）今何時ですか？
（Mr.B）4 時 30 分です。

★54 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。
★55 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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