
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon9-4 （初級 9-4） 

Tu ressembles à ta mère. （お母さんに似ていますね 9-4） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・【tout】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。 
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Partie 1 ～ La conversation（会話） ～ 

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

 

 

 

 

 

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： 彼女たちが妹たち？ 

Maiko： そうよ。 

Suzanne： 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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） ～ 

【tout】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。 

 

 

 

 

【tout】（すべての、全て、全体） 

英語の allに相当し、形容詞、副詞、代名詞、名詞としてよく使われる単語です。 

 単数 複数 ※tous は通常[tu]と発音しますが、代名詞として用いる場

合は[tus]と発音します。 男性形 ★7 tout ★8  tous 

女性形 ★9 toute ★10  toutes 

代名詞としての tout  

◆男性単数形 toutを用いて、「すべて」「なんでも」「全部」という意味で使われます。 

★11例：Tout va bien.（万事順調である。） 

★12例：L’argent est tout pour lui.（彼にとってお金は全てである。） 

★13例：Les métros, les trains, tout est en retard.（地下鉄も列車も全て遅れている。） 

★14例：Je lui dis tout.（私は彼にすべてを話します。） 

※toutが不定詞の目的語になる場合、toutは不定詞の前に置きます。 

★15例：Je veux tout manger.（私は全部食べたい。） 

※複合過去や大過去など助動詞を伴う場合は、toutは助動詞の後に置きます。 

★16例：Je lui ai tout dit.（私は彼にすべてを話しました。） 

◆複数形 tous と toutesを用いて、既知の人や物を指して「すべての人」「すべての物」という意味で使われま

す。 

★17例：Ce sont mes amies. Toutes sont étudiantes.（こちらは私の友達です。みんな学生です。） 

◆複数形 tous と toutesを用いて、人称代名詞と同格に「～全員」という意味で使われます。 

主語および目的語どちらと同格であっても、tous、toutesは動詞の後に置かれます。 

★18例：Ils sont tous Japonais.（彼らは全員日本人です。） 

★19例：Je les connais tous.（私は彼らを全員知っています。） 

★20例：Ils sont tous partis.（彼らはみんな出ました。） 

◆よく使われる表現 

★21 avant tout （まず第一に） 

★22 entre tous(toutes) （とりわけ） 

★23 tout à fait （全く、完全に） 

★24 C’est tout.  （それで全部です。それだけのことです。） 

名詞としての tout 

男性名詞として、「全体」「合計」「最も大切なこと」という意味で使われます。 

★25例：Regarde tout.（全体を見なさい） 

 

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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形容詞としての tout 

◆単数形 tout と toute を用いて、【tout ＋ 冠詞（所有形容詞） ＋ 名詞】で「すべての～」「～全体」「全くの

～」「大量の～」を意味します。後に続く名詞の性により形が変わります。 

★26例：Je travaille toute la journée.（私は一日中働きます。） 

★27例：Il est tout le portrait de son père.（彼は彼の父親のまさしく生き写しだ。） 

★28例：C’est toute une affaire.（これはまさしく問題だ。(＝大変な問題)） 

 

◆複数形 tous と toutes を用いて、【tous ＋ 冠詞（所有形容詞） ＋ 名詞】で「すべての～」「～全部」「～毎

に」「大量の～」を意味します。後に続く名詞の性により形が変わります。 

★29例：J’ai tous ces livres.（私はそれらの本を全部持っています。） 

★30例：Tous les trois sont sortis.（3人とも外出しています。） 

★31例：Je travaille tous les jours.（私は毎日働いています。） 

★32例：Qu’est-ce que tu vas faire de tous ces stylos?（それらのペンを全部何に使いたいのですか？＝こん

な大量のペンをどうするのですか？） 

 

◆【tout ＋ 無冠詞名詞】で「すべての～」「まったくの～」「完全な～」「～全体」を意味します。後に続く名詞

の性・数により形が変わります。 

★33例：Tout homme a des points faibles.（人は全て欠点を持っている。） 

★34例：En toute franchise, je n’accepte pas le projet.（率直に言って（全くの素直さで）、私はその計画を認

めていません。） 

★35例：D’ici, on voit tout Tokyo.（ここから東京全体が見渡せます。）※tout＋都市名で使われます。 

 

◆よく使われる用法 

【tout de[en] …】（…で満ちた） 

★36例：Cette robe est toute de soie.（そのドレスはシルク 100％です。） 

【pour tout(e) …】（唯一の…として） 

★37例：Elle a pour tout bijou une bague.（彼女は唯一のアクセサリーとして指輪を持っています。＝彼女の

アクセサリーは指輪だけです。） 

 

副詞としての tout 

◆形容詞や副詞、前置詞句などを伴い、「まったく～」「とても～」という意味で使われます。原則 tout を用い

る。(性数変化しない) 

★38例：Tu es tout jeune.（君はとても若い。） 

★39例：Ils sont tout contents.（彼らはとても満足しています。） 

★40例：Un café est tout prés de chez moi.（私の家のすぐ近くにカフェがあります。） 

★41例：Elle est tout intelligente.（彼はとても聡明である。） 

 

◆但し、toutは子音または有音のｈで始まる女性形容詞の前でのみ性数変化をします。 

★42例：Elle est toute jeune.（彼女はとても若い。） 
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◆副詞と代名詞の違い 

副詞が女性形で性数変化をする場合、toutが代名詞として使われているのか、副詞として使われているのか

文脈上でしか判断できない場合があります。 

★43例：Elles sont toutes belles.   

     →toutesを副詞と捉える場合：彼女たちはとても美しい。 

     →toutesを代名詞と捉える場合：彼女たちはみんな美人である。 

参考：Ils sont tout jeunes.（彼らはとても若い）   →toutは性数変化していないので、副詞と判断できます。 

 

Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

 

◆特徴を尋ねる場合は、疑問副詞 commentを使います。 

★44例：Comment est le professeur?（その先生はどんな人ですか？） 

 

◆【主語＋avoir＋体の一部】を使っても表現することができます。 

 

A 体 

★45 corps（m） 

★46例：Il a un corps d’athlète.  

（彼は（アスリートのような）引き締まった体をしている。） 

 

 

 

B 髪の毛 

★47 cheveux（男性複数） 

★48例：Elle a les cheveux longs.（彼女は髪が長い。） 

★49例：Elle a les cheveux courts.（彼女は髪が短い。） 
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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。 

 

★50私の母は、私の友人はみんな優しい子たちだと言います。  

★51その話は全部本当です。※話 une histoire 

★52そのワイシャツは綿 100%です。 ※ワイシャツ une chemise  綿 coton 

★53私はとても満足しています。※満足な content. 

★54 ここから、パリ全体を見渡せます。 ※～が見える voir（活用：il voit） 

 

 

★55 B：以下の写真は、家族写真で（父、母、息子、娘）です。家族を紹介してみましょう。 

また、講師が質問した場合は、答えてみましょう。 

※質問が難しい場合は 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★56 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。 

 

 

 

 


