
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon16-3 （初級 16-3） 

Nous avons été invités par elle.（私たちは彼女に招待されました 16-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・接続詞【si】【puisque】および動詞【inviter】の活用と 

 用法について学習します。 

・単語学習では、【体の一部を表す単語】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 16(初級 16、会話の復習) 

 

 

 

 

  

 

Robert： ★1 C’est avec Sophie que tu parlais au téléphone? 

Carole： ★2 Oui. En fait nous avons été invités par elle. 

Robert： ★3 C’est sympa! 

Carole： ★4 Maiko, tu as quelque chose demain soir? 

  Si tu veux, tu pourras venir chez elle avec nous. 

Maiko： ★5 Avec plaisir! 

Carole： ★6 Elle fait bien la cuisine, tu vas te régaler. 

Maiko： ★7 J’attends ça avec plaisir. J’adore la nourriture française! 

 

 

 

 

Robert： 君が電話で話していたのはソフィーかい？ 

Carole： そうよ。実はソフィーのお家に招待されたの。 

Robert： いいね！ 

Carole： マイコ、明日の夜は予定ある？ 

もし良ければ、私の妹のソフィーのお家に一緒に行きましょう。 

Maiko： 喜んで！ 

Carole： 彼女は料理上手なの、おなかいっぱい食べられるわよ。 

（＝ごちそうを食べられるでしょう。） 

 

 

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） ～ 

接続詞【si】【puisque】および動詞【inviter】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。 

 

 

 

 

接続詞【si】 

英語の ifに相当し、「もし～なら」と仮定を示す接続詞です。 

si節では直説法未来形は使えず、未来のことであっても現在形で表現します。 

★8例：S’il pleut demain, je ne sortirai pas.  

（もし明日雨が降ったら、私は出かけないでしょう。） 

★9例：Si Paul est là, faites-le rentrer chez lui.  

（もし Paulがそこにいたら、彼を家に帰らせてください。） 

※条件法という「仮定的なもの」もしくは「非現実的なもの」を表す時にも使われますが、これについては初級

17で学習します。 

接続詞【puisque】 

根拠を示す際に使う、「～なので」という意味の接続詞です。 

聞き手にとって未知の理由を述べる場合は、parce queを使います。 

★10例：Allons au parc, puisqu’il fait beau. （天気がいいので、公園に行きましょう。） 

 

【inviter】の活用 

inviterは、「～を招待する」を意味します。 

-er型第一群規則動詞です。動詞の原形が【inviter】です。  ★11 【inviter】 

直説法現在形 

★12 単数 複数  

一人称   j’invite    nous invitons 

二人称   tu invites    vous invitez 

三人称   il invite    ils invitent 

  elle invite   elles invitent 

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 invitéです。 

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

★13 単数 複数  

一人称   j’invitais    nous invitions 

二人称   tu invitais    vous invitiez 

三人称   il invitait    ils invitaient 

  elle invitait  elles invitaient 

直説法大過去形 

講師が「★8 (lisez, étoile,huit)」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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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 invitéです。 

直説法未来形（語幹は inviteなので、活用は以下のようになります。） 

★14 単数 複数  

一人称  j’inviterai  nous inviterons 

二人称  tu inviteras  vous inviterez 

三人称  il invitera  ils inviteront 

 elle invitera  elles inviteront 

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 invitéです。 

動詞【inviter】の例文と用法 

★15例：J’invite des amis à dîner.（私は友達をディナーに招待します。） 

★16例：Une amie nous a invités à son mariage.（友人が僕たちを結婚式に招待してくれた。） 

★17例：Ma fille a été invitée par son amie.（私の娘は友達から招待されている。） 

★18例：Il m’invitait à une soirée dansante.（彼は私をダンスパーティーに招待していました。） 

★19例：J’avais déjà été invité chez un ami avant qu’il m’ait invité. 

（彼が私を招待するより前に、私は友人の家にすでに招待されていました） 

★20例：Nous inviterons nos parents chez nous.（私たちは両親を家に招待するでしょう。） 

★21例：Quand nous serons invités à leur mariage, nous les appellerons pour les féliciter. 

（私たちが彼らの結婚式に招待されたら、彼らにお祝いの電話をするつもりだ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 
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体の一部を表す単語を覚えましょう！  

 

 

 

 

 ★22 la peau（肌） 

 

                                                                 ★23 les bras（腕）            

                                                                 ★24 les coudes（肘）             

                                                                 ★25 les mains（手） 

                                                                 ★26 les doigts（指）             

                                                                 ★27 les ongles（爪） 

       

                    

 

          ★28 les jambes（脚）            

 

            ★29 les genoux（ひざ） 

             

 

            ★30 les pieds（足） 

   

 

 

                           

★31 【練習問題～Exercices～】 

     講師が講師の体の一部を指して「これは何ですか？」と質問しますので、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）(肌を指して) Comment cela s’appelle-t-il? →（生徒）C’est la peau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ましょう。 

★32 私は Lucieを私たちの結婚式に招待します。 

★33 私は、明日のパーティに友達から招待されています。 

★34 もし明日晴れたら、早起きして動物園に行きましょう。 ※早起きする se lever tôt 

★35 君がそこにいなかったから、僕は家に帰ったんだ。 ※~に帰る rentrer à 

★36 （Mr.A）どうして何も言わなかったんですか？ 

 （Mr.B）彼に彼の将来についてよく考えさせたかったからよ。 

※～についてよく考える réfléchir à  ※将来 un avenir 

★37 昨晩のパーティに彼から招待されていたのは、あなただったんですね。 

※夜のパーティ une soirée 

 

 

★38 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。 

  

 

★39 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。 


