FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon15-3 （初級 15-3）
Je lui ai fait ranger sa chambre. （彼に部屋を片付けさせました 15-3）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・【所有代名詞】【指示代名詞 celui】について学習します。
・単語学習では、【服装を表す単語】について学習します。

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 15 (初級 15、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。
）

Suzanne：

★1

Tiens, c’est Eric et Robert qui courent là-bas!
(Les filles vont vers Eric et Robert.)

Robert：

★2

Alors Maiko, tu t’es bien amusée?

Maiko：

★3

Oui, j’ai pu acheter tout ce dont j’avais besoin. Et cette
ville est très belle.
Nous t’avons acheté un cahier, Eric. Voici mon cahier
et voilà le tien.

Eric：

★4

Quel joli cahier !! Merci, c’est très gentil, Maiko.

Carole：

★5

Qu’est-ce que tu as fait après?

Robert：

★6

J’ai réparé le robinet dans la cuisine pendant que j’ai fait
ranger sa chambre à Eric. Après quoi, je l’ai laissé faire du
roller dans le parc.
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Suzanne：

エリックが走っているのが見えるわ！
（ロバートとエリックのところに行き…）

Robert：
Maiko：

それでマイコ、楽しかったかい？
ええ。必要なものすべて買えたわ。そしてとっても素敵な街ね。
エリックにノートを買ったよ。これが私のノートで、これがあなたのよ。

Eric：

すごくきれいなノートだね！どうもありがとう、マイコ。

Carole：

私が出かけた後、何をしていたの？

Robert：

エリックに部屋の片づけをさせている間に、
私はキッチンの水道の蛇口を修理したよ。
その後、公園でエリックにローラスケートをさせていたんだよ。

Partie2

～

Grammaire（文法）

～

【所有代名詞】【指示代名詞 celui】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「★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。

所有代名詞 (Pronoms possessifs)
所有代名詞とは、「所有形容詞+名詞」に代わる代名詞で、単語の繰り返しを避けるために用いられます。常
に定冠詞を伴い、表す名詞の性数および所有する名詞の性数により変化します。
所有者
一人称

単数

複数

名詞の性・数

単数

複数

単数

男性

★7 le mien

★9 les miens

★19 le nôtre

私のもの

私たちのもの

★21 les nôtres

★8 la mienne

★10 les

★20 la nôtre

私たちのもの

私のもの

miennes

私たちのもの

私のもの
女性

複数

私のもの
二人称

男性

★11 le tien

★13 les tiens

★22 le vôtre

君のもの

あなた(たち)のもの

★24 les vôtres

★12 la tienne

★14 les tiennes

★23 la vôtre

あなた(たち)のもの

君のもの

君のもの

あなた(たち)のもの

君のもの
女性
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三人称

男性
女性

★15 le sien

★17 les siens

★25 le leur

彼/彼女のもの

彼/彼女のもの

彼ら/彼女らのもの

★27 les leurs

★16 la sienne

★18 les siennes

★26 la leur

彼ら/彼女らのもの

彼/彼女のもの

彼/彼女のもの

彼ら/彼女らのもの

★28 例：Mes livres sont plus lourds que les tiens.（私の本は君のものよりも重い。）
★29 例：Voici mon verre et voilà le vôtre.（これが私のグラスで、それがあなたのグラスです。）
★30 例：Ma maison est moins grande que la sienne.（私の家は彼女のものよりも小さい。）
★31 例：Son père parle avec le mien.（彼の父は私の父と話している。）
★32 【練習問題～Exercices～】
講師が 2 つ以上の同じ単語の入った文を言いますので、2 つ目以降の同じ単語を所有代名詞を使っ
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）Voici mon verre et voilà votre verre. → （生徒）Voici mon verre et voilà le vôtre.

指示代名詞 celui (Pronom démonstratif)
単語の繰り返しを避ける為に使われる指示代名詞として celui があります。冠詞はつかず、名詞の性数により
変化します。補足語を伴い「～のもの（人）」という意味で使われます。
名詞の性・数

単数

複数

男性

★33 celui

★35 ceux

女性

★34 celle

★36 celles

◆「A（固有名詞）のもの」を表す際に「celui de A」で使われます。
★37 例：Mes livres sont plus lourds que ceux de Lucie.（私の本は君のものよりも重い。）
◆「～するもの」を表す際に「celui + 関係代名詞」で使われます。
★38 例：Son auto est plus rapide que celle que j’ai achetée .（彼の車は私が買ったものより速い。）
★39 例：Cette idée est meilleure que celle dont il t’a parlé.
（その考えは彼が君に話したものより優れている。）
◆近くのものや後者を指して celui-ci、遠くのものや前者をさして celui-là という複合形をとることがあります。
★40 例：J’ai deux livres. Vous voulez lire celui-ci ou celui-là?
（私は 2 冊の本を持っています。あなたはこれかあれどちらが読みたいですか？）
★41 例：Jean a appelé Mike. Celui-ci est venu tout de suite.
（ジャンはマイクを呼びました。後者（=マイク）はすぐに来ました。）
★42 【練習問題～Exercices～】
講師が 2 つ以上の同じ単語の入った文を言いますので、2 つ目以降の同じ単語を代名詞を使って言
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 Voici mon verre et voilà le verre de Paul. →（生徒）Voici mon verre et voilà celui de Paul.
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Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

洋服に関する単語を覚えましょう！
主語+【mettre】+ ～.

で「○○は～を着る（履く、身に付ける）。」を表します。

主語+【enlever】+ ～.

で「○○は～を脱ぐ（外す）。」を表します。

主語+【porter】+ ～.

で「○○は～を着ている（履いている、身に付けている）。」を表します。

フランス語

日本語

例

★43 une chaussette

靴下

★44 J’enlève mes chaussettes.（私は靴下を脱ぐ）

★45 un collant

タイツ、ストッ

★46 J’enfile un collant.（私はストッキングを履く）

キング
★47 une chaussure

★48 Je mets mes chaussures.（私は靴を履く）

靴

★49 Je cire des chaussures.（私は靴を磨く）
★50 une botte

ロングブーツ

★51 une bottine（ハーフブーツ）、★52 des boots（ショートブーツ）

★53 une sandale

サンダル

★54 Je chausse des sandales.（私はサンダルを履く）

★55 【練習問題～Exercices～】
講師が写真を見て「○○は何を履いていますか？」と質問しますので、着ている服を言ってみましょう。
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。
A

B
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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。
★56 あなたのために手帳を買いました。これがあなたのものですよ。 ※手帳 un agenda
★57 私の家と Maiko の（家）は、16 区にあります。 ※～区 序数詞+arrondissement
★58 （Mr.A）このコップは誰のですか？

※コップ verre

（Mr.B）君のだよ。
★59 シェフは(彼の)お菓子職人にケーキを作らせた。
★60 私は彼女が歌っているのが聞こえた。

★61 B：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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