
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon4-2 （初級 4-2） 

Qu’est-ce que vous aimez ?                          

（あなたの趣味は何ですか 4-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・好きを表す動詞【adorer】【préférer】の活用について 

 学習します。 

・単語学習では、【趣味～スポーツ 2～】に関わる単語を 

 学習します。 
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Partie 1 ～ La conversation（会話） ～ 

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 4 (初級 4、会話の復習) 

 

 

 

 

 

Suzanne： ★1 Qu’est-ce que vous aimez? 

Maiko： ★2 J’aime la musique. 

Suzanne： ★3 Quel genre de musique aimez-vous? 

Maiko： ★4 J’adore le classique. Et vous? 

Suzanne： ★5 Moi, je préfère le jazz. 

 

 

 

Suzanne： 趣味は何ですか？ 

Maiko： 音楽が好きです。 

Suzanne： どんなジャンルの音楽が好きですか？ 

Maiko： クラシックが大好きよ。あなたは？ 

Suzanne： 私は、ジャズの方が好きよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） ～ 

好きを表す動詞【adorer】【préfèrer】の直説法現在形の活用を学習します。 

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。 

 

 

 

 

好きを表す動詞【aimer】【adorer】【préférer】について（【aimer】は初級 4－1で学習） 

【adorer】の直接法現在形の活用 

大好きである、熱愛する、崇める、の意味の動詞です。 

第一群規則動詞のひとつです。動詞の原形が【adorer】です。  ★6 【adorer】 

 単数 複数  

一人称 ★7  j’adore ★11    nous adorons 

二人称 ★8  tu adores ★12    vous adorez 

三人称 ★9  il adore ★13    ils adorent 

★10  elle adore ★14   elles adorent 

★15例：J’adore le classique.（私はクラシックが大好きです。） 

★16例：J’adore les chats.（私は猫が大好きです。） 

★17 【練習問題～Exercice～】 

講師がランダムに主語代名詞を言いますので、主語＋動詞+ le classique.で「○○はクラシック音楽が

大好きです」と答えてください。 

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。 

【préférer】の直接法現在形の活用 

préfèrerは、英語の prefer と同様「～より好む」の意味の動詞です。 

第一群規則動詞とほぼ同じ活用をしますが、変形の第一群動詞と位置付けられており、アクサン記号に注意

が必要です。動詞の原形が【préférer】です。  ★18 【préférer】 

 単数 複数  

一人称 ★19  je préfère ★23   nous préférons 

二人称 ★20  tu préfères ★24   vous préférez 

三人称 ★21  il préfère ★25   ils préfèrent 

★22  elle préfère ★26  elles préfèrent 

★27例：Je préfère le jazz.（私はジャズの方が好きです） 

「ＢよりもＡの方が好きである」という表現 

S+【préférer】+Ａ à Ｂ.（àはＡの属詞） 

★28例：Je préfère le jazz à la musique classique.（私はクラシックよりもジャズが好きです。） 

「～するほうが良い」という表現 

S+【préférer】+【不定詞（動詞の原形）】+～.  

目的語に不定詞を伴うと、「～することの方が好ましい」という表現になります。  

★29例：Je préfère prendre une douche.（私はシャワーを浴びる方がいい。） 

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。 
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★30 【練習問題～Exercice～】 

講師がランダムに主語代名詞を言いますので、主語＋動詞+ le jazz à la musique classique.で「○○

はクラシックよりもジャズの方が好きです」と答えてください。 

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。 

 

Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

趣味に関する単語を覚えましょう！～Qu’est-ce que vous aimez?～ 

 

 

【Les sports～スポーツ 2～】 

 

★31：le golf（ゴルフ）         

★32例：J’aime le golf.（ゴルフ（そのもの）が好きです。） 

★33例：J’aime faire du golf.（ゴルフをすることが好きです。） 

 

 

★34：le yoga（ヨガ）         

★35例：J’aime le yoga.（ヨガ（そのもの）が好きです。） 

★36例：J’aime faire du yoga.（ヨガをすることが好きです。） 

 

★37：le jogging（ジョギング）         

★38例：J’aime le jogging.（ジョギング（そのもの）が好きです。） 

★39例：J’aime faire du jogging.（ジョギングをすることが好きです。） 

 

 

 

★40：le cyclisme（サイクリング、自転車競技）         

★41例：J’aime le cyclisme .（サイクリングが好きです。） 
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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。 

★42  私の両親は、ゴルフよりサイクリングの方が好きです。 

★43 （M.A）君はバスケットボール好き？ 

（M.B）僕はバスケットボールよりサッカーの方が好きだな。 

★44 （Mme.A）犬と猫のどちらが好きですか？ 

（Mme.B）犬の方が好きです。 

★45 彼女はフランス語で話すのが好きです。 

★46 彼らはうさぎ（オス 1匹：lapin）を飼っています。彼らは動物が大好きです。  

      ※動物 les animaux 

 

★47 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。 

 

 


