FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon6-2 （初級 6-2）
Il y a du vin et de l’eau. （ワインと水があります 6-2）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・【Il y a ~構文】【不定代名詞 on】について学習します。
・単語学習では、【食卓に関わる単語】について学習します。

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 6 (初級 6、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。
）

Eric：
Carole：

★1
★2

J’ai très faim. Y a-t-il quelque chose à manger?
Le repas est prêt. Maiko, qu'est-ce que tu prends
comme boisson?
Il y a du vin et de l’eau. En France, on boit du vin ou
de l’eau pendant les repas.

Maiko：

★3

Un verre de vin, s’il vous plaît.

Carole：

★4

Oui, d’accord.

Carole：

★5

Bon appétit!

Maiko：

★6

C’est bon! Vous êtes bonne cuisinière, Carole.

Eric：
Carole：

すっごくお腹空いた。何か食べるものはある？
ご飯ですよ。マイコ、何が飲みたい？
ワインと水があるわ。フランスでは、食事中ワインか水を飲むのよ。

Maiko：

（グラス 1 杯の）ワインをお願いします。

Carole：

ええ、わかったわ。

Carole：

召し上がれ！

Maiko：

美味しい！キャロルは料理上手ね！
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Partie2

～

Grammaire（文法）

～

【Il y a ~構文】【不定代名詞 on】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 (étoile sept, 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。

Il y a ~構文
Il y a ＋ 単数・複数名詞

→ ～があります。

英語で言う、There is ～もしくは There are ～にあたる構文で、「～があります。」という場合に使われます。
（y は there に相当する代名詞で性・数による変化はありません。a は動詞 avoir の三人称単数形です。）
★7 例：Il y a un hôtel près d’ici.（この近くにホテルがあります。）※près de（～の近くに）前置詞
◆「～がありません」を表す否定の表現
【Il n’y a pas +単数・複数名詞】で表します。名詞につく不定冠詞と部分冠詞は de になります。
★8 例：Il n’y a pas d’hôtel près d’ici. （この近くにホテルはありません。）
◆Il y a～構文と être の違い
Il y a～構文は、存在を伝える時に使われるのに対し、être はどこにあるかを述べる時に使います。
★9 例：Il y a un hôtel près d’ici. （この近くにホテルがあります。）
★10 例：L’hôtel est près d'ici. （そのホテルはこの近くです。）
◆よく使われる表現です。覚えましょう。
★11 Il n'y a pas de quoi.（どういたしまして）（大したことではありません）
★12 Il y a quelqu'un？（誰かいますか？（訪問時の、ごめんくださいの意））
★13 【練習問題～Exercices～】
Il y a 構文を使って、講師に自由に質問してみましょう。
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：生徒《Y a-t-il un stylo sur le bureau?》 →講師《Oui, j’en ai un.》
不定代名詞 on
不特定の人を表す場合、および日常会話で nous の代わりとして、使われます。常に主語として用いられ、動
詞は 3 人称単数形になります。
不特定の人を表す場合：「人々は」「だれかは」
★14 例：En France, on boit du vin ou de l’eau pendant les repas.（フランスでは、みんな食事中にワインか
水を飲みます）
★15 例：On vous demande au téléphone.（誰かがあなたを電話で呼んでいます＝電話ですよ。）
日常会話で nous の代わりに使う場合：「私たちは」
★16 例：On mange une tarte.（私たちはタルトを食べます。）
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★17 【練習問題～Exercices～】
講師が「●●人は～です。」や「私たちは～です。」と言いますので、主語を on に置き換えて発音して
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）Les français boivent du vin ou de l’eau pendant les repas.
→（生徒）En France, on boit du vin ou de l’eau pendant les repas.

Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

テーブルウェアに関する単語を覚えましょう！
★18：une table （テーブル、食卓）
★19：une chaise（椅子）

★20：une cuillère（スプーン）
★21 例：Je mange de la soupe avec une cuillère.
（スプーンでスープを飲む。）
★22：une fourchette（フォーク）
★23：un couteau（ナイフ）

★24：un couteau à beurre（バターナイフ）

★25：une cuillère à café（コーヒースプーン、小さじ）
★26：une cuillère à dessert（デザートスプーン、中さじ）
★27：une cuillère à soupe（スープスプーン、大さじ）
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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。
★28 この近くにホテルはありますか？
★29 あなたに電話ですよ。
★30 (Ms.A)喉が渇いた（soif）な。カフェに行かない？
(Ms.B)ええ、この近くに雰囲気のいいカフェがあるわ。※雰囲気のいいカフェ un café sympa
★31 (Mr.A)僕、お腹が空いた。
(Ms.B)私はパンを持っていますよ。
★32 （Ms.A）あなたはフランス出身ではないのですか？
（Mr.B）はい、僕はベルギー出身です。ベルギーでもフランス語を話すんですよ。
★33 (Mr.A)この近くにいいレストランはありますか？
(Ms.B)あそこにありますよ。今人気のレストランですよ。※今人気の à la mode
(Mr.A)どうもありがとうございます。
(Ms.B)どういたしまして。

★34 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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