FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon19-2 （初級 19-2）
Je doute que le DVD existe. （その DVD があるか分からない。）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・動詞【penser】【recommander】の活用と用法について
学習します。
・単語学習では、【家の中の単語】について学習します。

Partie 1 ～ La conversation（会話） ～
※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 19 (初級 19、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

Maiko, as-tu un film japonais à me recommander ?

Maiko：

★2

Je te conseille les films du Studio Ghibli.

Suzanne：

★3

Ce sont les films de Miyazaki? J’ai déjà vu «mon voisin
TOTORO» et « ARRIETTY ».

Maiko：

★4

« Le château dans le ciel » est le meilleur film que j’aie
jamais vu.
Je doute que le DVD existe en français.

Suzanne：

★5

Les films de Miyazaki sont populaires en France aussi. Et
si on en regardait un demain soir?

Maiko：

★6

Ca serait sympa. En regardant les films en français, je
pense que je pourrai bien progresser. Il faut que
j’apprenne plus de vocabulaire!

Suzanne：

★7

Je pense que je peux en acheter un au supermarché près
de l’école.
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Suzanne：
Maiko：

おすすめの日本映画はある？
私は、ジブリ映画が好きよ。

Suzanne：

宮崎監督の映画のことね。私は「隣のトトロ」と「借り暮らしアリエッティ」を見たわ。

Maiko：

私が今まで観た中で一番好きな映画は「天空の城ラピュタ」よ。フランス語の DVD
があるかわからないけど。

Suzanne：
Maiko：

宮崎監督映画はフランスでも人気よ。明日の夜、一緒にフランス語で見ない?
それいいね！フランス語で見たら、上達すると思うわ。もっとボキャブラリーを学ば
ないと！

Suzanne：

Partie2

～

学校の近くのスーパーマーケットで買えると思う。

Grammaire（文法）～

動詞【penser】【recommander】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。
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。

【penser】の活用
penser は、英語の think に相当し、「考える、思う」「～だと思う」「～のことを考える、思う」を意味します。
≪penser+à A（名詞、不定詞）≫で「A について考える」
≪penser+不定詞≫で「～しようと思う」
≪penser+que 直説法≫で「～だと思う」
≪penser+A de B≫で「B について A だと思う」
-er 型第一群規則動詞です。動詞の原形が【penser】です。助動詞は avoir です。
直説法現在
★8

単数

複数

一人称

je pense

nous pensons

二人称

tu penses

vous pensez

三人称

il pense

ils pensent

elle pense

elles pensent

直説法複合過去形
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複合過去形で用いる助動詞は avoir です。過去分詞は pensé です。
直説法半過去形の活用(語幹は pens なので、活用は以下のようになります。)
★9

単数

複数

一人称

je pensais

nous pensions

二人称

tu pensais

vous pensiez

三人称

il pensait

ils pensaient

elle pensait

elles pensaient

直説法大過去形
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 pensé です。
直説法未来形（語幹は pense なので、活用は以下のようになります。）
★10

単数

複数

一人称

je penserai

nous penserons

二人称

tu penseras

vous penserez

三人称

il pensera

ils penseront

elle pensera

elles penseront

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 pensé です。
条件法現在（語幹は pense なので、活用は以下のようになります。）
★11

単数

複数

一人称

je penserais

nous penserions

二人称

tu penserais

vous penseriez

三人称

il penserait

ils penseraient

elle penserait

elles penseraient

条件法過去
条件法過去で用いる助動詞は avoir（条件法現在の活用）です。過去分詞は pensé です。
接続法現在（語幹は pens なので、活用は以下のようになります。）
★12

単数

複数

一人称

que je pense

que nous pensions

二人称

que tu penses

que vous pensiez

三人称

qu’il pense

qu’ils pensent

qu’elle pense

qu’elles pensent

接続法過去
接続法過去で用いる助動詞は avoir（接続法現在の活用）です。過去分詞は pensé です。
現在分詞
現在分詞は pensant です。
動詞【penser】の例文と用法
★13 例：Je pense comme vous. （私はあなたと同じ考えです。（＝あなたのように考える））
★14 例：Pense à autre chose. （他のことを考えなさい。）
★15 例：Elle pense à son avenir. （彼女は将来について考えます。）
★16 例：Je pensais qu’il s’en souvenait. （私は彼がそれを知っていると思っていました。）
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★17 例：Il a pensé à divorcer. （彼は離婚について考えました。）
★18 例：J’avais pensé qu’il habitait toujours au Japon.
（私は彼がまだ日本に住んでいると思っていました。）
★19 例：Si Paul ne l’avait pas demandé, je n’y aurais pas pensé.
（もし Paul がそれについて頼まなければ、僕はそれについて考えてはいなかったのに。）
★20 例：J’ aurais dû y penser avant. （もっと前に考えていたらなぁ。）
★21 例：Je marchais en pensant à ce projet. （私はその企画について考えながら歩いていた。）
★22 例：Il est nécessaire que l’on pense à son avenir. （私たちは将来について考える必要がある。）
※que l’on の l’ は qu’on となる場合に発音を調整するために入れられることがあります。

【recommander】の活用
recommander は、英語の recommend に相当し、「～を勧める、推奨する、忠告する」を意味します。再帰代
名詞 se を伴い、「～を引き合いに出す」という意味もあります。
≪動詞+A+(à 人)≫ で「人に A を推薦する」
≪動詞+(à 人)+de+不定詞≫ で「人に～するよう勧める」
≪動詞+que+接続法≫ で「～することを勧める」
という意味になります。
-er 型第一群規則動詞です。よく使われる直説法現在形と過去分詞をここに載せますが、そのほかの時制、
法についても使えるようにしておきましょう。
直説法現在形
★23

単数

複数

一人称

je recommande

nous recommandons

二人称

tu recommandes

vous recommandez

三人称

il recommande

ils recommandent

elle recommande

elles recommandent

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 recommandé です。
直説法半過去形の活用(語幹は pens なので、活用は以下のようになります。)
★24

単数

複数

一人称

je recommandais

nous recommandions

二人称

tu recommandais

vous recommandiez

三人称

il recommandait

ils recommandaient

elle recommandait

elles recommandaient

直説法大過去形
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 recommandé です。
直説法未来形（語幹は recommande なので、活用は以下のようになります。）
★25

単数

複数

一人称

je recommanderai

nous recommanderons

二人称

tu recommanderas

vous recommanderez

三人称

il recommandera

ils recommanderont
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elle recommandera

elles recommanderont

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 recommandé です。
条件法現在（語幹は recommande なので、活用は以下のようになります。）
★26

単数

複数

一人称

je recommanderais

nous recommanderions

二人称

tu recommanderais

vous recommanderiez

三人称

il recommanderait

ils recommanderaient

elle recommanderait

elles recommanderaient

条件法過去
条件法過去で用いる助動詞は avoir（条件法現在の活用）です。過去分詞は recommandé です。
接続法現在（語幹は recommand なので、活用は以下のようになります。）
★27

単数

複数

一人称

que je recommande

que nous recommandions

二人称

que tu recommandes

que vous recommandiez

三人称

qu’il recommande

qu’ils recommandent

qu’elle recommande

qu’elles recommandent

接続法過去
接続法過去で用いる助動詞は avoir（接続法現在の活用）です。過去分詞は recommandé です。
現在分詞
現在分詞は recommandant です。
動詞【recommander】の例文と用法
★28 例：Qu’est-ce que vous me recommandez comme dessert? （デザートでは何がお勧めですか？）
★29 例：Je lui ai recommandé de ne pas trop manger. （私は彼女に食べ過ぎないよう忠告した。）
★30 例：Un ami me recommandait souvent des livres. （友人はよく本を私に勧めていた。）
★31 例：Un médecin recommanderait à Paul de faire de l’exercice.
（医者は Paul に運動をするよう勧めるだろう。）
★32 例：Anne n’a pas acheté ce livre bien que ses sœurs le lui aient recommandé,
（Anne は彼女の姉妹たちがその本を勧めたにも関わらず、それを買わなかった。）
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Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

家に関する単語を覚えましょう！
★33 un séjour（リビング）
★34 un salon（リビング、客間）
★35 une chambre（部屋、寝室）
★36 例：Je loue un appartement avec un séjour et une chambre.
（私はリビングと寝室のあるアパートを借ります。）
★37 un escalier（階段）
★38 例：Je monte l’escalier.（階段を上る）
★39 例：Je descends l’escalier.（階段を降りる）

★40 une porte（ドア）
★41 例：J’ouvre la porte.（ドアを開ける）
★42 例：Je ferme la porte.（ドアを閉める）

★43 une fenêtre（窓）
★44 un rideau（カーテン）
★45 例：J’ouvre la fenêtre.（窓を開ける）
★46 例：Je ferme la fenêtre.（窓を閉める）
★47 une véranda（ベランダ）
★48 un balcon（バルコニー）

★49 un jardin（庭）
★50 例：Je m’occupe du jardin.（園芸をする）
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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。
★51 君の将来について、考えなさい。
★52 デザートは何がお勧めですか？
★53 私は来週ニースに行きます。何かお勧めはありますか？
★54 あなたは何を(=何について)考えているんですか？
★55 その小説はとても面白いと思う、と彼女は私に言いました。
★56 今日彼は来ると思いますか？
★57 私は、彼女は試験に合格できないと思います。 ※試験に合格する réussir ses examens

★58 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。
★59 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。
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