FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon14-4 （初級 14-4）
Je viens d’arriver au café. （カフェに着いたところです。14-4）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・動詞【attendre】について学習します。
・単語学習では、【よく使われる序数詞の表現】に
ついて学習します。

Partie 1

～

La conversation（会話）～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 14 (初級 14、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。
）

Sophie：

★1

Carole! Quelle bonne surprise!

Carole：

★2

Sophie! Qu’est-ce que tu fais ici?

Sophie：

★3

Je vais chez une amie qui habite au deuxième étage de cet
immeuble.

Carole：

★4

Ah, bon. À plus! Bon après-midi!

Sophie：

★5

Merci, à toi aussi.

Carole：

★6

（elle téléphone à Suzanne）Allô. Je viens d’arriver au café.

Suzanne：

★7

Nous allons arriver. Tu peux nous attendre un peu ?

Sophie：

キャロル！ なんて偶然なの！

Carole：

まぁ、ソフィー！ここで何してるの？

Sophie：

その建物の 3 階に住んでいるお友達のお家に行くところなの。

Carole：

そうなのね。またね。良い午後を。

Sophie：

ありがとう、あなたもね。

Carole：

（スザンヌに電話かけて）もしもし。カフェに着いたところよ。

Suzanne：

私たちはもうすぐそこに着くわ。少し待っててもらえる？
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Partie2

～

Grammaire（文法）

～

動詞【attendre】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 (étoile, huit ,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。

【attendre】の活用
attendre は、英語の wait に相当する動詞で、「待つ、期待する」を表します。
★8 【attendre】

不規則動詞です。動詞の原形が【attendre】です。
直説法現在形の活用
★9

単数

複数

一人称

j’attends

nous attendons

二人称

tu attends

vous attendez

三人称

il attend

ils attendent

elle attend

elles attendent

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 attendu です。
直説法半過去形の活用(語幹は attend なので、活用は以下のようになります。)
★10

単数

複数

一人称

j’attendais

nous attendions

二人称

tu attendais

vous attendiez

三人称

il attendait

ils attendaient

elle attendait

elles attendaient

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 attendu です。
直説法未来形（語幹は attend なので、活用は以下のようになります。）
★11

単数

複数

一人称

j’attendrai

nous attendrons

二人称

tu attendras

vous attendrez

三人称

il attendra

ils attendront

elle attendra

elles attendront

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 attendu です。
動詞【attendre】の例文と用法
★12 例：Je vous attends au café.（カフェでお待ちしています。）
★13 例：Il attend son tour. （彼は彼の順を待ちます。）
★14 例：Excusez-moi de vous avoir fait attendre.（お待たせしてすみません。）
★15 例：J’attends sous la pluie depuis une heure.（私は雨の中 1 時間待っています。）
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★16 例：Mes parents attendent beaucoup de moi.（私の両親は私にとても期待しています。）
★17 例：J’ai attendu une heure sous la pluie.（私は雨の中 1 時間待ちました。）
★18 例：Il attendait son père devant la gare à ce moment-là.（その時彼は駅前で彼の父を待っていまし
た。）
★19 例：J’avais attendu ma mère une demi-heure quand elle est arrivée à la gare.
（母が駅に着いた時、私は 30 分母を待っていた。）
★20 例：J’attendrai chez moi demain.（明日、家で待っているよ。）
★21 例：Il aura attendu trois heures avant de rencontrer le médecin.
（彼が医者にかかるまで、３時間待つだろう。）
◆【attendre＋de＋不定詞】【attendre＋que＋節（接続法）】で「（主語が）～するのを待つ」という意味になり
ます。
★22 例：Nous attendons qu’il nous appelle．（私たちは、彼が私たちを呼ぶのを待っている。）
★23 例：Il attend que Paul vienne chez lui．（彼は、Paul が家に来るのを待っています。）
※Vienne は venir の接続法現在です。接続法は初級 19 で学習します。

Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

【よく使われる序数詞の表現】を覚えましょう。
A：建物の階数を表す序数詞
【1 階（グランドフロア）】★24 le rez-de-chaussée
【2 階】★25 le premier étage
【3 階】★26 le deuxième étage
【4 階】★27 le troisième étage
【地下 1 階】★28 le premier sous-sol
【地下 2 階】★29 le deuxième sous-sol
【地下 3 階】★30 le troisième sous-sol
★31 例：Je suis au premier étage.（私は 2 階にいます。）
B：日付の 1 日を表す。
フランスでは、1 日のみ序数詞の le premier を使います。2 日以降は、通常の数字（基数字）を使います。
★32 例：Nous sommes le premier mars.（今日は 3 月 1 日です。）
★33 例：Nous sommes le deux mars.（今日は 3 月 2 日です。）
★34 例：Je pars le premier juillet.（私は 7 月 1 日に出発します。）
C：～世紀は「序数詞＋siècle」で表します
★35 例：Il est né au seizième siècle.（彼は 16 世紀に生まれた。）
D：～世は 1 世のみ序数詞で表します。2 世以降は基数字を使います。
★36 例：Alexandre Ier.（アレクサンドル 1 世）
★37 例：Louis XIV.（ルイ 14 世。）
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★38 【練習問題～Exercices～】
※Révisions de la partie 3（Leçon de vocabulaire） de l’élémentaire 14 (初級 14、序数詞の復習)
講師がチャットに数字を記入しますので、序数詞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）（チャットに記入）15 → （élève）quinzième

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。
★39 彼は雪の中、30 分も電車を待っていました。 ※雪の中 sous la neige
★40 私はこのアパートの 5 階に住んでいるフランス人の女子学生に会いました。※会う voir（過去分詞 vu）
★41 お待たせしてすみません。
★42 ここで（私を）待っていてください。
★43 私が家に着いた時、私の娘は一人で私を待っていました。 ※一人で seul(e)
★44 明日電車が駅に着くとき、僕は駅前で君を待っているよ。
★45 机の上にある本を取ってください。
★46 少し（私を）待っていてくれますか？ かばんを取ってきます。 ※少し un peu

★47 B：講師があなたに「昨日何をしましたか？（Qu'avez-vous fait hier ?）」と質問します。
講師にあなたが昨日何をしていたのか話してみましょう。
あなたの話を聞き、講師がいくつか質問しますので、答えてください。
※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。
★48 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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