
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon2-1 （初級 2-1） 

C’est ta chambre.                                          

（ここがあなたのお部屋です。2-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ・初級 2－1では、会話文の練習と【簡単な疑問文】 

 【命令・勧誘文】について学習します。 
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Partie 1 ～La conversation（会話）～ 

いよいよマイコのフランス生活がはじまります。まずはお部屋に案内されました。 

 

Le séjour de Maïko en France commence. La famille d’accueil lui ont montré sa chambre.  

 

Le professeur se contente d’indiquer l’endroit où commencer la lecture,(Par exemple ★1 : lisez étoile  

Carole： ★1 C’est ta chambre. 

Maiko： ★2 Merci beaucoup! Elle est très bien, cette chambre. 

Carole： ★3 Tu veux prendre une douche? 

Maiko： ★4 Oui. 

Carole： ★5 Viens avec moi. 

 

 

 

 

 

 

 

Partie2 ～ Nouveaux mots（新しい単語） ～ 

 

 

 

  

□ 

 

ta                    あなたの 

□ 

 

chambre（f） 部屋 

□ 

 

ce                   それ、これ、あれを表す指示代名詞。C’estは Ce+estがエリジオンした形です。 

     Carole： ここがあなたのお部屋よ。 

        Maiko： どうもありがとう！いいお部屋ね。 

        Carole： シャワーを浴びたい？ 

        Maiko： はい。 

        Carole： ついていらっしゃい。 

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。） 

※ A apprendre seul après le cours（自習用） 
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□ 

 

bien よい 

□ 

 

cette（f） 指示形容詞 ce（この、その、あの）の女性単数形 

□ 

 

veux vouloir（英語の wantに相当）の直説法現在形の活用形 

□ 

 

prendre 英語の takeまたは getに相当。 

ここでは、（シャワーを）浴びるの意味で使われる。 

□ 

 

douche シャワー 

□ 

 

viens venir（英語の comeに相当）の直接法現在形の活用形 

□ 

 

avec ～と一緒に（前置詞） 

□ 

 

moi 私（強調形人称代名詞） 

 

Partie3 ～ Grammaire（文法） ～ 

簡単な疑問文・命令文・勧誘文の作り方を学びましょう。 

 

（Le professeur se contente d’indiquer l’endroit où commencer la lecture,(Par exemple ★6 : lisez étoile 

six.）et écoute attentivement la prononciation de l’élève. Après, le professeur prononce chaque mot  

 

疑問文（La phrase interrogative） 

フランス語の疑問文は、主に 3通りの作り方があります。②・③については初級 3で詳しく学びます。 

【話し言葉】 ① 主語＋動詞＋～↗？ 

平叙文の語順のまま、文末のイントネーションを上げて読みます。 

★6例：Vous voulez du vin? (あなたはワインが欲しいですか？) 

【話し言葉】 ② est-ce que＋主語＋動詞＋～↗？ 

主語＋動詞の文頭に est-ce que(qu’)をつけます。初級 3で詳しく学びます。 

例：Est-ce que vous voulez du vin? (あなたはワインが欲しいですか？) 

【書き言葉】 ③ 動詞‐主語 ＋～↗？ 

主語と動詞を倒置させます。（倒置した動詞と主語の間に‐を入れます。）初級 3で詳しく学びます。 

例：Voulez-vous du vin?  (あなたはワインが欲しいですか？) 

命令文・勧誘文（La phrase impérative et la proposition） 

英語と同様、主語の tu、nous、vousを除くことで命令や勧誘を表します。 

tuの活用形は「～しなさい」という強い命令形、nousの活用形は「～しましょう」という英語の Let’sに相当する

勧誘の表現、vousの活用形は「～してください」という丁寧な命令形になります。 

 

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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① 命令の表現「～しなさい」（La phrase impérative） 

「～しなさい」という強い命令を表す場合、動詞は tuの活用形を用います。 

Tu prends ce train.（きみはその電車に乗る）→★7 Prends ce train.（その電車に乗りなさい） 

◆但し、‐er規則動詞、aller、ouvrir（開ける）型動詞のみ、語末の sは省略されます。 

Tu vas chez le dentiste.（君は歯医者に行く）→★8 Va chez le dentiste.（歯医者に行きなさい） 

②依頼の表現「～してください」（Un conseil ou l’ordre） 

「～してください」という丁寧な命令（依頼）を表す場合、動詞は vousの活用形を用います。 

vous prenez ce train.（あなたはその電車に乗る）→★9 Prenez ce train.（その電車に乗ってください） 

③勧誘の表現「～しましょう」(Une proposition) 

「～しましょう」という勧誘（英語の Let’sに相当）を表す場合、動詞は nousの活用形を用います。 

nous prenons ce train.（私たちその電車に乗る）→★10 Prenons ce train.（その電車に乗りましょう） 

特別な形をとる動詞 

être、avoir、savoirのみ、命令形では特別な活用をします。 

  命令（通常 tuの活用） 勧誘（nousの活用） 依頼（通常 vousの活用） 

être(ある、いる)  ★11  sois   ★12  soyons  ★13  soyez 

avoir(持つ)  ★14  aie   ★15  ayons  ★16  ayez 

savoir(知る)  ★17  sache   ★18  sachons  ★19  sachez 

Vous avez du courage.（あなたは勇気を持っている。） 

→★20 Ayez du courage.（勇気を出してください） 

Tu es gentil avec ta mère.（君は母親に優しい） 

→★21 Sois gentil avec ta mère.（母親に優しくしなさい） 

 

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。 

★22 その電車に乗りなさい。  

★23 その電車に乗りましょう。  

★24 その電車に乗ってください。  

★25 あなたはその電車に乗っていますか？  

★26 勇気を出しなさい。  

★27 勇気を出しましょう。  

★28 勇気を出してください。  

★29 母親に優しくしなさい。  

★30 彼は母親に優しいですか？  

★31 あなたはワインが欲しいですか？  

 

★32 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。 


