FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon10-3 （初級 10-3）
Elle est la plus grande de tes sœurs .
（彼女は姉妹の中で一番背が高い）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・【比較級】【最上級】について学習します。
・単語学習では、【容姿に関する表現】について学習します。
・章末の練習問題 B で家族や友人の写真が必要になります。
手元に写真を用意して授業を始めてください。
（★45 参照）

L’élève doit préparer des photos de sa famille ou
ses ami(e)s pour les dernières exercices（★45）

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 10 (初級 10、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

Est-ce qu’elle est la plus jeune de tes sœurs?

Maiko：

★2

Non, elle est la plus âgée.

Carole：

★3

Ta plus jeune sœur est la plus grande de tes sœurs.

Maiko：

★4

C’est pourquoi on les confond souvent.

Suzanne：

★5

Ton père a l’air très gentil.

Maiko：

★6

Oui,
il est indulgent envers nous, surtout avec ma plus jeune sœur.

Suzanne：

彼女が姉妹の中で一番年下ですか？

Maiko：

いいえ、彼女は、この子より年上よ。

Carole：

一番下の妹は、姉妹の中で一番背が高いのね。

Maiko：

なので、彼女たちは良く間違われます。

Suzanne：
Maiko：

お父さんとっても優しそうね。
ええ、父は私たちに甘いんです、特に一番下の妹には。
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Partie2

～

文法（Grammaire）

～

【比較級】【最上級】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「★7 (lisez, étoile,sept))」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。

比較の表現
【比較級】comparatif
～より…である。を表す時に使う表現です。…に入る形容詞は、主語の性および数に一致します。…に入る副
詞は変化しません。que の後の人称代名詞は強調形になります。
優等比較（～よりもっと…だ）plus + adjectif/adverbe + que…

plus ＋ 形容詞・副詞 ＋ que ～
★7 例：Je suis plus grand(e) que lui.（私は、彼より背が高いです。）
◆但し、形容詞の bon（よい、優れた）および副詞の bien（上手に、順調に、立派に）、beaucoup（たくさんの）
は、plus をつけずに特別な形を作ります。
誤）plus bon(nne) →正）meilleur(e)
★8 例：Elle est meilleure que moi en anglais.（彼女は私よりも英語が得意です。）
誤）plus bien →正）mieux
★9 例：Elle chante mieux que moi.（彼女は私よりも歌が上手です。）
◆動詞に対する優等比較をする場合は、beaucoup の比較級に相当する plus をそのまま用いて表現します。
誤）plus beacoup →正）plus
★10 例：Elle aime les fraises plus que les pommes.（彼女はりんごよりもイチゴのほうが好きです。）
劣等比較（～よりもっと…でない） moins + adjectif/adverbe + que…

moins ＋ 形容詞・副詞 ＋ que ～
★11 例：Je suis moins âgé(e) que lui.（私は、彼より年下です。）
◆動詞に対する劣等比較をする場合は、peu の比較級に相当する moins をそのまま用いて表現します。
誤）moins peu →正）moins
★12 例：Elle travaille moins que son frère.（彼女は彼女の兄よりも勉強しない。）
同等比較（～と同じくらい…だ）aussi + adjectif/adverbe + que…

aussi ＋ 形容詞・副詞 ＋ que ～
★13 例：Je suis aussi âgé que lui. （私は、彼と同年配です。）
★14 例：Marchez aussi vite que vous pouvez. （できるだけ早く歩きなさい。）
【最上級】superlatif
…の中で最も～である。を表す時に使う表現です。～に入る形容詞は、主語の性および数に一致します。副
詞は変化せず、定冠詞 le(la,les)は、常に le を用います。
優等最上級（～の中で最も…だ）Le(la, les) plus + adjectif/adverbe + de…

le(la,les)

plus ＋ 形容詞・副詞 ＋ de ～

★15 例：Elle est la plus grande de la famille. （彼女は家族の中で一番背が高いです。）
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◆但し、形容詞の bon（よい、優れた）および副詞の bien（上手に、順調に、立派に）は、plus をつけずに特別
な形を作ります。
誤）plus bon(nne) →正）meilleur(e)
★16 例：Elle est la meilleure de la classe en anglais.（彼女はクラスで一番英語が得意です。）
誤）plus bien →正）mieux
★17 例：C’est elle qui chante le mieux dans le groupe.（グループの中で一番歌が上手なのは彼女です。）
◆動詞に対する優等最上級を表す場合は、beaucoup の比較級に相当する plus をそのまま用いて表現しま
す。
誤）plus beacoup →正）plus
★18 例：De tous les fruits, c’est les fraises qu’elle aime le plus.
（彼女はその果物の中でイチゴが一番好きです。）
劣等最上級（～の中で最も…でない）
le(la,les) moins ＋ 形容詞・副詞 ＋ de ～
★19 例：Elle est la moins âgée de la famille.（彼女は家族の中で一番年下です。）
◆動詞に対する劣等最上級を表す場合は、peu の比較級に相当する moins をそのまま用いて表現します。
誤）moins peu →正）moins
★20 例：De ses trois frères, c’est lui qui travaille le moins.（彼は３兄弟の中で一番勉強しない。）
名詞の数量に関する比較級と最上級
名詞の数量を比較するときは、名詞の前に plus de（優等）、moins de（劣等）、autant de（同等）をつけます。
最上級の時は、plus および moins の前に le（この le は変化しません）を置きます。
【優等比較】
★21 例：Ma sœur aînée a plus de robes que moi.（姉は、私より服をたくさん持っています。）
【劣等比較】
★22 例：Ma petite sœur a moins de robes que moi（妹は、私よりも服が少ないです。）
【同等比較】
★23 例：Ma plus jeune sœur a autant de robes que moi.（一番下の妹は、私と同量の服を持っています。）
【優等最上級】
★24 例：De nous toutes, c’est ma sœur aînée qui a le plus de robes.（姉は、姉妹の中で最も多くの服を持
っています。）
【劣等最上級】
★25 例：De nous toutes, c’est ma petite sœur qui a le moins de robes.（妹は、姉妹の中で最も服が少ない
です。）
★26 【練習問題～Exercices～】
以下の写真を見ながら、講師が「2 人の名前」もしくは「1 人とグループ」を言いますので、比較級や最
上級を使ってそれらの関係を表現してみましょう。
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。
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A

【la famille Durand】

＜身長の比較＞

Adolf
David

例：（講師）Adolf et sa famille

Gabrielle

→

（生徒）Adolf est le plus grand de la famille.

Lucie
B

【le groupe A】
11ans 10ans

8ans

＜年齢の比較＞

9ans 10ans

例：（講師）Laura et Julie
→（生徒）Julie est plus âgée que Laura.

Marie Emilie

Laura

Zoé

Julie

C

【Les filles】

Lucie
e

＜荷物（袋）の量の比較＞
例：（講師）Sophie et Chloé

Luci

→ （ 生 徒 ） Sophie a moins de
sacs que Chloé.

Anne

Sophie

Chloé

Lucie
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Partie3

～

単語学習（Leçon de vocabulaire）

～

性格や特徴を表す表現を覚えましょう！
◆「…は●●な人である。」は、 ＜主語+être+形容詞＞ または ＜C’est un homme +形容詞(＝de+名詞).＞
(男性 un homme、女性 une femme 、複数
des gens)
「…は●●のようである。」は ＜主語+avoir l’air 形容詞(＝de+名詞).＞ で表すことができます。
※この時、形容詞の性・数は主語の性・数に一致します。

A 誇る
★27 fier（m）、★28 fière（f）
★29 例：Je suis fière de son succès.（私は彼の成功を誇りに思う。）
★30 例：Il a l’air fier.（彼は誇らしげだ。）
B 恥ずかしい
★31 honteux（m）、★32 honteuse（f）
★33 avoir honte de（…が恥ずかしい）
★34 例：Il a l’air honteux.（彼は恥ずかしそうだ。）
★35 例：J’ai honte de parler devant le public.（私は人前で話すのが恥ずかし
い。）
C 優しい
★36 tendre
★37 例：Elle est très tendre avec les personnes âgées.
（彼女はお年寄りにとても優しい。）

★38 【練習問題～Exercices～】
以下の絵を見て、「彼（彼女）は●●のようです。」と言ってみましょう。
A

B

C

D
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Partie4

～

練習問題（Exercices）

～

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 冬は、昼より夜のほうが長い。※冬 hiver
★40 僕は彼ほどたくさんの CD を持ってはいないけれど、50 枚以上はあります。
彼は僕たちの中で一番たくさん持っているんだ。 ※私たちの中で d’entre nous
★41 僕の父は、スポーツの中で一番サッカーが好きだ、と言います。
僕は、父ほどサッカーが好きではありません。
★42 できるだけ早くお返事をください。
★43 私は英語ほど上手にフランス語を話せない。
★44 最近、私の両親は以前よりよく旅行に出かけます。 ※以前 avant
★45 （Mr.A）その棚の上の、一番大きな箱を取ってもらえる？ ※箱 une boîte

※棚 une étagère

（Mr.B）どれですか？
（Mr.A）左側の古い箱です。
★46 彼女が私たちの中で一番よく食べます。でも、彼女が一番細いです。
★47 彼女は、パリが世界で最も美しい街だ、といいます。 ※街 une ville
★48 春は一年の中で最高の季節です。 ※春 le printemps

★49 B：【家族や友人の写真を手元に用意してください。画面上のカメラに写しながら話しましょう。カメラがない
場合は写さなくて大丈夫です。】
写真に写っている家族や友人について、紹介してみましょう。これまでに学習した表現を使いながら、でき
る限りたくさんの情報を伝えてみましょう。（発音や表現に間違いがある場合は、講師はチャットを使いな
がら指摘しますので、間違いを恐れず伝えたいことを伝えてみましょう。）
講師も質問をしますので、質問が分からない場合は 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。
★50 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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