FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon4-3 （初級 4-3）
Qu’est-ce que vous aimez ?
（あなたの趣味は何ですか 4-3）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・【疑問形容詞「quel」】について学習します。
・単語学習では、【趣味～スポーツ～】に関わる単語を
学習します。

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 4 (初級 4、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

Qu’est-ce que vous aimez?

Maiko：

★2

J’aime la musique.

Suzanne：

★3

Quel genre de musique aimez-vous?

Maiko：

★4

J’adore le classique. Et vous?

Suzanne：

★5

Moi, je préfère le jazz.

Suzanne：
Maiko：
Suzanne：
Maiko：
Suzanne：

趣味は何ですか？
音楽が好きです。
どんなジャンルの音楽が好きですか？
クラシックが大好きよ。あなたは？
私は、ジャズの方が好きよ。
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Partie2

～

Grammaire（文法）

～

疑問形容詞「quel」ついて学びましょう。
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「★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。

疑問形容詞【quel】les déterminants interrogatifs
英語の what、which に相当し、「何」「だれ」「どんな」「どの」「いくつの」などを表す場合に、疑問形容詞 quel
を使います。修飾する名詞の数と性別により変化します。
通常【quel】は文頭に置かれ、主語と動詞は倒置します。
疑問形容詞

男性単数

女性単数

男性複数

女性複数

★6 quel

★7 quelle

★8 quels

★9 quelles

quel を使うのは以下の場合です。
1. être の属語として使い、主語が名詞の時。
※但し、主語が代名詞の場合は、que または qu’est-ce que を使います。（初級 4-4「疑問代名詞（属語
の方法）」参照）
★10 例：Quel est votre numéro de téléphone?（あなたの電話番号は何ですか？）
2. 付加形容詞として、～+名詞で「いくつの～」「どんな～」を尋ねるとき。
★11 例：Quel genre de musique aimez-vous?（どんなジャンルの音楽が好きですか？）
★12 例：Quel âge a-t-il?（彼は何歳ですか？）
★13 例：Quels sports d’été pratiquez-vous ?（どんなマリンスポーツをしていますか？）
★14 例：Quelles cuisines préférez-vous ?（どんな料理が好きですか？）
3. 感嘆を表し、なんと…なんだ！と表現するとき。
★15 例：Quel dommage!（なんと残念なんだ！）
★16 例：Quelle belle maison !（なんて素敵なお家なの！）
◆上記 2 の付加形容詞としての用法の場合、主語と動詞を倒置させないことがあります。
★17 例：Vous aimez quel genre de musique? （どんなジャンルの音楽が好きですか？）
★18 【練習問題～Exercices～】
疑問形容詞【quel】を使って、講師に自由に質問してみましょう。
また、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《Quelle musique aimez-vous?》 →講師《J’aime le jazz. 》
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Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

趣味に関する単語を覚えましょう！～Qu’est-ce que vous aimez?～
【Les sports～スポーツ 3～】
★19：le ski（スキー）
★20 例：J’aime le ski.（スキー（そのもの）が好きです。）
★21 例：J’aime faire du ski.（スキーをすることが好きです。）

★22：le snowboard（スノーボード）
★23 例：J’aime le snowboard.（スノーボード（そのもの）が好きです。）
★24 例：J’aime faire du snowboard.（スノーボードをすることが好きです。）

★25：le patinage（スケート）
★26 例：J’aime le patinage.（スケート（そのもの）が好きです。）
★27 例：J’aime faire du patinage.（スケートをすることが好きです。）

★28：les sports d’ été（マリンスポーツ）
★29 例：J’aime les sports d’ été.（マリンスポーツ（そのもの）が好きです。）
★30 例：J’aime faire des sports d’ été.（マリンスポーツをすることが好きです。）

★31 【練習問題～Exercices～】
講師が「どんなスポーツが好きですか？」と聞きますので、初級 4-1、4-2、4-3 で覚えた単語を使って答
えてみましょう。
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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。
★32 (Mme.A)あなたは何歳ですか？
(Mme.B)私は 28 歳です。
★33 (Mme.A)犬と猫のどちらが好きですか？
(Mme.B)犬の方が好きです。
★34 (Mme.A)それらの花（fleur）は何ですか？
(Mme.B)バラ（rose）です。
★35 (Mme.A)Eric はどんなジャンルの音楽が好きですか？
(Mme.B)彼はクラシックが好きです。
★36 (Mme.A)君はフランス映画（le cinéma français）は好き？
(Mme.B)はい。
(Mme.A)どんな映画（film）が好きなの？
(Mme.B)「Intouchables（最強のふたり）」が大好きです。
※cinéma は芸術ジャンルとしての映画そのもの、film は映画 1 本 1 本の作品を言います。

★37 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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