
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon17-3 （初級 17-3） 

S'il ne pleuvait pas, j’irais au parc.                            

（雨でなければ公園に行けたのに 17-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・動詞【demander】【entendre】の活用と用法について 

 学習します。 

・単語学習では、【動物に関する単語】について 

 学習します。 
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Partie 1 ～ La conversation（会話） ～ 

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 17 (初級 17、会話の復習) 

 

 

 

 

 

Eric： ★1 Ah, s'il ne pleuvait pas, j’irais au parc. 

Suzanne： ★2 Ne sois pas déçu. Papa t’emmènera à l’aquarium.  

  Maman a demandé à papa s’il pouvait t’y emmener. 

Eric： ★3 C’est vrai? 

  （Eric va au salon） 

Eric： ★4 Suzanne a dit que papa allait m’emmener à l’aquarium. 

Carole： ★5 Ah, tu avais déjà entendu. 

 

 

Eric： あーあ、雨が降ってなければ公園に行けたのにな。 

Suzanne： がっかりしないの。パパが水族館に連れて行ってくれるわよ。 

ママがパパにあなたを連れていけないかって聞いてたわ。 

Eric： ほんと？ 

 （エリックはリビングに行き…） 

Eric： パパが水族館に連れて行ってくれるってスザンヌが言ってた！ 

Carole： まぁ、もう聞いたの。 

 

 

 

 

 

 

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。） 
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Partie2 ～ Grammaire（文法） ～ 

動詞【demander】【entendre】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。 

 

 

 

 

【demander】の活用 

demander は、英語の ask に相当し、「～を頼む、尋ねる、求める」を意味します。再帰代名詞 se を伴い、「自

問する」という意味もあります。 

動詞+(à 人)+de+不定詞 で「（人に）～して欲しいと言う。」（話法の転換で学習したものです。） 

動詞+à+不定詞 で「（自分が）～することを求める、～したいと言う」という意味です。 

-er型第一群規則動詞です。動詞の原形が【demander】です。  ★6 【demander】 

 

直説法現在形 

★7 単数 複数  

一人称   je demande    nous demandons 

二人称   tu demandes    vous demandez 

三人称   il demande    ils demandent 

  elle demande  elles demandent 

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 demandéです。 

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

★8 単数 複数  

一人称   je demandais    nous demandions 

二人称   tu demandais    vous demandiez 

三人称   il demandait    ils demandaient 

  elle demandait  elles demandaient 

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 demandéです。 

直説法未来形（語幹は demande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 demanderai  nous demanderons 

二人称  tu demanderas  vous demanderez 

三人称  il demandera  ils demanderont 

 elle demandera  elles demanderont 

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 demandéです。 

 

講師が「★6 (lisez, étoile,six)」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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条件法現在（語幹は demande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 demanderais  nous demanderions 

二人称  tu demanderais  vous demanderiez 

三人称  il demanderait  ils demanderaient 

 elle demanderait  elles demanderaient 

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 demandéです。 

動詞【demander】の例文と用法 

★11例：Une amie m’a demandé un crayon.（友人は私に鉛筆を貸してくれと頼んだ。） 

★12例：Il demandait à partir.（彼は帰りたいと言っていた。） 

★13例：J’avais demandé ce livre à une librairie.（私はその本を本屋さんに（すでに）注文していた。） 

★14例：Il me demandera de venir chez lui.（彼は私に彼の家に来てほしいと頼むでしょう。） 

★15例：Ils auront demandé du vin lorsqu’ils mangeront le fromage.  

（彼らはチーズを食べる頃にはワインを注文しているでしょう。） 

★16例：Je demanderais à ta mère de venir chez moi. 

（あなたのお母さんに家に来ていただくよう頼みたいのですが） 

★17例：Si je l’avais su, je ne lui aurais pas demandé 

（もし私がそのことを知っていたなら、彼に頼まなかったのに。） 

 

【entendre】の活用 

entendre は、英語の hear に相当し、「～が聞こえる、～を理解する」を意味します。再帰代名詞 se を伴い、

「仲がいい、理解し合う」という意味もあります。 

動詞+不定詞 で「～するのが聞こえる。」という意味です。そのほかの用法については、初級 15 の知覚動詞

を参照。 

不規則動詞です。動詞の原形が【entendre】です。  ★18【entendre】 

直説法現在形 

★19 単数 複数  

一人称   j’entends    nous entendons 

二人称   tu entends    vous entendez 

三人称   il entend    ils entendent 

  elle entend  elles entendent 

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 entenduです。 

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

★20 単数 複数  

一人称   j’entendais    nous entendions 

二人称   tu entendais    vous entendiez 

三人称   il entendait    ils entendaient 

  elle entendait  elles entendaient 
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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 entenduです。 

直説法未来形（語幹は entendなので、活用は以下のようになります。） 

★21 単数 複数  

一人称  j’entendrai  nous entendrons 

二人称  tu entendras  vous entendrez 

三人称  il entendra  ils entendront 

 elle entendra  elles entendront 

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 entenduです。 

条件法現在（語幹は entendなので、活用は以下のようになります。） 

★22 単数 複数  

一人称  j’entendrais  nous entendrions 

二人称  tu entendrais  vous entendriez 

三人称  il entendrait  ils entendraient 

 elle entendrait  elles entendraient 

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 entenduです。 

動詞【entendre】の例文と用法 

★23例：J’entends mal.（よく聞こえません。） 

★24例：Tu entends bien le professeur?（先生の言うことがよく聞こえますか？） 

★25例：Il a entendu sa fille jouer du piano.（彼は娘がピアノを弾いているのが聞こえた。） 

★26例：Elle n’entendait pas qu’il pleuvait.（彼女は雨が降っていたのが聞こえていなかった。） 

★27例：J’avais entendu les oiseaux chanter avant qu’ils aient quitté leur nid. 

（鳥が巣立つ前、私は鳥が囀っていたのを聞いた。） 

★28例：Tu entendras des gens faire la fête près de chez toi la semaine prochaine. 

（来週お祭りの音が家の近くで聞こえるだろう。） 

★29例：Ils se seront entendus jusqu’à ce moment-là.（その頃には、彼らは理解し合っているだろう。） 

★30例：Il a dit qu’il t’entendrait même si tu rentrais tard. 

（たとえ君が遅く帰ってきたとしても、君に（君の物音に）気づくだろう、と彼は言った。）  

★31例：Si vous aviez été là, vous l’auriez entendu chanter. 

（もしあなたがそこに居たら、彼女が歌うのが聞こえたのに。） 
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Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

動物に関する単語を覚えましょう！ 

動物は、動物の性により名詞の性が変わりますが、一部には男性形もしくは女性形のみの動物もいます。また、

子どもの動物は、多くが男性名詞です。 

日本語 オス メス 子～ 

ネズミ ★32 un rat ★33 une rate  

ハムスター ★34 un hamster   

パンダ ★35 un panda   

羊 ★36 un mouton、un bélier ★37 une brebis ★38 un agneau 

豹 ★39 un léopard   

豚 ★40 un porc ★41 une truie ★42 un cochonnet.  un porcin 

モグラ  ★43 une taupe  

山羊 ★44 un bouc ★45 une chèvre ★46 un chevreau 、 une 

chevrette 

ライオン ★47 un lion ★48 une lionne  

ラクダ ★49 un chameau ★50 une chamelle  

リス ★51 un écureuil   

 

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。 

★52 よく聞こえません。 

★53 私の声が（言うことがよく）聞こえますか？ 

★54 Adrianはその本を本屋さんに注文しました。 ※本屋さん une librairie 

★55 彼はその時、雨が降っていたのが聞こえていなかった。 ※その時 à ce moment-là 

★56 私の父は私に、誰と一緒に中国に行くのか聞きました。 

★57 彼らは私に、赤いドレスを着た女性が私の姉妹なのか、と尋ねました。 

★58 子供たちは私たちに、次の日曜日に動物園に行きたいと言いました。  

★59 私が君を呼んでいたのが聞こえなかったの？何度も呼んだのに。※何度も plusieurs fois 

 

 

★60 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。 

 

 

★61 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。 


