
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon7-2 （初級 7-2） 

Combien êtes-vous dans vorte famille ?                  

（あなたは何人家族ですか？7-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・【身分・職業の冠詞】【疑問副詞】について学習します。 

・単語学習では、【家族に関わる単語】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 7 (初級 7、会話の復習) 

 

 

 

 

 

Eric： ★1 Combien êtes-vous dans votre famille? 

Maiko： ★2 Nous sommes six：mes parents, mon grand frère, mes deux  

  petites sœurs  et moi. 

Robert： ★3 Qu’est-ce que ton père fait? 

Maiko： ★4 Mon père est ingénieur. Ma mère est professeur de piano. 

Robert： ★5 Où habitent-ils? 

Maiko： ★6 Mes parents et une de mes petites sœurs habitent à Kyoto, 

  au Japon.  

  Mon grand frère et mon autre petite sœur habitent à 

 
  

 
Tokyo. 

 

 

 

Eric： 何人家族なの？（vousを使っているので丁寧な表現です） 

Maiko： 6人よ。両親と、兄と 2人の妹と私。 

Robert： お父さんは何をしているのかい？ 

Maiko： 私の父は、エンジニアです。母は、ピアノの先生をしています。 

Robert： ご家族はどこに住んでいるの？ 

Maiko： 両親と妹は日本の京都に住んでいます。兄ともう一人の妹は、東京に住ん

でいます。 

 

 

 

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） ～ 

【身分・職業の冠詞】【疑問副詞(1)】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。 

 

 

 

 

冠詞のつかない属性名詞 

職業、身分、国籍などを表す属性名詞には、冠詞は付きません。 

★7例：Mon père est ingénieur. （私の父はエンジニアです。） 

★8例：Ma mère est professeur de piano.（私の母は、ピアノの先生です。） 

★9例：Elle est étudiante.（彼女は学生です。） 

◆冠詞が必要な場合 

C’est構文の後では冠詞が必要になります。 

★10例：C’est un ingénieur. （あの人はエンジニアです。） 

疑問副詞 (adverbe interrogatif) 

「いつ？「どこ？」「なぜ？」「どのように？」「いくつの？」を表す場合、疑問副詞を用います。 

一般的に、書き言葉では＜疑問詞+動詞+主語？＞がよく使われますが、話し言葉では＜主語＋動詞＋疑問

詞？＞がよく使われます。また、話し言葉で＜疑問詞＋est-ce que+主語+動詞？＞が使われることもありま

す。 

（「なぜ？」「どのように？」「いくつの？」は初級 7－3、7－4、で学習） 

 

【quand】いつ？ 

時間を尋ねる疑問詞は quand で、英語の whenに相当します。 

例：★11Quand partez-vous?（いつ出発しますか？） 

＝★12Quand est-ce que vous partez? 

＝★13Vous partez quand? 

◆前置詞＋疑問副詞を用いた様々な表現 

★14例：Depuis quand apprenez-vous le français?（あなたはいつからフランス語を学んでいますか？） 

★15 【練習問題～Exercices～】 

「いつ？」を尋ねる疑問代名詞 quandを使って、講師に自由に質問してみましょう。 

※講師の返答は、時制が現在形ではない場合があります。時制形については初級 11 以降で学習し

ますので、今は時の表現に合わせて動詞部分が変形することだけ意識しておきましょう。 

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《Depuis quand apprenez-vous le français?》  

         →講師《J’apprends le français depuis quatre ans.》 

 

 

 

講師が「★7 (étoile sept, 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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★16 【練習問題～Exercices～】 

講師が「いつ？」を尋ねる疑問代名詞 quandを使って質問しますので、答えましょう。 

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：講師《Depuis quand apprenez-vous le français?》  

         →生徒《J’apprends le français depuis quatre ans.》. 

【où】どこ？ 

場所を尋ねる疑問詞は oùで、英語の whereに相当します。 

例：★17Où habite-t-elle?（彼女はどこに住んでいますか？） 

＝★18Où est-ce qu’elle habite? 

＝★19Elle habite où? 

◆動詞が êtreの場合、代名詞で受ける倒置はできません。 

誤）Où la gare est-elle? →★20正）Où est la gare?（駅はどこですか？） 

◆前置詞＋疑問副詞を用いた様々な表現 

★21例：D’où venez-vous?（ご出身はどちらですか？（＝どこから来ていますか？）） 

★22例：Jusqu’où allez-vous?（どこまで行きますか？） 

★23 【練習問題～Exercices～】 

「どこ」を尋ねる疑問詞 Où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《Où habites-tu?》  

         →講師《J’habite à tunis, capital de la Tunisie.》 

 

★24 【練習問題～Exercices～】 

講師が「どこ」を尋ねる疑問詞 Oùを使って質問しますので、答えましょう。 

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：講師《Où habites-tu?》  

         →生徒《J’habite à tunis, capital de la Tunisie.》 
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Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

家族に関わる単語を覚えましょう！ 

moi（私）を基準とした家系図です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★40 【練習問題～Exercices～】 

講師に自分の親戚を紹介してみましょう。また、それに対して講師も質問しますので、答えましょう。 

例：（生徒）J’ai une nièce. C’est la fille de ma sœur.   

（講師）Quel âge a-t-elle? 

（生徒）Elle a 5 ans. 
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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。 

★41（Mr.A）どちらのご出身ですか？ 

（Mr.B）私はボルドーの出身です。 

★42 （Ms.A）彼はいつ出発するの？ 

（Mr.B）今日出発します。 

★43（Mr.A）今どこにいるの？ ※今maintenant 

（Mr.B）家に居るよ。 

★44（Mr.A）君はフランス語がとっても上手だね。いつからフランス語を勉強しているの？ 

（Mr.B）3年くらい前からです。※約 environ 

★45（Mr.A）あなたのお兄さんは何歳ですか？ 

（Mr.B）35歳です。 

（Mr.A）お兄さんは何をしているのですか？ 

（Mr.B）兄は大学で数学の先生をしています。※数学 mathématiques 

★46（Ms.A）あの人は誰ですか？ 

（Ms.B）Paulの叔母さまよ。 

（Ms.A）とっても綺麗な方ね。 

 

 

★47 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。 


