
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon12-2 （初級 12-2） 

J’irai faire des courses （買い物に行くつもりです 12-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・【直説法単純未来】について学習します。 

・単語学習では、【学習道具に関する単語】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 12(初級 12、会話の復習) 

 

 

 

 

 

Carole： ★1 Qu’est-ce que tu fais aujourd'hui ? 

Maiko： ★2 J'irai acheter des fournitures nécessaires pour mon école. 

Suzanne： ★3 C'est une bonne idée. Je t’emmènerai dans un bon magasin  

  pour les acheter. 

Maiko： ★4 Merci. Ça me fait plaisir! 

Carole： ★5 N'oublie pas d'envoyer un colis pour ta tante． 

Suzanne： ★6 Ah oui! J’avais oublié.  

 

 

 

 

Carole： 今日は何をするの？ 

Maiko： 学校で必要なものを買いに行くつもりです。 

Carole： いいね！私がそれらを買うのにいいお店に連れて行ってあげるわ！ 

Maiko： ありがとう。嬉しいわ！ 

Carole： おばさんに小包を送るのも忘れないでね。 

Maiko： そうだった、忘れるところだったわ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） ～ 

【直説法大過去】【直説法単純未来】および動詞【emmener】【oublier】【envoyer】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。 

 

 

 

 

フランス語の未来形 

フランス語には、以下 2つの表現を用いて、未来を表現します。 

初級 12では、直説法単純未来形を学びましょう。 

 

1、 直説法単純未来形 futur simple 

未来の出来事について表す場合に用います。 

Je lui dirai la vérité.（私は彼（彼女）に本当のことを言うつもりです。） 

（但し、予定や約束などのすぐ後に確実に起こる未来を断定的に述べる場合は現在形を用います。 

 ※J’arrive dans 10 minutes!（10分以内に着くよ！）） 

2、 直説法前未来 futur antérieur de l’indicatif 

未来のある時点よりも以前に完了するであろう動作を表します。 

Le train sera parti quand j'arriverai à la station. （私が駅に着くころには、その電車は出てしまっている

だろう。） 

 

直説法単純未来形 futur simple 

英語の willや shallを用いた用法に相当し、確定の持てない未来の出来事について表す場合に用います。 

●未来に起こるであろうことを表す「～するだろう」という単純な未来（英語の will） 

のほかにも、 

●1人称を主語として、自分がこれから行うこと「～することになると思う」という意思 

 ※ただし、意思が明確な場合は現在形で表します。「～します」 

●2人称を主語として、柔らかい依頼「～してほしい」 

●3人称を主語として、未来の憶測「～であろう」 

を表す場合があります。これらの使い分けは文脈上で判断します。 

主語 + 動詞（単純未来形）+ ～ 

 

 

直説法未来形の作り方 

直説法現在形の原形から、語尾の r以降を抜いたものを語幹とし、主語に応じた語尾を付けます 

未来形 単数 複数  

一人称  －rai  －rons 

二人称  －ras  －rez 

三人称  －ra  －ront 

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。 
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例えば、aimerの場合、語幹は aimeになります。aimerの直説法単純未来形の活用は、 

未来形 ★7 単数 複数  

一人称  j’aimerai  nous aimerons 

二人称  tu aimeras  vous aimerez 

三人称  il aimera  ils aimeront 

 elle aimera  elles aimeront 

◆但し、不規則動詞は特別な語幹になるものが多くあります。活用は同じです。 

これは覚えるしかありませんが、代表的なものをいくつかあげます。 

●主語により語尾の活用が必要な動詞（語幹のみを記載） 

活用表はありませんが、主語＋活用形で講師と発音練習してみましょう。 

★8être（である）→se ★9avoir（持つ）→au ★10aller（行く）→i  ★11pouvoir（～できる）→pour 

★12venir（来る）→viend ★13vouloir（欲しい）→voud ★14envoyer（送る）→enver    

★15devoir（～しなければならない）→dev  ★16voir（見える）→ver  ★17recevoir（受け取る）→recev 

★18savoir（知っている）→sau    

●主語に非人称の ilのみがくる動詞 

pleuvoir（雨が降る）→★19il pleuvra   falloir（必要である）→★20il faudra  

valoir（値打ちがある）→★21il vaudra 

★22例：Vous aimerez le film.（その映画気に入ると思います。） 

★23例：Vous m'appellerez ce soir.（今夜電話してくださいね。） 

★24例：Il pleuvra demain.（明日雨が降るでしょう。） 

★25 【練習問題～Exercices～】 

講師が現在形の文（肯定文、疑問文、否定文）を言いますので、未来形にしてみましょう。 

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。 

例：（講師）Le train part.   → （生徒）Le train partira. 

 

 

Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

文房具に関する単語を覚えましょう！ 

 

★26：un cahier（ノート）         

★27例：J’écris dans un cahier.（私はノートに書く） 

 

 

 

★28：une note（メモ） 

★29：un cahier de notes（メモ帳） 

★30例：Je prends des notes.（私はメモします） 
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★31：un post-it（付箋） 

 

 

 

 

★32：des ciseaux（はさみ） 

★33例：Je coupe un ruban avec des ciseaux.（私はテープにはさみを入れ

る） 

 

 

 

★34：une agrafeuse（ホチキス）、 

★35：une agrafe（ホチキスの針）、 

★36：agrafer（ホチキスでとじる） 

 

 

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。 

 

★37 明日、私は友達たちと DVD を買いに行くつもりです。  

★38 私の両親は火曜日に私の家に来るでしょう。 

★39 私は来年パリに行くつもりです。 

★40 来週、友達（女性、一人）が家に来るでしょう。私たちはケーキを作るつもりです。 

★41 午後は雨になりそうね。 

★42 僕は来週の日曜日その美術館にいると思うよ。 

★43 （Mr.A）宿題終わったの？  ※宿題 des devoirs 

（Mr.B）今日の夜やるつもりだよ。 

★44 私たちは娘の誕生日に、彼女に人形を買ってあげるでしょう。  

※誕生日に pour son anniversaire  ※人形 une poupée 

★45 （Mr.A）彼女は明日学校に行くかな？ 

（Mr.B）いいや、彼女は行かないだろう。 

 

★46 B：講師があなたに「明日何をするつもりですか？（Que ferez-vous demain ?）」と質問します。 

講師にあなたの明日の予定を話してみましょう。 

あなたの話を聞き、講師がいくつか質問しますので、答えてください。 

※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。 
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★47 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。 

 

 


