FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon12-3 （初級 12-3）
J’irai faire des courses （買い物に行くつもりです 12-3）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・動詞【emmener】【oublier】の活用と用法について
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。

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 12(初級 12、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。
）

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。
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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。
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。

【emmener】の活用
emmener は、英語の take に相当する動詞で、「（人を）～へ連れていく、送っていく」を表します。
不規則動詞です。動詞の原形が【emmener】です。

★7 【emmener】

直説法現在形の活用
★8

単数

複数

一人称

j’emmène

nous emmenons

二人称

tu emmènes

vous emmenez

三人称

il emmène

ils emmènent

elle emmène

elles emmènent

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 emmené です。
直説法半過去形（語幹は emmen なので、活用は以下のようになります。）
★9

単数

複数

一人称

j’emmenais

nous emmenions

二人称

tu emmenais

vous emmeniez

三人称

il emmenait

ils emmenaient

elle emmenait

elles emmenaient

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 emmené です。
直説法未来形（語幹は emmène なので、活用は以下のようになります。）
★10

単数

複数

一人称

j’emmènerai

nous emmènerons

二人称

tu emmèneras

vous emmènerez

三人称

il emmènera

ils emmèneront

elle emmènera

elles emmèneront

動詞【emmener】の例文と用法
★11 例：Il emmène toujours sa femme à la gare de Rennes.
（彼はいつも奥さんをレンヌ駅まで送っている。）
★22 例：Mes parents les emmènent au parc tous les lundis.
（私の両親は毎週月曜日に、彼らを公園に連れていきます。）
★13 例：Pouvez-vous m’emmener à l’Opéra?（（タクシーで）オペラ座まで連れて行ってくれませんか？）
★14 例：J’ai emmené mes enfants au parc.（私は子供たちを公園に連れていきました。）
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★15 例：Elle emmenait souvent sa fille au musée.
（（過去の習慣で）彼女はよく、娘を美術館に連れて行っていた。）
★16 例：Quand il est arrivé à la maison, sa femme avait emmené sa fille au cours de piano.
（彼が家に着いた時、奥さんは娘をピアノのレッスンに連れていってしまっていた。（＝すでに家を出てい
た。））
◆【emmener＋不定詞】で「～しに連れていく」という意味になります。
★17 例：J’emmène mon fils faire des courses.（私は息子を買い物をしに連れていきます。）
◆emmener は、行く先（目的地）が話し手と聞き手のいる場所から離れていくときに使われます。
目的地が話し手のいる場所もしくは聞き手のいる場所になる場合は、amener（連れて来る）が使われます。
★18 例：Mon fils amène son ami chez nous.（私の息子は家に友達を連れてきます。）

【oublier】の活用
oublier は、英語の forget に相当する動詞で、「～を忘れる」を表します。
第一群（‐er 型）規則動詞です。動詞の原形が【oublier】です。

★19【oublier】

直説法現在形の活用
★20

単数

複数

一人称

j’oublie

nous oublions

二人称

tu oublies

vous oubliez

三人称

il oublie

ils oublient

elle oublie

elles oublient

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 oublié です。
直説法半過去形（語幹は oubli 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’oubliais

nous oubliions

二人称

tu oubliais

vous oubliiez

三人称

il oubliait

ils oubliaient

elle oubliait

elles oubliaient

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 oublié です。
直説法未来形（語幹はは oublie 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’oublierai

nous oublierons

二人称

tu oublieras

vous oublierez

三人称

il oubliera

ils oublieront

elle oubliera

elles oublieront

動詞【oublier】の例文と用法
★23 例：Il oublie souvent de prendre son téléphone portable quand il sort.
（彼はよく、出かける時に携帯電話を持つのを忘れます。）
★24 例：J’ai oublié son adresse.（私は彼の住所を忘れました。）
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★25 例：J’oubliais souvent mon parapluie.（私は傘をよく忘れていました。）
★26 例：Quand je suis sorti(e) de chez moi, j'avais oublié ma clef.
（私は家を出たとき、鍵を忘れるところでした。）
★27 例：Je ne vous oublierai jamais.（あなたのことは決して忘れません。）
◆【oublier＋que～】で「～であることを忘れる」という意味になります。
★28 例：Elle a oublié que j’avais dit cela.（彼女は私がそう言ったのを忘れていた。）
★29 例：Oubliez ce que j'ai dit.（私が言ったこと忘れてください。）

Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

文房具に関する単語を覚えましょう！
★30：une règle
（定規）

★32：un classeur
（ファイル）

★34：une reliure à pince
（レバーファイル）

★36：un agenda
（手帳、日記帳）
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★31：un scotch
（セロテープ）

★33：une reliure à anneaux
（リングファイル）

★35：un papier
（一枚の紙）

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 午後は雨になりそうね。傘を持っていくのを忘れないで。 ※傘 un parapluie.
★38 私の母は来週の日曜日に私の子供たちを動物園に連れて行ってくれるでしょう。
★39 （タクシーの運転手に）パリ駅まで連れて行っていただけますか。 ※（パリの）北駅 la gare du Nord
★40 先週、彼女は娘を買い物に連れていきました。
★41 あなたのことは決して忘れません。
★42 私が言ったこと忘れてください。
★43 彼らは、私が彼らに言ったことを忘れていなかった。
★44 B：講師があなたに「次の日曜日に何をするつもりですか？（Que ferez-vous dimanche prochain ?）」と
質問します。講師にあなたの来週末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。
★45 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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