
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon6-1 （初級 6-1） 

Il y a du vin et de l’eau. （ワインと水があります 6-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・【不定詞】【s'il vous plaît】について学習します。 

・単語学習では、【食事に関わる単語】について学習します。 
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Partie 1 ～ La conversation（会話） ～ 
さて、ごはんの時間です。ホームステイ先の息子、Eric10 歳とホストマザーの Carole とマイコの会話です。 

 

 

 

 

 

Eric： ★1 J’ai très faim. Y a-t-il quelque chose à manger? 

Carole： 
  

 ★2 
Le repas est prêt. Maiko, qu'est-ce que tu prends 

comme boisson? 

Il y a du vin et de l’eau. En France, on boit du vin ou 

de l’eau pendant  les repas. 

Maiko： ★3 Un verre de vin, s’il vous plaît. 

Carole： ★4 Oui, d’accord. 

Carole： ★5 Bon appétit! 

Maiko： ★6 C’est bon! Vous êtes bonne cuisinière, Carole. 

 

 

Eric： すっごくお腹空いた。何か食べるものはある？ 

Carole： ご飯ですよ。マイコ、何が飲みたい？  

ワインと水があるわ。フランスでは、食事中ワインか水を飲むのよ。 

Maiko： （グラス 1 杯の）ワインをお願いします。 

Carole： ええ、わかったわ。 

Carole： 召し上がれ！ 

Maiko： 美味しい！キャロルは料理上手ね！ 

 

 

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 ～ Nouveaux mots（新しい単語） ～ 

 

 

 

□ faim（f） 空腹 ※体の状態を表す avoir が動詞で使われています。（初級 1 参照） 

 

□ quelque 

 

いくつかの（英語の some、a few に相当）の意味の形容詞 

□ chose（f） （英語の thing に相当する）物、事 

 

□ manger 

 

（英語の eat に相当する）動詞の原形 

□ pendant 

 

～の間 （英語の during に相当） 

□ repas（m） 

 

食事 

□ prêt 準備のできた（形容詞） 

 

□ comme ここでは、無冠詞の名詞を伴って（～として）の意味、前置詞的な意味を持つ接

続詞。他には、（～と同じく）（～のような）や、従属節を導いて（～なので）などの

意味になる。 

□ boisson 

 

飲み物 

□ Il y a 

 

～がある。 

□ en 

 

英語の in、to、into に相当する前置詞。 

□ on 

 

不定代名詞。ここでは、不特定の人を表す。 

□ boit 

 

boire（英語の drink に相当）の直説法現在形の活用形 

□ ou  

 

または 

□ verre  

 

ガラス、グラス。un virre de...で（グラス一杯の）の意味。 

□ s’il vous plaît  

 

お願いします。 

□ d’accord  

 

わかりました。 

※ A apprendre seul après le cours（自習用） 
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□ appétit 食欲。Bon appétit でよい食欲を（＝食事を楽しんで）の意味。 

 

□ cuisinier(ère) 料理人 

 

 

Partie3 ～ Grammaire（文法） ～ 

【不定詞】【s'il vous plaît】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。 

 

 

 

 

不定詞としての動詞の役割 

フランス語において、動詞の原形は不定詞とよばれ、英語で言う to+動詞、動詞 ing、動詞 ed と同様の役割

をします。 

◆文中で名詞の役割をする不定詞：「～すること」 

★7 例：Je veux prendre une douche. （私は、シャワーを浴びることを欲します。（＝浴びたい）） 

★8 例：J’aime faire du tennis. （私は、テニスをすることが好きです。） 

◆主語の役割をする不定詞：「～すること」（主語を ce で受けるのが一般的です。） 

★9 例：Faire du tennis, c’est bon pour la santé. （テニスをすることは、健康に良い。） 

◆属詞や補語として名詞や動詞など修飾する場合：「～する…」 

 ※前置詞 a や de や pour を伴い、名詞や動詞や形容詞の属詞や補語としての役割をすることが多い。 

★10 例：Y a-t-il quelque chose à manger? （何か食べるものはありますか？） 

★11 例：C’est pour offrir. （それはプレゼント用（プレゼントすることのため）です。） 

◆指示、命令を表す場合 

★12 例：Ralentir. （徐行せよ。） 

 

s'il vous plaît 

英語の please に相当し、「どうぞ」「お願いします」「すみませんが」の意味で使われます。単語の後に、 

s'il vous plaît をつけることで人にものを注文したりお願いしたりする表現になります。 

頭文字をとって、s.v.p.と略されることもあります。 

（s’il は si(英語の if に相当)と il がエリジオンしたもの。plaît は plaire（～の気に入る）の三人称単数形です。） 

★13 例：Un verre de vin, s’il vous plaît. （グラスワインをお願いします。） 

★14 例：Passez-moi le sel, s’il vous plaît. （塩をとってください。） 

★15 例：L’hôtel de Lyon, s’il vous plaît. （（タクシーなどで…）リオンホテルまでお願いします。） 

★16 例：Monsieur, s’il vous plaît. （（お店などで店員さんに呼びかけるときに…）すみません…） 

◆親しい間柄では、vous を te に代えて使います。 

★17 例：Passe-moi le sel, s’il te plaît. （塩をとってください。） 

 

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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Partie4 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

食事に関する単語を覚えましょう！ 

 

★18：du sel（塩） 

★19：du poivre（こしょう） 

 

 

★20：du sucre（砂糖） 

★21：un sucre en morceaux（角砂糖） 

 

 

★22：du beurre（バター）  

 

 

 

★23：un plat（大皿、お皿に盛られた料理）  

★24 例：Quel est votre plat préféré?（好きな料理は何ですか？） 

 

 

★25：servir（食事を出す、給仕する、の意の不規則動詞） 

★26 例：Je vais vous servir.（あなたに取ってあげましょう。） 

 

 

★27：Passez-moi ～（～を私に手渡してください。） 

★28 例：Passez-moi le sel, s’il vous plaît.（塩を取ってください。） 

        ‐Voilà.（どうぞ） 
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Partie5 ～ 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。 

★29 私は今日、するべきことがたくさんある。 ※～するべきこと de choses à 不定詞 

★30 私の娘は、映画館に行くのがあまり好きではない。 

★31 スポーツをすることは、健康にいいです。※健康 la santé 

★32 あなたの取り皿を貸して。サラダ(la salade)を取り分けてあげましょう。 

※取り皿 une assiette ※取り分ける servir 

★33 （Ms.A）塩を取っていただけますか？ 

（Mr.B）えぇっと、これは砂糖(sucre)だよ。 

（Ms.C）（ウェイターさんを呼び止めて）すみません、塩をもらえますか？  

★34 （Mr.A）（チョコレートのオブジェをみて） このチョコレート、とってもきれいですね。 

(Mr.B)ありがとう。それは食べる用ではないんだよ。  

★35 (garçon.A)お飲み物は何にいたしますか？  

(Mrs.B)グラスワインをください。 

(garçon.A)かしこまりました。（Très bien.） 

 

 

★36 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。 

 


