
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon12-4 （初級 12-4） 

J’irai faire des courses （買い物に行くつもりです 12-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・動詞【envoyer】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。 
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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。 

 

 

 

 

【envoyer】の活用 

envoyerは、英語の sendに相当する動詞で、「～を送る」「（人）を送り出す」「～を投げる」を表します。 

不規則動詞です。動詞の原形が【envoyer】です。  ★7 【envoyer】 

 

直説法現在形の活用 

★8 単数 複数  

一人称   j’envoie    nous envoyons 

二人称   tu envoies    vous envoyez 

三人称   il envoie    ils envoient 

  elle envoie   elles envoient 

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 envoyéです。 

直説法半過去形（語幹は envoy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’envoyais    nous envoyions 

二人称   tu envoyais    vous envoyiez 

三人称   il envoyait    ils envoyaient 

  elle envoyait  elles envoyaient 

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 envoyéです。 

 

直説法未来形（語幹は enver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’enverrai  nous enverrons 

二人称  tu enverras  vous enverrez 

三人称  il enverra  ils enverront 

 elle enverra  elles enverront 

動詞【envoyer】の例文と用法 

★11例：J’envoie une lettre à un ami.（私は友人に手紙を送ります。） 

★12例：J’envoie mes enfants à l’école.（私は子供たちを学校に行かせます。） 

★13例：Il a envoyé un colis à ses parents.（彼は両親に小包を送りました。） 

★14例：Autrefois, ils envoyaient des marchandises par bateau.（昔、彼らは商品を船便で送っていました。） 

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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★15例：Quand je suis arrivé là-bas, ils avaient déjà envoyé le colis par avion. 

（私がそこに着いた時、彼らはすでに航空便でその小包を送ってしまっていました。） 

★15例：Tu enverras cette lettre au plus tard demain.（遅くとも明日までにこの手紙を送ってね。） 

◆【envoyer＋不定詞】で「（人を）～しに行かせる」という意味になります。 

★16例：J’envoie mon fils chercher le médecin.（私は息子に医者を呼びに行かせます。） 

★17例：Il enverra son fils acheter le journal.（彼は息子に新聞を買いに行かせるでしょう。） 

 

Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

文房具に関する単語を覚えましょう！ 

 

 

★18：un ordinateur（パソコン）         

 

 

 

 

★19：une souris（マウス） 

★20：un tapis de souris（マウスパッド） 

★21例：Cliquez avec la souris.（マウスをクリックしてください） 

 

 

 

★22：un clavier（キーボード） 

 

 

 

 

★23：un manuel pour le cours（教科書）  

 

 

 

 

★24：un tableau noir（黒板） 

★25：une éponge（黒板消し）  

★26例：J’efface le tableau noir.（私は黒板を消す） 
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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。 

★27 明日、私は友達たちと DVD を買いに行くつもりです。  

★28 私は息子に新聞を買いに行かせるでしょう。  

★29 それらの本を子供たちに送りましょう！  

★30 Paulは両親に小包を送りました。  

★31 私の息子が私に電話をしてきたとき、私の夫は彼の荷物を送るところでした。 

※彼の荷物を送る＝彼に荷物を送る   ※～している最中である être en train de 不定詞 

★32 私の息子が私に電話をしてきたとき、私の夫は彼の荷物を送ってしまっていました。 

★33 私はできるたけ早くパソコンを買いたいです。  

※パソコン un ordinateur   ※できるだけ早く aussitôt que possible 

 

 

★34 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。 

 

★35 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。 


