
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon10-1 （初級 10-1） 

Elle est la plus grande de tes sœurs .                   

（彼女は姉妹の中で一番背が高い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・動詞【confondre】の活用について学習します。 

・単語学習では、【容姿に関する表現】について学習し

ます。 
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Partie 1 ～ La conversation（会話） ～ 

リビングでマイコが、ホストファミリーの Robert、Carole、Suzanne と写真を見ながら話しています。 

 

 

 

 

 

Suzanne： ★1 Est-ce qu’elle est la plus jeune de tes sœurs? 

Maiko： ★2 Non, elle est la plus âgée. 

Carole： ★3 Ta plus jeune sœur est la plus grande de tes sœurs.  

Maiko： ★4 C’est pourquoi on les confond souvent. 

Suzanne： ★5 Ton père a l’air très gentil. 

Maiko： ★6 Oui, 

  il est indulgent envers nous, surtout avec ma plus jeune sœur. 

 

 

 

Suzanne： 彼女が姉妹の中で一番年下ですか？ 

Maiko： いいえ、彼女は、この子より年上よ。 

Carole： 一番下の妹は、姉妹の中で一番背が高いのね。 

Maiko： なので、彼女たちは良く間違われます。 

Suzanne： お父さんとっても優しそうね。 

Maiko： ええ、父は私たちに甘いんです、特に一番下の妹には。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） ～ 

 

 

 

□ plus 比較を表す副詞。＜定冠詞＋plus～de○○＞で○○の中で最も～、＜plus～

que○○＞で○○よりも～ 

□ jeune 若い、年下の、未熟な（形容詞）。若者（名詞）。 

 

□ âgé(e)  年を取った、高齢の（形容詞）。 

 

□ grand(e) 大きい、背が高い、重要な、立派な（形容詞）。大人（名詞） 

 

□ purquoi なぜ、どうして、の意味の副詞。c’est pourquoiでそういうわけでの意味。 

 

□ confondre ～を混同する、取り違える（動詞）の直接形現在形の活用形。不規則動詞。 

 

□ souvent 英語の oftenに相当する副詞。しばしば、よく。 

 

□ air（m） 空気、空、雰囲気。 

 

□ gentil 優しい、親切な（形容詞） 

 

□ indulgent(e) 寛大な、寛容な（形容詞） 

 

□ envers 英語の towardsに相当する前置詞。～に対しての意味。 

 

□ surtout とりわけ、特に（副詞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ A apprendre seul après le cours（自習用） 
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Partie3 ～ Grammaire（文法） ～ 

動詞【confondre】の活用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。 

 

 

 

 

【confondre】の直接法現在形の活用 

confondreは、英語の confuseに相当する動詞で、「～を混同する、困惑する」を表します。 

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

 単数 複数  

一人称 ★8  je confonds ★12   nous confondons 

二人称 ★9  tu confonds ★13   vous confondez 

三人称 ★10  il confond ★14   ils confondent 

★11  elle confond ★15 elles confondent 

★16例：Elle confond souvent ces deux frères.（彼女はその二人の兄弟をよく間違える。） 

◆【confondre＋A＋avec (または et)＋B】で「A と Bを混同する」という意味になります。 

★17例：On confond souvent la liberté avec le laisser-faire. （人は、しばしば自由と放任を混同する。） 

★18例：J’ai confondu ce que mon père m’a dit avec ce que ma mère m’a dit. 

（私は父が言ったことと、母が言ったことを混同した。） 

※avoir+動詞(過去分詞)で過去形（初級 11参照）、ce que（～したことに）（初級 14参照。）です。 

◆【se ＋ confondre】で「混同される」という意味になります。 

 ※seは再帰代名詞で「自分自身に」「お互いに」を意味します。（初級 9-2参照） 

 単数 複数  

一人称 ★19   je me confonds ★23   nous nous confondons 

二人称 ★20   tu te confonds ★24   vous vous confondez 

三人称 ★21   il se confond ★25   ils se confondent 

★22 elle se confond ★26 elles se confondent 

★27例：Les noms se confondent.（名前がごっちゃになる。） 

◆【se confondre＋avec＋A】で「Aに紛れる、ひとつになる」という意味になります。 

★28例：Je me confonds avec la foule.（私は人ごみに紛れる。） 

★29 【練習問題～Exercices～】 

講師がランダムに主語代名詞を言いますので、主語＋動詞+ le sel avec le sucre.で「○○は塩と砂糖

を間違える」と答えてください。 

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。 

 

 

 

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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Partie4 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

性格や特徴を表す表現を覚えましょう！ 

◆「…は●●な人である。」は、 ＜主語+être+形容詞＞ または ＜C’est un homme +形容詞(＝de+名詞).＞ 

(男性 un homme、女性 une femme 、複数

des gens) 

「…は●●のようである。」は ＜主語+avoir l’air 形容詞(＝de+名詞).＞ で表すことができます。 

※この時、形容詞の性・数は主語の性・数に一致します。 

 

 

A うれしい、楽しい、愉快な 

★30 joyeux（m）、★31 joyeuse（f） 

★32例：Elle est joyeuse d’avoir reçu votre lettre. 

（彼女はあなたの手紙を受け取って喜んでいます。） 

★33例：Il a l’air joyeux.（彼は喜んでいるようです。） 

 

 

B 幸せな 

★34 heureux（m）、★35 heureuse（f） 

★36例：Je suis heureuse de vous voir.（お会いできて嬉しいです。） 

★37例：Il a un visage heureux.（彼は幸せそうな顔をしている。） 

 

C 悲しい 

★38 triste 

★39例：Il a l’air triste.（彼は悲しそうです。） 

 

D 驚く(これは動詞です。) 

★40 s’ étonner（驚く）、★41 étonner（…を驚かせる） 

★42例：Ça m’étonne!（それは驚いた。もしくは、それはおかしい。の意） 

 

 

★43 【練習問題～Exercices～】 

以下の絵を見て、「彼（彼女）は●●のようです。」と言ってみましょう。 

A                B               C             
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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。 

 

★44  私はその二人の姉妹をよく間違えます。 

★45 （Mr.A）あなたたちはとてもよく似ているわ。 

（Mr.B）なので、よく間違われるんです。 

★46  自由と放任を取り違えてはいけない。 ※自由 la liberté ※放任 le laisser-faire 

★47  君楽しそうだね。何かおもしろいことでもあるの？ 

 

 

★48 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。 

 

★49 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。 

 

 

 


