FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon8-2 （初級 8-2）
Qu’est-ce que tu cherches ? （何を探しているのですか？8-2）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・【場所を表す前置詞】について学習します。
・単語学習では、【色を表す単語】について学習します。

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 8 (初級 8、会話の復習)
ホームステイ先のホストファザーRobert が何か探し物をしているようです。ホストマザーCarole との会話です。
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 cherches?

Robert：

★2

Je ne trouve pas mes lunettes.

Carole：

★3

Ô,Robert! Encore!? Elles ne sont pas dans le tiroir rouge?

Robert：

★4

Euh...non, elles ne sont pas là.

Carole：

★5

Non? Et...sur la petite table à côté de la télé.

Robert：

★6

Non plus….

Carole：

★7

Alors... Sous le lit?

Robert：

★8

Elles sont là. Merci!

Carole：

どうしたの？

Robert：

私のメガネが見つからないんだよ。

Carole：

もうロベール、また!? その赤い引き出しの中にはないの？

Robert：

えーと、ここにはないな。

Carole：

ない？そしたら、テレビの隣の小さなテーブルの上は？

Robert：

うーん、ないな。

Carole：

それじゃあ、ベッドの下は？

Robert：

あったよ！ありがとう！
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Partie2

～

Grammaire（文法）

～

【場所を表す前置詞】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「★9 (lisez, étoile neuf))」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。

場所を表す前置詞（句）(1)
※前置詞は、場所以外にも時や状態を表す場合など、様々な用法で使われます。
ここでは場所に関わる用法のみを載せますが、例題や章末の練習問題を学習していく中で、前置詞の使い
分けを意識し、少しずつ慣れていきましょう。
【dans】～の中に（英語の in、into に相当）
★9 例：Il y a du lait dans le frigo.（冷蔵庫の中に牛乳があります。）
★10 例：Il y a des nuages dans le ciel.（空に雲が出ている。）
◆dans は場所を広がりとして捉える場合にも使われます。（初級 8-3【à】参照）
★11 例：J’habite dans Paris.（私はパリの町中に住んでいます。）
◆dans は包まれる場合に使います。（【sur】参照）
★12 例：Je m’assoie dans un fauteuil.（私は肘掛椅子に座ります。）.
◆dans は冠詞や所有格を伴い、具体的な意味を持つものに対して使われます。（初級 8-3【en】参照）
★13 例：Nous mangeons le midi dans notre classe.（私たちは教室の中でお昼を食べます。）
★14 例：Il lit dans le train.（彼は（空間としての）電車の中で本を読みます。）
【sur】～の上に（英語の on、over に相当）
★15 例：Il y a un vase sur la table.（テーブルの上に花瓶があります。）
★16 例：Les pétales de fleurs de cerisier flottent sur l’eau.（桜の花びらが水面に浮かんでいる。）
◆sur は接している面の上（上方）にあることを表すため、天井や壁などに対しても使います。
★17 例：Je mets une affiche sur le mur.（私は壁にポスターを貼ります。）
【sous】～の下に（英語の under に相当）
★18 例：Il y a un chat sous la table.（テーブルの下に猫がいます。）
★19 例：Il attend sous la pluie. （彼は雨の下で待っています。）
【devant】～の前に（英語の in front of に相当）
★20 例：Je parle devant le public. （私は公衆の前で話します。）
★21 例：La voiture est devant le magasin du fleuriste. （車はお花屋さんの前にあります。）
【derrière】～の後ろに（英語の behind に相当）
★22 例：Je suis derrière toi. （私は君の後ろにいるよ。）
★23 例：Regardez derrière vous. （あなたの後ろを見てください。）
【en face de】～の正面に、～と向き合って
正面（顔）が向かい合っている場合に使われます。単に前にある場合は、【devant】を使います。
★24 例：L’hôtel est en face de la gare. （ホテルは駅の向かい側にある。）
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★25 【練習問題～Exercices～】
次の絵について、「○○は～にあります。」と場所を表す前置詞を使って物の位置を説明してみましょ
う。
また、講師が「○○はどこにありますか？」と質問した場合は、物の位置を答えてみましょう。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。
A

B

C
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Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

色の名前を覚えましょう！
フランス語の色名は、形容詞（男性、女性、複数形）もしくは名詞（男性形を使います）として使われますが、日本
語訳は色名（名詞）でのみ表記しています。
上の色から順番に発音練習していきましょう。（自分で読んだ後、講師と発音練習してください。）
日本語

青色
例

フランス語
男性(masculin)

女性(féminin)

複数(pluriel)

★26 bleu

★27 bleue

★28 bleus

★29 ciel bleu（青い空）、 ★30 yeux bleus（青い目）
★31 Elle a les lèvres bleues.（彼女は青ざめた唇をしている）
★32 bleu clair

水色
例

★34 bleu clair

★35 robe bleu clair（水色のドレス）
★36 vert

緑色
例

★33 bleu clair
★37 verte

★38 verts

★39 thé vert（緑茶）、 ★40 Elle est verte de peur.（彼女は恐怖で怯えている）
★41 Le feu passe au vert.（信号が青に変わる）※フランス語で信号機の青は vert。

黄緑色
例
紫色
例

Partie4

～

★42 vert clair

★43 vert clair

★44 vert clair

★45 robe vert clair（黄緑色のドレス）
★46 violet

★47 violette

★48 violets

★49robe violette（紫色のドレス）

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。
★50（Mr.A）（その）箱の中に何がありますか？ ※箱 une boîte
（Mr.B）孫たちのためのおもちゃが入っています。※おもちゃ un jouet
★51 彼女は美しい青い目をしています。
★52 ピアノの上に置いてある青い箱を取ってください。
★53 顔が真っ青しているよ。どうしたんだい？
※顔が真っ青（フランスでは真っ白と表現します） toute blanche
★54 そのお店は北駅の向かい側にあります。
★55 駅の前であなたを待っています。
★56 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。
★57 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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