
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon11-3 （初級 11-3） 

Tu as bien dormi ? （よく眠れましたか？11-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・動詞【aller】【acheter】について学習します。 

・単語学習では、【月・年を表す表現】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 11 (初級 11、会話の復習) 

 

 

 

 

 

Carole： ★1 Tu as bien dormi? 

Maiko： ★2 Oui, très bien. Où sont les autres? 

Carole： 

★3 

Robert est allé acheter du pain chez le boulanger.  

Parce que je n’ai plus de pain. 

 

 

Suzannne et Eric étaient là tout à l’heure,  

ils sont peut-être dans la salle de bain. 

Maiko： ★4 Tu veux que je t’aide? 

Carole： ★5 Tu peux prendre cinq assiettes dans le buffet s’il te plaît? 

Maiko： ★6 D’accord. 

 

 

 

 

Carole： よく眠れたかしら？ 

Maiko： ええ、とっても。みんなはどこに？ 

Carole： ロバートはパン屋さんにパンを買いに行ったわ。パンを切らしていたの。 

スザンヌとエリックはさっきまでそこにいたんだけど、洗面所かしら。 

Maiko： 何かお手伝いすることはある？ 

Carole： その食器棚から平皿を 5枚出してもらえる？ 

Maiko： わかったわ。 

 

 

 

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） ～ 

動詞【aller】【acheter】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。 

 

 

 

 

【aller】の活用 

allerは、英語の goに相当する動詞で、「行く」を表します。 

不規則動詞です。動詞の原形が【aller】です。  ★7 【aller】 

直説法現在形の活用 

★8 単数 複数  

一人称   je vais    nous allons 

二人称   tu vas    vous allez 

三人称   il va    ils vont 

  elle va   elles vont 

直説法複合過去形 

複合過去形で用いる助動詞は êtreです。過去分詞は alléです。 

直説法半過去形 (語幹は all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’allais    nous allions 

二人称   tu allais    vous alliez 

三人称   il allait    ils allaient 

  elle allait  elles allaient 

動詞【aller】の例文と用法 

allerは自動詞ですが、必ず目的地や移動手段を表す表現を伴います。 

★10例：Je vais à l’école à pied.（私は歩いて学校に行きます。） 

★11例：Je suis allé(e) chez un ami hier.（私は昨日友達の家に行きました。） 

◆【aller＋不定詞】で「～しに行く」という意味になります。 

★12例：Je vais voir mon fils à Paris chaque année.（私は息子に会いに毎年パリに行きます。） 

★13例：Elles sont allées danser.（彼女はダンスをしに行きました。） 

◆「健康である」という意味でも使われます。 

★14例：Comment allez-vous?  - Je vais bien merci.（お元気ですか？－元気です、ありがとう） 

★15例：Il a dit que tout le monde allait bien.（彼はみんな元気です、と言いました。） 

◆物や事を主語として、「動く、はかどる、順調だ」の意味を持ちます。  

★16例：Les affaires vont bien. （商売は順調です。） 

★17例：Les affaires allaient bien à ce moment-là（その商売はあの時順調でした。） 

 

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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【acheter】の活用 

acheterは、英語の buyに相当する動詞で、「～を購入する」を表します。 

不規則動詞です。動詞の原形が【acheter】です。  ★18 【acheter】 

直説法現在形の活用 

★19 単数 複数  

一人称   j’achète    nous achetons 

二人称   tu achètes    vous achetez 

三人称   il achète    ils achètent 

  elle achète  elles achètent 

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 achetéです。 

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

★20 単数 複数  

一人称   j’achetais    nous achetions 

二人称   tu achetais    vous achetiez 

三人称   il achetait    ils achetaient 

  elle achetait  elles achetaient 

動詞【acheter】の例文と用法 

★21例：J’achète ce livre pour mes études.（私はその本を勉強にために買います。） 

★22例：Elle aime acheter des vêtements. （彼女は服を買うのが好きです。） 

★23例：J’ai acheté ce livre à cinq euros.（私はその本を 5ユーロで買いました。） 

★24例：Il a dit qu’il achetait des produits japonais.（彼は日本製品を買う、と言いました。） 

◆【～A à B】で「Bから Aを買う」「Bに Aを買う」という意味になります。 

★25例：J’achète cette voiture à un ami.（私は友達からその車を買います。） 

※「Bに Aを買う」を明確にする場合には、【～A pour B】を使います。 

★26例：Nous achetons souvent des jouets pour notre fille.（私たちは娘におもちゃを買います。） 
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Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

時【月・年を表す表現】を覚えましょう！ 

※時を表す名詞は、文中で前置詞を伴わずに副詞的に用いることができるものが多いです。 

A：月を表す表現 

【毎月】★27 chaque mois、tous les mois 

【先月】★28 le mois dernier 

【今月】★29 ce mois 

【来月】★30 le mois prochain 

【（現在を起点として）3か月前に】★31 il y a trois mois 

【（現在を起点として）3か月後に】★32 dans trois mois 

【月】★33 janvier（1月）、février（2月）、mars（3月）、avril（4月）、 

mai（5月）、juin（6月）、juillet（7月）、août（8月）、 

septembre（9月）、octobre（10月）、novembre（11月）、décembre（12月） 

【～月に】★34 en janvier（一月に） 

★35例：Je suis née en octobre.（私は 10月に生まれました。） 

 

B：年を表す表現 

【毎年】★36 chaque année、tous les ans 

【昨年】★37 l’année dernière、l’an dernier 

【今年】★38 cette année 

【来年】★39 l’année prochaine 

【（現在を起点として）3年前に】★40 il y a trois ans 

【（現在を起点として）3年後に】★41 dans trois ans 

【2012年に】★42 en 2012 

★43例：Il est allé en Espagne l’année dernière.（彼は昨年スペインに行きました。） 

 

 

★44 【練習問題～exercices～】 

講師が「いつ～しましたか？」と質問しますので、初級 11(1～3)で学習した, 

「時を表す表現」を使って答えましょう。 

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。 

例：（講師）Quand est-ce que vous avez acheté vos lunettes ?  

→ （生徒）Je les ai achetées le mois dernier.  
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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。 

★45 彼女は昨日娘の学校に行きました。 

★46 私は先週、本を買いました。 

★47 5年前に彼は日本に来ました。彼は日本語を話せませんでした。 

★48 1月に、私たちは新しい家具を買いに行きました。※家具meuble 

★49 私は毎朝りんごジュースを飲みます。でも今朝は何も飲みませんでした。 

※りんごジュース du jus de pomme  ※飲む boire(過去分詞は bu) 

★50 私の夫は、一晩中働いていました。 ※私の夫 mon mari  ※働く travailler 

★51 私たちはその公園まで歩いていきました。※徒歩で à pied 

 

 

 

★52 B：講師があなたに「昨日何をしましたか？（Qu'avez-vous fait hier ?）」と質問します。 

講師にあなたが昨日何をしていたのか話してみましょう。 

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。 

 

★53 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。 


