FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon9-5 （初級 9-5）
Tu ressembles à ta mère. （お母さんに似ていますね 9-5）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・動詞【ressembler】【dire】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。

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 9 (初級 9、会話の復習)
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。
）

Suzanne：

★1

Ce sont tes sœurs?

Maiko：

★2

Oui.

Suzanne：

★3

Elles te ressemblent.

Carole：

★4

C’est vrai. Tu ressembles beaucoup aussi à ta mère.

Maiko：

★5

On me le dit souvent.

Robert：

★6

Vous êtes toutes belles comme votre mère.

Suzanne：
Maiko：
Suzanne：

彼女たちが妹たち？
そうよ。
マイコに似てるわね。

Carole：

本当ね。あなたは、お母さんにもそっくりだわ。

Maiko：

よく言われます。（みんながしばしばそのように言います。）

Robert：

君たちはみんな母親に似て美人だね。
（君たちは母親に似てとても美人だね。とも解釈できます。）
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Partie2

～

Grammaire（文法）

～

動詞【ressembler】【dire】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。
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。

【ressembler】の直接法現在形の活用
ressenbler は、英語の resemble に相当する動詞で、「～に似ている」を表します。
-er 型第一群規則動詞です。動詞の原形が【ressembler】です。
単数

★7 【ressembler】

複数

一人称

★8

je ressemble

★12

nous ressemblons

二人称

★9

tu ressembles

★13

vous ressemblez

三人称

★10

il ressemble

★14

ils ressemblent

★11

elle ressemble

★15 elles ressemblent

★16 例：Elle ressemble à sa mère.（彼女は母親に似ている。）
★17 例：Cela lui ressemble.（それは彼女のような気がする。）
◆【se ＋ ressembler】で「互いに似ている」「以前のままである」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。
単数

複数

一人称

―

★18

nous nous ressemblons

二人称

―

★19

vous vous ressemblez

三人称

―

★20

ils se ressemblent

―

★21 elles se ressemblent

★22 例：Tous ces films se ressemblent.（それらの映画は全部、似通っている。）
★23 【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+ à （主語の） mère.で「○○は○○の母
親に似ている」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。
【dire】の直接法現在形の活用
dire は、英語の say または tell に相当する動詞で、「～と言う」を表します。
不規則動詞です。動詞の原形が【dire】です。
単数

★24 【dire】

複数

一人称

★25

je dis

★29

nous disons

二人称

★26

tu dis

★30

vous dîtes

三人称

★27

il dit

★31

ils disent

★28

elle dit

★32 elles disent

★33 例：Je dis la vérité à Paul. （私はポールに本当のことを言います。）
★34 例：Elle ne dit pas un mot. （彼女は一言も話しません。）
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◆物や事を主語にして、「～を報じる」「～を示す」という意味で使われます。
★35 例：Que dit sa lettre? （彼の手紙には、なんと書いてありますか?）
◆【dire＋à＋人＋de＋不定詞】で「人に～するように命じる」という意味になります。
★36 例：Il dit à Laura de partir tout de suite. （彼はローラにすぐに出発するように命じる。）
◆【dire＋que～】で「～だと言う」という意味です。これを間接話法と言います。
★37 例：Elle dit que c’est une bonne idée.（彼女は、それはいい考えである、と言います。）
※間接話法の場合、時制の一致や接続法などを使うことがありますので、詳細は初級 17 以降で学習します。
今は、dire と que を用いる用法がよく使われる、ということを覚えておきましょう。
◆【主語＋dire:≪～.≫】もしくは【《～》,dire‐主語】という引用文を使って、「～と言う」という意味です。これを
直接話法と言います。
★38 例：Elle dit：≪C’est une bonne idée.≫ （彼女は「それはいい考えね」と言います。）
★39 例：≪C’est une bonne idée.≫, dit-elle. （それはいい考えね、と彼女は言います。）
◆よく使われる表現
★40 Tu dis? / Vous dîtes? （何ですって？）
★41 Ça te dit? / Ça vous dit? （どう思う？）
★42 C’est beaucoup dire! （それは言い過ぎです。）
★43 Je veux dire, c’est à dire…（私が言いたいのは（つまり）…）
★44 À vrai dire,… （実を言うと）
★45 【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+ la vérité à Paul.で「○○はポールに本
当のことを言います」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。

Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

初級 9-1～9-4 で学習した容姿に関わる表現を使ってみましょう！
★46 【練習問題～Exercices～】
以下の絵を見て、彼（彼女）の特徴をフランス語で言いましょう。
1.

2

3
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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。
★47 私の父は双子の兄弟がいます。彼らはとてもよく似ています。※双子の兄弟（単数）un frère jumeau
★48 君は彼のお父さんにあいさつしないの？ ※あいさつする＝Bonjour と言う
★49 (M.A)君たちは何について話しているの？
(M.B)私の車について彼女に話しているのよ。
(M.A)君たちはよくそのことについて話しているね。
★50 (M.A) 彼の奥さんはどんな方ですか？
(M.B) 背が高くて、色白で髪が長くて、プリンセスのように美しい方だよ。
(M.C) それは言い過ぎです！
★51 Anne にすぐに出発するように言ってください。
★52 (M.A)お母様によく似ていらっしゃいますね。
(M.B)みんなそう言います。

★53 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。
★54 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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