
FRANTIÈREオフィシャル教材                     

 

Elémentaire Leçon19-3 （初級 19-3） 

Je doute que le DVD existe. （その DVDがあるか分からない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・動詞【apprendre】【louer】の活用と用法について学習します。 

・単語学習では、【家の中の単語】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 19 (初級 19、会話の復習) 

 

 

 

 

 

Suzanne： ★1 Maiko, as-tu un film japonais à me recommander ? 

Maiko： ★2 Je te conseille les films du Studio Ghibli.  

Suzanne： ★3 Ce sont les films de Miyazaki? J’ai déjà vu «mon voisin  

  TOTORO» et « ARRIETTY ». 

Maiko： ★4  « Le château dans le ciel » est le meilleur film que j’aie  

  jamais vu. 

  Je doute que le DVD existe en français. 

Suzanne： ★5 Les films de Miyazaki sont populaires en France aussi. Et  

  si on en regardait un demain soir? 

Maiko： ★6 Ca serait sympa.  En regardant les films en français, je  

  pense que je pourrai bien progresser. Il faut que 

  j’apprenne plus de vocabulaire! 

Suzanne： ★7 Je pense que je peux en acheter un au supermarché près 

  de l’école. 

 

 

 

 

 

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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Suzanne： おすすめの日本映画はある？ 

Maiko： 私は、ジブリ映画が好きよ。 

Suzanne： 宮崎監督の映画のことね。私は「隣のトトロ」と「借り暮らしアリエッティ」を見たわ。 

Maiko： 私が今まで観た中で一番好きな映画は「天空の城ラピュタ」よ。フランス語の DVD

があるかわからないけど。 

Suzanne： 宮崎監督映画はフランスでも人気よ。明日の夜、一緒にフランス語で見ない?  

Maiko： それいいね！フランス語で見たら、上達すると思うわ。もっとボキャブラリーを学ば

ないと！ 

Suzanne： 学校の近くのスーパーマーケットで買えると思う。 

 

 

 

Partie2 ～ Grammaire（文法） ～ 

動詞【louer】【apprendre】の活用と用法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。 

 

 

 

 

【louer】の活用 

louer は英語の rent に相当し、「（部屋などを）賃貸する」「～を賃借りする。レンタルで借りる」という意味で

す。有料の貸し借りの場合に louer は使われ、無料で貸すのは prêter、無料で借りる emprunter を使いま

す。再帰代名詞 seを伴い、「賃貸される」という意味もあります。 

≪louer+à 人≫で「～に賃貸する」 

-er型第一群規則動詞です。動詞の原形が【louer】です。助動詞は avoirです。 

直説法現在形 

★8 単数 複数  

一人称   je loue    nous louons 

二人称   tu loues    vous louez 

三人称   il loue    ils louent 

  elle loue  elles louent 

直説法複合過去形 

講師が「★8 (lisez, étoile,huit)」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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複合過去形で用いる助動詞は avoirです。過去分詞は louéです。 

 

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

★9 単数 複数  

一人称  je louais nous louions 

二人称  tu louais  vous louiez 

三人称  il louait  ils louaient 

 elle louait elles louaient 

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 louéです。 

直説法未来形（語幹は loueなので、活用は以下のようになります。） 

★10 単数 複数  

一人称 je louerai nous louerons 

二人称 tu loueras vous louerez 

三人称 il louera ils loueront 

elle louera elles loueront 

直説法前未来形 

前未来形で用いる助動詞は avoir（単純未来形の活用）です。過去分詞は louéです。 

条件法現在（語幹は loueなので、活用は以下のようになります。） 

★11 単数 複数  

一人称 je louerais nous louerions 

二人称 tu louerais vous loueriez 

三人称 il louerait ils loueraient 

elle louerait elles loueraient 

条件法過去 

条件法過去で用いる助動詞は avoir（条件法現在の活用）です。過去分詞は loué です。 

接続法現在（語幹は louなので、活用は以下のようになります。） 

★12 単数 複数  

一人称 que je loue que nous louions 

二人称 que tu loues que vous louiez 

三人称 qu’il loue qu’ils louent 

qu’elle loue qu’elles louent 

接続法過去 

接続法過去で用いる助動詞は avoir（接続法現在の活用）です。過去分詞は loué です。 

現在分詞 

現在分詞は louantです。 

動詞【louer】の例文と用法 

★13例：Il fait louer une chambre à un étudiant. （彼は学生に部屋を貸している） 

★14例：C’est une maison à louer. （それは賃家です。） 

★15例：Elles louaient cette chambre. （彼女たちはその部屋を借りていた。） 
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★16例：Nous avons loué un appartement pour un an. （私たちは 1年間(予定で)その部屋を貸りた。） 

 

★17例：J’avais loué cet appartement avant qu’il ne l’ait loué.  

（私は彼が借りる前にそのマンションを借りていた）※neは虚辞の neです。（初級 19-1参照） 

★18例：Si cet appartement se louait à la semaine, je le louerais. 

（もしそのマンションが 1週間単位で貸し出されていたら、私はそれを借りるのに。） 

★19例：Je veux que l’on loue cette chambre. （誰かその部屋を借りてくれるといいな。） 

※que l’on の l’ は qu’on となる場合に発音を調整するために入れられることがあります。 

【apprendre】の活用 

apprendreは、英語の lean、teachに相当し、「～を学ぶ、覚える、習う、知る」「（情報など）を与える、教える、

知らせる」を意味します。再帰代名詞 seを伴い、「習得できる、知れ渡る」という意味もあります。 

étudier が能動的な学習や大学などでの研究に、travailler が学習全般（学ぶ対象を特定しない）に使うのに

対し、apprendreは勉強以外の習い事などにも使われます。 

≪動詞+à+不定詞≫ で「～することを学ぶ」 

≪動詞+que+直説法≫ で「～であることを知る」 

≪動詞+A+ à人≫ で「人に Aを教える、知らせる」 

≪動詞+à人+à不定詞（que直説法）≫ で「人に～することを知らせる」 

という意味になります。 

不規則動詞です。よく使われる直説法現在形と過去分詞をここに載せますが、そのほかの時制、法について

も使えるようにしておきましょう。 

直説法現在形 

★20 単数 複数  

一人称   j’apprends    nous apprenons 

二人称   tu apprends    vous apprenez 

三人称   il apprend    ils apprennent 

  elle apprend  elles apprennent 

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 appris です。 

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

★21 単数 複数  

一人称 j’apprenais nous apprenions 

二人称 tu apprenais  vous appreniez 

三人称 il apprenait  ils apprenaient 

elle apprenait elles apprenaient 

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 apprisです。 

直説法未来形（語幹は apprendなので、活用は以下のようになります。） 

★22 単数 複数  

一人称 j’apprendrai nous apprendrons 

二人称 tu apprendras vous apprendrez 
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三人称 il apprendra ils apprendront 

elle apprendra elles apprendront 

直説法前未来形 

前未来形で用いる助動詞は avoir（単純未来形の活用）です。過去分詞は appris です。 

条件法現在（語幹は apprendなので、活用は以下のようになります。） 

★23 単数 複数  

一人称 j’apprendrais nous apprendrions 

二人称 tu apprendrais vous apprendriez 

三人称 il apprendrait ils apprendraient 

elle apprendrait elles apprendraient 

条件法過去 

条件法過去で用いる助動詞は avoir（条件法現在の活用）です。過去分詞は apprisです。 

接続法現在（語幹は不規則で、活用は以下のようになります。） 

★24 単数 複数  

一人称 que j’apprenne que nous apprenions 

二人称 que tu apprennes que vous appreniez 

三人称 qu’il apprenne qu’ils apprennent 

qu’elle apprenne qu’elles apprennent 

接続法過去 

接続法過去で用いる助動詞は avoir（接続法現在の活用）です。過去分詞は apprisです。 

現在分詞 

現在分詞は apprenantです。 

動詞【apprendre】の例文と用法 

★25例：Nous apprenons à peindre. （私たちは絵を習っています。） 

★26例：On apprend à lire et à écrire à l’école. （学校で読み書きを習います。） 

★27例：En ce temps-là, Amélie apprenait le ballet. （その頃、アメリはバレエを習っていました。） 

★28例：J’ai appris qu’elle habitait à Paris. （私は彼女がパリに住んでいると知りました。） 

★29例：Demain, ils apprendront que Jean s’est marié. 

 （明日、彼らはジャンが結婚したことを知るでしょう。） 

★30例：Si j’avais plus de temps, j’apprendrais la danse.  

（もしもっと時間があったら、ダンスを習うのだけど。） 

★31例：Il vaut mieux que tu apprennes le français plutôt que l’espagnol.  

（君はスペイン語よりもフランス語を学んだ方がいい） 

★32例：Elle apprend le piano à sa fille. （彼女は娘にピアノを教えています。） 

 

 

 

 

 

 



Copyright©Frantière All rights reserved 

 

 

Partie3 ～ Leçon de vocabulaire（単語学習） ～ 

家に関する単語を覚えましょう！ 

★33 une télévision、une télé（テレビ） 

★34例：Je regarde la télé.（テレビを見る） 

★35例：J’allume la télé.（テレビをつける） 

★36例：J’éteins la télé.（テレビを消す） 

 

 

 

★37 un meuble(家具)、 

★38 une armoire(たんす) 

★39 un lit(ベッド)、 

★40 un canapé(ソファー) 

★41 un tapis（絨毯） 

★42 un téléphone（電話） 

★43 un vase（花瓶） 

★44例：Je mets des fleurs dans un vase.（花瓶に花をさす。） 

★45 une poubelle（ごみ箱） 

★46例：Je mets un mouchoir à la poubelle. 

（ティッシュをゴミ箱に捨てる） 

 

★47 une cuisine（台所） 

★48 un réfrigérateur、un frigo（冷蔵庫） 

★49例：Je mets des légumes au réfrigérateur.（野菜を冷蔵庫に入れる） 

★50 un micro-ondes（電子レンジ） 
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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。 

★51 その部屋は貸部屋ですか？ 

★52 私たちは、その大きな家を借りることができてうれしいです。 

★53 彼らは 2年契約でそのアパートを借りました。 

★54 私の娘たちは 3年前からバレエを習っています。 

★55 私は小学校で読み書きを習いました。 

★56（Mr.A）君は彼が結婚したのをいつ知ったの？ ※結婚する se marier 

（Mr.B）先週 Graceが僕にそれを話してくれたんだよ。彼の結婚記念日が僕と同じ日なことに驚いたよ。 

   ※驚いた étonné(形容詞)、※結婚記念日 un anniversaire de mariage ※～と同じ日 la même date que 

★57 私は 5年間ピアノを習っていたにも関わらず、リズム感がほとんどありません。 

  ※リズム感がある avoir le sens du rythme 

★58 彼女は、私たちの知る中で最も美しい女性です。  

 

 

★59 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。 

 

★60 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。 

 


