FRANTIÈRE オフィシャル教材

Elémentaire Leçon4-6 （初級 4-6）
Qu’est-ce que vous aimez ?
（あなたの趣味は何ですか 4-6）

L'objectif de cette leçon （このレッスンの目的）
・「どれ？」を表す【疑問代名詞】について学習します。
・単語学習では、【趣味～音楽～】に関わる単語を
学習します。

Partie 1

～

La conversation（会話）

～

※Révisions de la partie 1 de l’élémentaire 4 (初級 4、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

Qu’est-ce que vous aimez?

Maiko：

★2

J’aime la musique.

Suzanne：

★3

Quel genre de musique aimez-vous?

Maiko：

★4

J’adore le classique. Et vous?

Suzanne：

★5

Moi, je préfère le jazz.

Suzanne：
Maiko：
Suzanne：
Maiko：

趣味は何ですか？
音楽が好きです。
どんなジャンルの音楽が好きですか？
クラシックが大好きよ。あなたは？
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Partie2

～

Grammaire（文法）

～

「どれ？」を表す【疑問代名詞】について学びましょう。
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「★6 (étoile six, lisez)」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。

疑問代名詞（Pronom interrogatif）
「何？」「誰？」「どれ？」を表す場合、疑問代名詞を用いて表現します。
基本的には、疑問代名詞が文頭に置き、主語と述語を倒置します。疑問代名詞に Est-ce que（qui）が付く場
合は主語と動詞は倒置させません。（疑問文については初級 3 で学習）
※「何？」「誰？」を表す疑問代名詞は（初級 4-4、4-5 で学習します。）
「どれ？」を表す疑問代名詞
「どれ？」「どの人？」「を表す疑問代名詞は、文中の役割による変化はありませんが、代理する名詞の性と数
により形が変わります。定冠詞+疑問形容詞【quel】を繋げた形になっており、疑問代名詞に定冠詞は付きま
せん。
前置詞 a および de の後に使われる場合、前置詞と定冠詞の縮約が起こります。
（疑問形容詞 quel は初級 4-3 参照）
男性単数

女性単数

男性複数

女性複数

どれ

★6 lequel

★7 laquelle

★8 lesquels

★9 lesquelles

à+どれ

★10 auquel

★11 à laquelle

★12 auxquels

★13 auxquelles

de+どれ

★14 duquel

★15 de laquelle

★16 desquels

★17 desquelles

★18 例：Lequel préférez-vous, le basket-ball ou le football?
（バスケットボールとサッカー、どちらが好きですか？）
※ou は英語の or に相当する「または」という意味の接続語です。
★19 例：Laquelle de ces robes préférez-vous? （そのワンピースのうちでどちらが好きですか？）
※「～のうちで」は前置詞 de を使います。
★20 例： Ces livres que j’ai lus, duquel veux-tu que nous parlons?
（これらは私が読んだ本です。どれについて話しましょうか？）

◆気を付けたい用法
lequel は、同じタイプや種類のもののなかからどちらかを尋ねる場合に使います。
例えば①「バスケットボールとサッカー、どちらが好きですか？」という質問は同じスポーツなので
lequel が使えますが、②「私と仕事、どっちが大切なの？」という尋ね方の場合は「私」と「仕事」は同
種のものではないので、lequel は使えません。
日本語では、①も②も同じ「どちら」を尋ねる文ですが、lequel は疑問+代名詞なので、該当する代
名詞がない場合 lequel は使えません。
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例：Est-ce que ton travail est plus important que moi?
（あなたの仕事は、私よりも大事なんでしょう？）
★21 【練習問題～Exercices～】
「どれ？」を尋ねる疑問形容詞を使って、講師に自由に質問してみましょう。
また、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：生徒《Lequel préférez- vous, le gâteau au chocolat ou le gâteau au citron?》 →講師《Je préfère
le gâteau au chocolat 》

Partie3

～

Leçon de vocabulaire（単語学習）

～

趣味に関する単語を覚えましょう！～Qu’est-ce que vous aimez?～
【Jeux d’intérieur～インドア 2～】
★22：la musique（音楽）
★23 例：J’aime la musique.（音楽が好きです。）

★24：le piano（ピアノ）
★25 例：J’aime le piano.（ピアノ（そのもの）が好きです。）
★26 例：J’aime jouer du piano.（ピアノを弾くことが好きです。）

★27：la guitare（ギター）
★28 例：J’aime la guitare.（ギター（そのもの）が好きです。）
★29 例：J’aime jouer de la guitare.（ギターを弾くことが好きです。）

★30：le violon（バイオリン）
★31 例：J’aime le violon.（バイオリン（そのもの）が好きです。）
★32 例：J’aime jouer du violon.（バイオリンを弾くことが好きです。）
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. ★33：chanter une chanson（歌を歌うこと）
★34 例：J’aime chanter une chanson.（歌を歌うことが好きです。）

★35 【練習問題～Exercices～】
講師が「あなたの趣味は何ですか？」と聞きますので、初級 4 で覚えた単語を使って答えてみましょう。

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。
★36 (Mr.A) それらのスポーツの中で何が好きですか？
(Mr.B) 私はテニスと水泳が好きです。 ※水泳 la natation.
★37 (Mr.A) あなたはスキーとスケート、どちらが好きですか？
(Mr.B) スケートの方が好きです。
★38 (Mme.A) あなたは犬と猫のどちらが好きですか？
(Mme.B) 犬の方が好きです。
★39 (Mr.A) Eric はどんなジャンルの音楽が好きですか？
(Mr.B) 彼はクラシックが好きです。彼の趣味はピアノを弾くことなの。
★40 (Mr.A) その女子学生たちは誰の話をしているのですか？ ※～について話す parler de

(Mr.B) 彼女たちの先生(男性)(professeur)の話をしています。
★41 B：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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