
Leçon 11       提出日：  月  日  氏名  
 

 Point では，赤字・緑字の部分にマーカーをひいて，ポイントを確認しましょう． 

  Check のところは，赤字・緑字の部分を書き込みましょう． 

Leçon 11 のメニュー 

1.強調構文 
2.最上級 (2) 名詞の数量 
3.名詞の複数形 
 
【自律学習コーナー】 
1.疑問文と語順 
2.直説法現在の動詞活用のまとめ  
 
1.強調構文 
1）形 c'est ... qui... と c'est ... que... の使い分け 

 ２つの強調構文 

主語の働きをしている表現を強調するには →  _______________ 

主語以外の働きをしている表現を強調するには →  _______________ 

 

 

主語を強調するときには qui ，その他の要素を強調するときには que を使う，

ここがポイントだね。とてもよく使われる構文だから，しっかりマスターしよ

うね。 
 
2）用法 
それでは，主語の働きをしている表現を強調する場合から，くわしく見てみま

しょう。 
 

  



 

Eric présente Laure à Luc (chez ses parents).  
訳：エリックは（彼の両親の家で）ロールをリュックに紹介する。 

 

主語の働きをしている表現を強調するには →  _______________ 

C'est Eric qui présente Laure à Luc. 

訳：                                                       

 
今度は主語以外の働きをしている表現を強調したい場合です。  

 

Eric présente Laure à Luc (chez ses parents). 
訳：                                                                エリックは（両

この文の，Laure を強調したいとき，Laure は直接目的語の働きをしています。

そこで次のルールを適用すると，下のような文ができます。 

 

主語以外の働きをしている表現を強調する

には 
 →                   

C'est Laure qu'Eric présent à Luc. 

訳：                                                      

 
主語以外の働きをしている表現を強調する場合をもうひとつ見てみましょう。 

 

Eric présente Laure à Luc (chez ses parents) . 
訳：エ                                                                リックは（彼

 

主語以外の働きをしている表現を強調するには  →                  

C'est à Luc qu'Eric présente Laure. 

訳：                                                         



 
主語，直接目的語，間接目的語以外の表現も強調することができます。 

 

Eric présente Laure à Luc chez ses parents. 
訳：                                                            エリックは彼の両

 

主語以外の働きをしている表現を強調する

には 
 →                      

C'est chez ses parents qu'Eric a présenté Laure à Luc.  

訳：                                                               

 

もう十分にわかりましたね。念のために，c'est ... qui... と c'est ... que... の使い

わけをまとめておきましょう。 
 

 

主語の働きをしている表現を強調するには →                    

主語以外の働きをしている表現を強調するには →                    

 
確認練習：L11-1-1 (Exercice 1) 
 
ここで強調する表現が代名詞の場合を見てみましょう。ちょっと注意が必要です。 

 代名詞を強調するとき 

代名詞を強調するとき  →                 

Je présente Laure à Luc. 

私はロールをリュックに紹介する。 

C'est       qui présente Laure à Luc. 

                               
 



2.最上級 (2) 名詞の数量 

 「もっとも多くの…」 の言いたいときは？ 

「もっとも多くの…」           + 名詞  

C’est au Québec que l’on boit            tisane. 

訳：                                   

Notre but est de vous donner          'informations possible. 

訳：                                        

             

 

 「もっとも少ない…」 の言いたいときは？ 

「もっとも少ない…」             + 名詞  

Appliquez          'herbicide possible.  

訳：                                 

C'est dans la plus grande fortune qu'on a           liberté. 

訳：                                 

 
確認練習：L11-2-1（Exercice 2） 
 
3.名詞の複数形 
複数形の作り方 

 

1）原則：複数形＋s 
2）-s, -x, -z で終わる名詞                        

bus → bus, prix → prix, nez → nez 

   
3）-eau, -au, -eu で終わる名詞                     

bateau → bateaux, cheveu → cheveux 

   



4）-al で終わる名詞                 

animal → animaux 

  
5）-ail で終わる名詞                  

travail → travaux 

 

 特殊な複数形を持つ名詞 

特殊な複数形を持つ名詞もあります。 

un œil→            （目） 

 

 -ou で終わる名詞 

-ou で終わる名詞には x をつけて複数形をつくるものがある。 

un bijou →                 （宝石） 

 
確認練習：L11-3-1  
確認練習：L11-3-2（Exercice 3） 
 

 形容詞の複数形 
 
形容詞の男性複数形も名詞の複数形と同じようにして作ります。 

  単数形 複数形 例 

1)  - s  
- x 

           
gros → gros（太った） 
heureux → heureux（幸せな） 

2) - al           général → généraux（一般的な） 

3) - eau               beau → beaux（きれいな） 
 

 
確認練習：L11-3-3（Exercice 4)  
 
自律学習コーナー 
1.疑問文と語順 



 

 名詞主語で単純倒置する場合 

  

主語が名詞でも，次の場合はふつう単純倒置をする。 

1）自動詞の場合  
 疑問詞＋                       ... ?  

  
Quand part le dernier bateau pour Alcatra ? 
                                                           

  
Où habite le Père Noël ? 
                                      

   

2）Que，Qui（属詞），Quel だけの場合  
 疑問詞（                   ）＋                       ? 

  
Que fait votre père ?  
                            

  
Qui est cette dame ? 
                              

  
Quel est votre nom ?  
                         

  Quelle est votre nationalité ? 
 

                                

 
確認練習：L11-1-1(自律学習) 
 
2.直説法現在の動詞活用のまとめ 

 現在形の活用の覚え方 

・規則的に作れるものと不規則なものは分けて取り組みましょう。 

・規則的に作れるものは規則をしっかり理解しましょう。 

・不規則なものは理屈抜きに何度も発音して覚えましょう。 



1）2 種類の活用語尾 

  

まず，直説法現在の単数人称（je, tu, il / elle）の活用語尾には２つのタイプがありま

す。e-es-e 型と s-s-t 型です。 
 

 単数人称の活用語尾 

je      tu      il(elle)       (          ）  

je      tu      il(elle)        (          ） 

 

 

それに対して，複数人称（nous, vous, ils, elles）の活用語尾は，いくつか例外はあり

ますが，１種類で次のようになります。 
 

 複数人称の活用語尾 

nous        vous        ils(elles)          

 

 

単数人称の活用語尾，e-es-e 型と s-s-t 型はどのように使い分ければいいのでしょ

うか？この質問に答える前に，フランス語の不定詞について復習しておきましょう。フ

ランス語の不定詞（動詞の原形）の語尾の形は限られています。４種類しかありませ

ん。 
 

 不定詞の語尾 

                  

 

フランス語の不定詞の語尾は英語のようにいろいろないんだね。すべての動詞の語

尾はこの４つのうちのどれかだよ。例外はないんだ。 
 



 

 不定詞の語尾と活用語尾 

すべての ER 規則動詞と IR 型の動詞の一部 →           

その他の動詞（不定詞の語尾が -ir, -oir, -re） →           

 
確認練習：L11-2-1 (自律学習） 
確認練習：L11-2-2 (自律学習） 
 
2) s-s-t 型 

 finir 

je  fini    nous  finiss    

tu  fini    vous finiss    

il / elle  fini    ils / elles finiss    

 

 venir 

je  vien    nous  ven    

tu  vien    vous ven    

il / elle  vien    ils / elles vienn    

 

 savoir 

je  sai     nous  sav    

tu  sai     vous sav    

il / elle  sai    ils / elles sav     

 
確認練習：L11-2-3 (自律学習） 
 
3) s-s-t 型のヴァリアント 



s-s-t 型のヴァリアント 

 
x-x-t 型 

 pouvoir 

je  peu     nous  pouv    

tu  peu     vous pouv    

il / elle  peu    ils / elles peuv    

 

 vouloir 

je  veu     nous  voul    

tu  veu     vous voul    

il / elle  veu    ils / elles veul    

 
確認練習：L11-2-4 (自律学習） 
確認練習：L11-2- 5(自律学習） 
 
ds-ds-d 型 

 prendre 

je  pren     nous  pren    

tu  pren     vous pren    

il / elle  pren    ils / elles prenn    

 

 attendre 

j' atten     nous  attend    

tu  atten    vous attend    

il / elle  atten    ils / elles attend    



 
確認練習：L11-2-6 (自律学習）  
確認練習：L11-2-7 (自律学習） 
確認練習：L11-2-8 (自律学習） 
 
ts-ts-t 型 

 mettre 

je  me     nous  mett    

tu  me    vous mett    

il / elle  me    ils / elles mett    

 

 battre 

je  ba    nous  batt    

tu  ba    vous batt    

il / elle  ba    ils / elles batt    

 
確認練習：L11-2-9(自律学習） 
 
4) まとめ 

 直説法現在形の活用 

①  すべての ER 規則動詞と IR 型の動詞の一部 →         

② その他の動詞（不定詞の語尾が -ir, -oir, -re） →           

   
 ただし，次の動詞は s-s-t 型のヴァリアントの活用語尾になる： 

a)  pouvoir ，vouloir  →         

b) 不定詞が - en (on, an) dre，rdre の動詞  →         

c) 不定詞が - ttre の動詞  →         

 
確認練習：L11-2-10（自律学習） 



 

 直説法現在の活用 

1. ER 規則動詞と IR 規則動詞  
  →                              活用の規則をしっかり理解しましょう！ 
2. その他の動詞（不定詞の語尾が -ir, -oir, -re）  
  →                              何度も発音して覚えましょう！ 
 
確認練習：L11-2-11(自律学習） 
Exercice Symthétique 
 
 


