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/ 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，赤い字の部分を書き込みましょう．

Leçon 8 メニュー
1. 最上級（1）
2. 部分冠詞
3. 動詞 prendre の直説法現在
【自律学習コーナー】
（授業時間外にする部分）
1. 最上級（1）
（つづき）
2. 動詞 venir と aller の直説法現在

1. 最上級（1）
1） 形容詞の最上級
（a）英語と似ているところ
（b）英語と異なるところ
a）最上級表現の位置
b）定冠詞の一致
2）副詞の最上級
3）特殊な最上級表現
1）形容詞の最上級
まず，英語の最上級と似ているところを見てみましょう。いったいどこが似ているの
でしょうか？
（a）英語と似ているところ
最上級の構文

C’est

＋

... (+ de...)

＋

... (+ de...)
long fleuve de France.

訳：
定冠詞 ＋ plus は the most に， 定冠詞 ＋ moins は the least に相当するわけだね。
それに最上級の表現はよく「〜のなかで」という前置詞句といっしょに使われるよね。
英語だと「of ... 」だけれど，フランス語では「de ...」を使うんだよ。
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最上級の作り方
英語ですと，最上級の作り方に「原級の形容詞（副詞）＋ est」(tall-tallest)と「most ＋
原級」
（interesting-most interesting）の 2 種類あります。
それに対して，フランス語には

しかありません。

具体的に例文で見てみましょう。
C’est un long fleuve.
訳：
C’est le plus long fleuve de France.
訳：
Quel fournisseur est cher ?
訳：
Quel fournisseur est le moins cher ?
訳：
1） 形容詞の最上級
今度は，英語の最上級と異なるところを見てみましょう。いったいどこが違っているの
でしょうか？
（b）英語と異なるところ
名詞につく形容詞の位置
フランス語の形容詞は名詞を修飾する場合，ふつうその名詞の後ろに置きます。
フランス語の形容詞の位置
原則： 名詞 ＋
↓
(une)

fille
女の子

↓
blonde
金髪の

形容詞の中には，名詞の前に置かれたり，後ろに置かれたりするものもありますが，次
の形容詞は必ず名詞の後ろに置かれます。
必ず名詞の後ろに置かれる形容詞
1）

2

une maison blanche 白い家
une table ronde 丸いテーブル
un avion français フランスの飛行機

必ず名詞の後ろに置かれる形容詞
2）
une histoire compliquée 複雑な話
ただし，次のような日常よく使われて，話し手の主観的評価をあらわす短い形容詞は，
ふつう名詞の前に置きます。
名詞の前に置かれる形容詞
形容詞
小さい，

大きい

よい，

悪い

美しい，

＋ 名詞

きれいな
年とった etc.

若い，
＋ 名詞
↓

↓

(une) jolie
きれいな

fille
女の子

（b）英語と異なるところ
・ 最上級の表現の位置
形容詞の位置について，復習できましたか。どんな形容詞が名詞の前につき，どんな
形容詞が後につくか確認できましたか。
形容詞の位置に 2 種類あるから，名詞を修飾している形容詞の最上級も 2 種類
あるんだよ。
名詞を修飾している形容詞の最上級
最上級の構文
a. 名詞の前につける形容詞の最上級：
「

＋

(

)＋形容詞＋名詞」

b. 名詞の後につける形容詞の最上級：

3

「定冠詞＋名詞＋

(

＋

)＋形容詞」

名詞の後につける形容詞の最上級は，名詞の左右に定冠詞をつけるんだね！
具体的に例文で見てみましょう。
a. 名詞の前につける形容詞の最上級
C’est un long fleuve.
訳：
C’est le plus long fleuve de France.
訳：
b. 名詞の後につける形容詞の最上級
C’est un monument célèbre.
訳：
C’est le monument le plus célèbre de France.
訳：
確認練習：L8-1-1
英語の最上級と異なるところがもう 1 つあります。さて，それは何でしょうか？
1） 形容詞の最上級
（b）英語と異なるところ
・ 定冠詞の一致
フランス語の冠詞は名詞の性と数に一致して変化するのを覚えていますね。
最上級表現を作るための「定冠詞＋ plus (moins)」の「定冠詞」も例外ではありません。
関係している名詞の性と数に応じて変化します。
定冠詞の一致
a. 名詞の前につける形容詞の最上級：
＋ plus (moins) ＋ 形容詞 ＋ 男性単数名詞
＋ plus (moins)

＋ 形容詞 ＋ 女性単数名詞

＋ plus (moins) ＋ 形容詞 ＋ 複数名詞
b. 名詞の後につける形容詞の最上級：
＋ 男性単数名詞 ＋

＋ plus (moins) ＋ 形容詞
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＋ 女性単数名詞 ＋

＋ plus (moins) ＋ 形容詞

＋ 複数名詞 ＋

＋ plus (moins) ＋ 形容詞

具体的に例文で見てみましょう。
a. 名詞の前につける形容詞の最上級：
C’est le plus long fleuve de France.
訳：
C’est la plus belle plage de France.
訳：
Ce sont les plus belles plages de France.
訳：
b. 名詞の後につける形容詞の最上級：
C’est le château le plus célèbre de France.
訳：
C’est la cathédrale la plus célèbre de France.
訳：
Ce sont les monuments les plus célèbres de France.
訳：
確認練習：L8-1-2
2）副詞の最上級
形容詞と違って，副詞につく le plus の定冠詞 le は変化しません。いつも le です。
副詞の最上級
＋

(

) ＋ 副詞

具体的に例文で見てみましょう。
C’est le T.G.V. qui roule le plus vite de tous les trains (du monde).
訳：
Remplissez les formulaires le plus précisément possible.
訳：
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確認練習：L8-1-3
ここで，次の例文を発音して最上級の構文をもう一度確認しておきましょう。
C’est le plus long fleuve de France.
C’est la plus belle plage de France.
Ce sont les monuments les plus célèbres de France.
C’est le T.G.V. qui roule le plus vite de tous les trains (du monde).
これまでに形容詞と副詞の最上級に取り組んできましたが，最後にもうひとつマスター
するべきことがあります。
3）特殊な最上級表現
英語の最上級には， good (well)，best のように形容詞や副詞そのものの形が変化する
場合がありましたが，フランス語にもあります。
特殊な最上級
原級

比較級

bon

meilleur

bien

mieux

beaucoup

plus

peu

moins

最上級

「一番いい（おいしい）〜」と言いたいときには，le meilleur ， 「一番上手に」と
言いたいときには，le mieux と言います。
Quel est le meilleur restaurant de la ville ?
訳：
Qui est-ce qui chante le mieux ?
訳：
meilleur は変化する
最上級の meilleur のいろいろな形
関係する名詞（代名詞）が女性の場合は

，男性複数の
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場合は

， 女性複数の場合は

と

なります。
確認練習：L8-1-4

mauvais，petit の比較級
・mauvais 「悪い」の最上級として，普通は

を使います。

比喩的な意味の場合にかぎり，le pire 「最悪の」を使います。
・petit の最上級として，具体的な大きさについての場合は le plus petit ですが，抽象
的な意味の場合は，

「ほんのささいな」を使います。

「一番多く」と言いたいときには，le plus ， 「一番少なく」と言いたいときには，
le moins と言います。
C’est Luc qui travaille le plus de ma classe.
訳：
Qu’est-ce que vous aimez le plus en France ?
訳：
Quelle est le film que vous aimez le moins ?
訳：
確認練習：L8-1-5； 確認練習：L8-1-6（Exercice 1）

2. 部分冠詞
部分冠詞の形
英語では数えられないもの（不可算名詞）の若干量をあらわすときには冠詞を
つけませんが，フランス語では「部分冠詞」といわれる冠詞をつけます。
部分冠詞の形
＋男性名詞

fromage
salade

＋女性名詞
母音で始まる単語の前では？

母音字または無音の h で始まる男性・女性名詞の前では de l’を用います。
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× du air → ○ de l’air（空気）

× de la eau → ○ de l’eau （水）

抽象名詞でも
抽象名詞でも，量，程度が問題になるときには，

をつけます。

Avec de la patience, on arrive à tout.
辛抱強ければ，なんでもできる。
ここで，次の表現を発音して，部分冠詞の形を確認しておきましょう。
du framage
チーズ

de l’air
空気

de la salade

de l’eau

サラダ

水

確認練習：L8-2-1（Exercice 2）
； 確認練習：L8-2-2（Exercice 3）
不定冠詞と部分冠詞の使い分け
数えられるものの若干数をあらわす →
Je voudrais une baguette.
訳：
Vous avez des croissants ?
訳：
数えられないものの若干量をわらわす →
Je mange du pain.
訳：
■ あるものが数えられるか，数えられないか
あるものが数えられるか，数えられないかは，ものに固定しているわけではありません。
話す人がどのようなものをイメージしているかによって，変化します。
Un café, s’il vous plaît.
コーヒーひとつ，お願いします。
Je vais vous faire du café.
コーヒーを入れましょう。
■ 部分冠詞は不定冠詞と兄弟
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ちょっと頭の中の整理をしましょう。
・特定のものを指している → 定冠詞（le, la, les）

Passe-moi le pain, s’il te plaît.
そこのパン取って，お願い。
・不特定のものを指している

数えられるものを指している → 不定冠詞（un, une, des）
数えられないものを指している → 部分冠詞（du, de la）
不定冠詞も部分冠詞も「不特定のものを指している」名詞につける点では同じだね。
だから二つの冠詞は兄弟なんだ。
■ 活用形の作り方
動詞 prendre の直説法現在の活用を見てみましょう。英語の take にあたる動詞です
から，
「... をつかむ，身につける，食べる，飲む」などいろいろな意味があり，とても
よく用いられる動詞です。
prendre
je

tu

nous

vous

il (elle)
ils (elles)

今度は，prendre の活用語尾と finir の活用語尾を比べてみましょう。
prendre の活用語尾と finir の活用語尾
je pren

tu pren

nous pren

vous pren

je fini

tu fini

nous finiss

vous finiss

il (elle) pren
ils (elles) prenn
il (elle) fini
ils (elles) finiss

IR 規則動詞においては，単数人称の活用語尾が -s, -s, -t であったのに対して，prendre
は -ds, -ds, -d となっています。複数人称の活用語尾は， -ons, -ez, -ent となっていて
同じですね。
確認練習：L8-3-1； 確認練習：L8-3-2； 確認練習：L8-3-3
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prendre と同じように活用する動詞がいくつかあるんだよ。それは，prendre の派生語
です。たとえば，apprendre「学ぶ，習う」
，comprendre「理解する」などだね。
確認練習：L8-3-4； 確認練習：L8-3-5（Exercice 4）
■ entendre タイプの直説法現在
先生，質問！
不定詞の語尾が -dre なら，すべて prendre と同じように活用するのですか？
残念ながらそうではありません。たとえば，entendre「聞こえる」という動詞は，次の
ように活用します。prendre の活用形と比べてみましょう。
j’ entends

tu entends

il (elle) entend

nous entendons vous entendez ils (elles) entendent
je prends

tu prends

il (elle) prend

nous prenons

vous prenez ils (elles) prennent

語尾だけ見ると同じですが，語幹が違っています。entendre タイプとしては，
他に descendre「降りる」
， attendre「待つ」
，perdre「失う」
， rendre「返す」
，
répondre「答える」
，vendre「売る」
確認練習：L8-3-6

自律学習コーナー
1. 最上級（1）（つづき）
次の練習に必要な表現を発音して覚えましょう。
une grande ville

une actrice célèbre

都会

有名な女優

un train rapide

des hautes montagnes

速い電車

高い山

確認練習：L8-1-1（自律学習）

2. 動詞 venir と aller の直説法現在
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■ 動詞 venir の活用
venir は英語の come にあたり，日常会話でよく使われる動詞です。すぐに口をついて
出るように，何度も発音して覚えましょう。
venir
1 人称

2 人称

3 人称

単数 je

tu

il (elle)

複数 nous

vous

ils (elles)

s s t タイプ
venir の活用形は aller の活用形に比べるとそれほど特殊ではありません。
特に，語尾だけをとりあげると，次のようになっていて，同様の活用語尾をもつ動詞は
他にたくさんあります。
je -s

tu -s

il (elle) -t

nous -ons

vous -ez

ils (elles) -ent

■ 動詞 aller の活用
aller は英語の go にあたり，とてもよく使われる動詞です。まったく 不規則な動詞で
すから，何度も発音してまる暗記してしまいましょう。
aller
1 人称

2 人称

3 人称

単数 je

tu

il (elle)

複数 nous

vous

ils (elles)

vas と va は同じ発音だよ。また，allez は不定詞（動詞の原形）の aller と同じ発音
だよ。
動詞 aller の活用は avoir の活用形に似ている
aller の活用形は avoir の活用形に似ています。
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J’ai

tu as

il (elle) a

nous avons vous avez ils (elles) ont
混同しないように要注意！
確認練習：L8-2-3（自律学習）
； 確認練習：L8-2-4（自律学習）
問題をやってみたいと思いますが，その前に国名を発音しておきましょう。
男性の国名と女性の国名があります。複数の国名もあります。
la France

l’Angleterre

l’Allemagne

フランス

イギリス

ドイツ

l’Italie

l’Espagne

la Chine

la Corée

イタリア

スペイン

中国

韓国・朝鮮

le Japon

le Canada

le Mexique

日本

カナダ

メキシコ

les États-Unis
アメリカ合衆国

国名につける前置詞のつけかたについてちょっと説明します。
「...の国へ」
「...の国で」
と言いたいとき，国名の性と数によって，前置詞の種類・冠詞の有無が異なります。
「... の国へ」
「... の国で」
女性単数の国名：

+

男性単数の国名：

(←

複数の国名：

(←

+

)+

+

)+

国名に前置詞の de をつけて，「... の国から」，「... の国の」と言いたいときにも，女
性単数の国名には冠詞をつけないのに対して，男性単数の国名と複数の国名には冠詞を
つけます。
「... の国から」
「... の国の」
女性単数の国名：

+
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(←

男性単数の国名：

(←

複数の国名：

+

)+

+

)+

確認練習：L8-2-5（自律学習）
確認練習：L8-2-6 (Exercice 2)（自律学習）
■もっと知りたい！
前置詞＋国名
「ドコドコの国へ」
「ドコドコの国で」と言いたいとき，男性単数の国名につける
前置詞は à でしたね。でも，母音で始まる男性単数名詞には，女性単数の国名と同じ
ように， en をつけるのです。
・子音で始まる男性単数名詞 → au
au Japon au Brésil

au Danemark

日本に

デンマークに

ブラジルに

・母音で始まる男性単数名詞 → en
en Iran

en Irak(q)

イランに イラクに

en Israël
イスラエルに

「ドコドコの国から」と言いたいとき，母音で始まる男性単数名詞には，d’をつけます。
Il rentre d’Iran. 彼はイランから帰ります。
Exercice Synthétique
まず，次の表現をモデルの後について発音して覚えましょう。
salade de tomates
トマトサラダ

jambon de Bayonne
バイヨンヌのハム

poulet

steak

poisson

鶏肉

ステーキ

魚

eau minérale

potage

jus de fruit

ポタージュ

vin

ミネラルウォーター フルーツジュース ワイン
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では，イラストを見て，モデルにならってミニ会話を作ってみましょう。
Modèle : Tu prends du café ? – Oui, je prends du café.
Non, je ne prends pas de café.
1)

–
–
2)

–
–
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