第1章

01

直説法

用法

1

Depuis combien de jours est-elle absente?
彼女は何日前から休んでいるの？

4 〈現在行われている行為や状態〉を表します。

1 ● 直説法現在形
A

直説法

動詞をめぐって

01

動詞をめぐって

Il voyage en avion maintenant.
彼は、今飛行機で旅行中です。

Tu es où?

君、どこにいるの？

1 TRACK_001

1 〈現在の習慣〉を表します。

À qui penses-tu?

誰のことを考えているの？

Je prends mon bain tous les soirs.
私は毎晩お風呂に入ります。

Elle sort souvent avec lui.

5 〈一般的な事実や真実など〉を表します。

彼女はよく彼と出かけます。

Les Français aiment le vin.
フランス人はワインが好きです。

André fréquente les cinémas.
アンドレはよく映画に行く。

Cette maladie n’est pas contagieuse.
この病気は感染しません。

2 〈Si（
「もし」＝ If）の節中で未来〉を表します。

La paix est toujours difficile à maintenir.
平和というものはいつも維持しがたいものだ。

Si tu viens, nous irons ensemble.
もし君が来れば一緒に行きましょう。

S’il neige demain, je pourrai faire du ski.
もし明日雪なら、スキーができるな。

Si je suis riche un jour, j’achèterai un château en France.
もしいつか金持ちになったら、フランスにお城を買うだろう。

3 〈過去から現在まで続いている行為〉を表します。

J’habite à Paris depuis l’année dernière.
私は昨年からパリに住んでいます。

Il ne boit plus depuis son opération.

B

解説
ひとくちメモ
英語では時や条件を表す副詞節では未来形を使わないという規則があります
がフランス語では Si（もし～なら）に限られます。

Appelle-moi aussitôt que tu seras prêt.
（用意が出来しだい呼んでね。）

aussitôt que ～（～しだい）は時を表す副詞節ですが tu seras と直説法単純
未来形を使っています。

彼は手術以来、酒をもう飲まなくなった。
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第2章

01

関係詞をめぐって

01

関係詞 qui

用法

1

主格として（先行詞は《人》でも《物》でも可）

Gérard est la personne sur qui je compte.
ジェラールは頼りになる人物です。

1 TRACK_019

B

主格の関係詞 qui の先行詞は《人》でも《物》でも OK ですが、（前置詞）

J’aime la femme qui est belle.

＋ qui の場合、先行詞は必ず《人》になりますので注意が必要です。

私は美しい女性が好きです。

今着いたばかりの男性を知っていますか？

Voyez-vous la personne qui parle au fond de la salle?
部屋の奥でしゃべっている人が見えますか？

《物》の場合

Passez-moi le journal qui est sur la table.
テーブルの上の新聞を寄こしてください。

Il prend l’avion qui part à midi.

解説
ひとくちメモ

《人》の場合

Connaissez-vous le monsieur qui vient d’arriver?

2

1

主格として（先行詞は《人》でも《物》でも可）

J’aime la femme qui est belle.
私は美しい女性が好きです。

J’aime la femme.（私はその女性が好きです。）
La femme est belle.（その女性はきれいです。）
の合体ですから、二文のうち後者の La femme（主語）を主格の関係詞 qui とお
いて二文をつなぎます。英語の関係代名詞 who と同じ要領です。関係詞 qui の
先行詞が前者の la femme です。

彼は正午に出る飛行機に乗ります。

Regardez le cheval qui court là-bas.
あそこを走っていく馬をごらんなさい。

Connaissez-vous le monsieur qui vient d’arriver?
今着いたばかりの男性を知っていますか？

Connaissez-vous le monsieur?（あなたはその男性を知っていますか？）
2

前置詞とともに（先行詞は必ず《人》
）

La fille à qui Jean parle est ma cousine.
ジャンが話しかけている娘は私のいとこです。

Le monsieur vient d’arriver.（その男性は着いたばかりです。）
の合体です。上記と同じように下の文の Le monsieur（主語）を主格 qui とおい
て二文をくっつけます。

C’est l’ami avec qui je suis allé au cinéma.
これが私が一緒に映画に行った友人です。

C’est l’homme à qui je pensais.
これが私が思っていた男性です。

Il prend l’avion qui part à midi.
彼は正午に出る飛行機に乗ります。

Il prend l’avion.（彼は飛行機に乗る。）
L’avion part à midi.（その飛行機は正午に立つ。）
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関係詞をめぐって

A

関係詞 qui

第5章

01

疑問詞をめぐって

01

疑問代名詞

3

à qui ～「誰に対して？」/ de qui ～「誰について？」：《人》に使います。

À qui penses-tu?

君は誰のことを想っているの？

A

用法

1

qui（＝ qui est-ce qui）「誰が～？」（主格）：《人》に使います。

1 TRACK_030

À qui obéissez-vous?

あなたは誰の忠告に従うの？

Qui a mangé mon gâteau?

À qui a-t-elle répondu?

誰が僕のお菓子を食べたの？

彼女は誰に返事をしたの？

Qui est arrivé là-bas?

5
疑問詞をめぐって

À qui est-ce que vous avez proposé ce projet?

誰があそこに到着したの？

あなたは誰にこの計画を提案したのですか？

Qui est en train de chanter?

De qui parliez-vous?

誰が歌っているの？

あなたは誰について話していたの？

Qui est-ce qui va présider la séance?

De qui est-elle amoureuse?

誰が会議の司会をするんですか？

彼女が恋しているのは誰？

Qui est-ce qui est en charge de sa classe?

De qui as-tu besoin?

誰が彼（女）のクラスの担任ですか？

2

疑問代名詞

君は誰が必要なの？

De qui doutez-vous?

qui（＝ qui est-ce que）「誰を～？」（目的格）：《人》に使います。

あなたは誰を疑っているの？

Qui invitez-vous?

あなたは誰を招待しているの？

Qui écoutes-tu?

君は誰の言うことを聞くの？

Qui adore-t-elle?

彼女は誰が大好きなの？

Qui est-ce que vous aimez?
あなたは誰を愛しているの？

4

qu’est-ce qui「何が～？」（主格）：《物》に使います。

Qu’est-ce qui sent bon?
このいいにおいは何？

Qu’est-ce qui te plaît?
君のお気に入りは何？

Qu’est-ce qui est arrivé?
何が起こったの？

Qu’est-ce qui bouge là-bas?
あそこで動いているものは何？
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