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Good morning.     おはよう [ございます] 。 
Good afternoon.     こんにちは。 
Good evening.     こんばんは。 
Au revoir.      さようなら。 
 
Professeur      せんせい 
Excusez-moi.     すいません / すみません。 
Je suis en retard.     おそく なりました。 
 
Ca va? C’est bon?     いい です か。 
Oui.       はい。 
Comprenez-vous?    わかります か。 
Avez-vous compris?    わかりました か。 
 
Lisez!      よんで ください。 
Qu’est-ce que ça veut dire?   どう いう いみ です か。 
 
Présentation:     はじめまして。 
       Widmer です。 
       どうぞ よろしく。 

1.1 
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 Les nombres : 
 
1（一）いち  6（六）ろく    
2（二）に   7（七）しち / なな  11=10+1  じゅう いち 
3（三）さん  8（八）はち   20=2x10  に じゅう 
4（四）し / よん  9（九）きゅう   40   よん じゅう 
5（五）ご      10（十）じゅう   70   なな じゅう 
 
 
Terminale 3    

1ère 2 Lycée  Universités nationales: Tokyo (Toodai) 
2nde 1                     Kyoto (Kyoodai) 
3ème 3    
4ème 2 Collège  Universités privées: Waseda (40000 élèves) 
5ème 1                   Keioo (20000 élèves) 
6ème 6    
CM2 5   Licence = 4 ans 
CM1 4 Ecole   
CE2 3    
CE1 2    
CP 1    

 
 
なん さい です か。   Quel âge avez-vous? 
 じゅう きゅう さい です。   - J’ai dix-neuf ans. 
なん ねん せい です か。  En quelle année êtes-vous? 
 だいがく に ねん せい です。  - Je suis en deuxième année d’université. 
だいがく は どちら です か。  Quelle est votre université? 
 INSA です。      - L’INSA. 
 INSA の がくせい です。   - Je suis étudiant à l’INSA. 
おくに は どちら です か。  De quel pays êtes-vous? 
 フランス です。     - De France. 
パリ です か。     De Paris? 
 いいえ。リオン です。    - Non, de Lyon. 
 

 は particule de thème  
 の particule de déterminant (déterminant の déterminé)  

1.2 
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 Rencontre entre deux personnes :  Rencontre entre deux personnes : 
  
A: すいません。SONY の たなか です か。  A: すいません。SONY の たなか です か。  
B: いいえ。ちがいます。     はい そう です。 B: いいえ。ちがいます。     はい そう です。 
A: どうも すいません。     はじめまして。やまもと です。 A: どうも すいません。     はじめまして。やまもと です。 
B:         たなか です。どうぞ よろしく。 B:         たなか です。どうぞ よろしく。 
  
A: Excusez-moi. Etes-vous Mr. Tanaka de chez Sony? A: Excusez-moi. Etes-vous Mr. Tanaka de chez Sony? 
B: Non, vous faites erreur.     Oui, c’est bien ça. B: Non, vous faites erreur.     Oui, c’est bien ça. 
A: Désolé.       Enchanté. Je suis Mr. Yamamoto. A: Désolé.       Enchanté. Je suis Mr. Yamamoto. 
B:         Je suis Mr. Tanaka. Enchanté. B:         Je suis Mr. Tanaka. Enchanté. 
  
  
Ｘ さん は だれ です か。   Qui est Mr. X? Ｘ さん は だれ です か。   Qui est Mr. X? 
 わたし です。       - C’est moi.  わたし です。       - C’est moi. 
 しりません       - Je ne sais pas.  しりません       - Je ne sais pas. 
  
かれ    Qui est-il? かれ        Qui est-il?     
かのじょ       Qui est-elle? かのじょ       Qui est-elle? 

は だれ です か。 

  
  

 La forme négative de です：では ありません  La forme négative de です：では ありません 
  
あなた は Martin さん です か。   Etes-vous Mr. Martin? あなた は Martin さん です か。   Etes-vous Mr. Martin? 
 いいえ。Martin では ありません。    - Non, je ne suis pas Mr. Martin.  いいえ。Martin では ありません。    - Non, je ne suis pas Mr. Martin. 
Lopez さん は 20 さい です か。   Mr. Lopez a-t-il 20 ans? Lopez さん は 20 さい です か。   Mr. Lopez a-t-il 20 ans? 
 いいえ、20 さい では ありません。   - Non, il n’a pas 20 ans.  いいえ、20 さい では ありません。   - Non, il n’a pas 20 ans. 
Lopez さん は スペインじん です か。  Mr. Lopez est-il espagnol? Lopez さん は スペインじん です か。  Mr. Lopez est-il espagnol? 
 いいえ、スペインじん では ありめん。   - Non, il n’est pas espagnol.  いいえ、スペインじん では ありめん。   - Non, il n’est pas espagnol. 

1.3 



LLLeeeçççooonnn   111   

アメリカ   Américain  にほん / にぽん  Japonais アメリカ   Américain  にほん / にぽん  Japonais 
ドイツ   Allemand  ちゅうごく    Chinois ドイツ   Allemand  ちゅうごく    Chinois 
イタリア   Italien  かんこく    Coréen イタリア   Italien  かんこく    Coréen 
イギリス   Anglais  インド    Indien イギリス   Anglais  インド    Indien 
ギリシャ   Grec   インドネシア   Indonésien ギリシャ   Grec   インドネシア   Indonésien 
ロシア   Russe  フィリピン    Philippin ロシア   Russe  フィリピン    Philippin 
       タイ     Thailandais        タイ     Thailandais 
       マレーシア    Malaisien        マレーシア    Malaisien 

じん 
じん 

  
  

 Rencontre entre deux personnes qui se connaissent :  Rencontre entre deux personnes qui se connaissent : 
  
A: こんにちは。      Bonjour. A: こんにちは。      Bonjour. 
B: こんにちは。おげんき です か。  Bonjour. Comment ça va? B: こんにちは。おげんき です か。  Bonjour. Comment ça va? 
A: はい。おかげ さま で。   Ca va très bien. A: はい。おかげ さま で。   Ca va très bien. 
  ええ まあまあ です。    Ca va moyen.   ええ まあまあ です。    Ca va moyen. 

1.4 
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 Structures-clés : 
 
1) わたし は ラオ です。 

2) ナロン さん は 
にほんじん

,日本人 では ありません。 
3) アリ さん は 

けんしゅうせい

,研修生 です か。 
4) リー さん も 研修生 です。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) あなた は ラオ さん です か。 

はい、[わたし は] ラオ です。 
いいえ、[わたし は] ラオ では ありません。 

 

2) ナロン さん は インドネシア
じん

,人 です か。 
いいえ、インドネシア人 では ありません。タイ人 です。 

 
3) マリオ さん も タイ人 です か。 

いいえ、マリオ さん は フィリピン人 です。 
 

4) あの 
ひと

,人 は だれ です か。 
ラオ さん です。 

 
5) ラオ さん は 研修生 です か。 

とうきょう

,東京
でんき

,電気 の 研修生 です。  はい、

 

6) 
たなか

,田中 さん は 
なん

,何 
さい

,歳 です か。 
28 [歳] です。 

1.5 
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ほん   livre  とけい  montre ほん   livre  とけい  montre 
ざっし   magazine かさ  parapluie ざっし   magazine かさ  parapluie 
しんぶん   journal  つくえ  bureau (meuble) しんぶん   journal  つくえ  bureau (meuble) 
かぎ   clé  いす  chaise かぎ   clé  いす  chaise 
ちず   carte géo まど  fenêtre ちず   carte géo まど  fenêtre 
きって   timbre  ドア  porte きって   timbre  ドア  porte 
おかし   gâteau  はがき  carte postale おかし   gâteau  はがき  carte postale 
えんぴつ   crayon  えはがき  carte postale illustrée えんぴつ   crayon  えはがき  carte postale illustrée 
ペン   pen  てがみ  lettre ペン   pen  てがみ  lettre 
シャーペン  sharp pencil みず  eau シャーペン  sharp pencil みず  eau 
たばこ   cigarette かばん  sac たばこ   cigarette かばん  sac 
マチ   allumette じしょ  dictionnaire マチ   allumette じしょ  dictionnaire 
ライター   briquet  めがね  lunettes ライター   briquet  めがね  lunettes 
はいざら   cendrier  なし  nashi (poire japonaise) はいざら   cendrier  なし  nashi (poire japonaise) 
ノート   note book テレビ  télévision ノート   note book テレビ  télévision 
かみ   papier  ビデオ  vidéo かみ   papier  ビデオ  vidéo 
カセット コーダー K7 recorder ラジオ  radio カセット コーダー K7 recorder ラジオ  radio 
カセット   K7  カメラ  appareil photo カセット   K7  カメラ  appareil photo 
     でんわ  téléphone      でんわ  téléphone 
  
  

 Pronoms démonstratifs des objets :  Pronoms démonstratifs des objets : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lequel? Laquelle?  どれ Lequel? Laquelle?  どれ 

ççoonn  22  

interlocuteur 
それ 

locuteur 
これ 

あれ 

2.1 
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X さん の かぎ は どれ です か。  Quelle est la clé de Mr. X? 
これ は だれ の かぎ です か。  A qui est cette clé? 
 わたし の です。     - C’est la mienne. 
 Martin さん の です。    - C’est celle de Mr. Martin. 
 
A: これ は ざっし です。   Ceci est un magazine. 
  それ も ざっし です か。   Cela est-il aussi un magazine? 
B: いいえ、これ は ざっし では ありません。しんぶん です。 

Non, ce n’est pas un magazine. C’est un journal. 
 

 も particule de similitude  
 
わたし の では ありません。   Ce n’est pas à moi. 
 
 

 Expressions utiles : 
 
ちょっと まって ください。   Attendez un instant. 
ちがいます。     Non, vous faites erreur. 
 

2.2 
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 Structures-clés : 
 

1) これ は 
ほん

,本 です。 
2) それ は わたし の 本 です。 
3) この 本 は わたし の です。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) これ は 
じしょ

,辞書 です か。 
はい、そう です。 

 

2) それ は 
えんぴつ

,鉛筆 です か。 
いいえ、そう では ありません。ボールペン です。 

 
3) それ は 何 です か。 

[これ は] ライター です。 
 
4) それ は ボールペン です か、シャープペンシル です か。 

シャーペンシル です。 
 
5) あれ は だれ の かばん です か。 

リー さん の かばん です。 
 
6) この 辞書 は あなた の です か。 

いいえ、わたし の では ありません。 
 
7) この 本 は だれ の です か。 

わたし の です。 

2.3 
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 Pronoms démonstratifs de lieux : 
 
ここ  ici   A: ここ は どこ です か。 
そこ  là   B: そこ は おおさか です。 
あそこ là-bas  A: おおさか は どこ です か。 
どこ  où?   B: おおさか は そこ / ここ です。 
 
こうえん  parc    こうじょう  usine 
えき   gare     ほんや  librairie 
ぎんこう  banque   かばんや  bagagerie 
だいがく  université   へや   chambre 
がっこう  école    きょうしつ  salle de classe 
びょういん  hôpital   しょくどう  réfectoire 
かいしゃ  entreprise   うけつけ  accueil, réception (lieu) 
ゆうびんきょく la poste   デパート  grand magasin 
トイレ  toilettes   スーパー  supermarché 
レストラン  restaurant   ロビー  hall 
じむしょ  bureau   にわ   jardin 
 
 

 Comment demander son chemin : 
 
A： すいません。      Excusez-moi. 
  あさひ ぎんこう は どこ です か。  Où se trouve la banque Asahi? 
B： あそこ です。      C’est là-bas. 
A： どうも。       Merci. 
B： いいえ。       De rien. 
 
 

 L’appartenance の 
 
1) これ は どこ の しんぶん です か。  C’est un journal d’où? 
 にほん の しんぶん です。    - Du Japon. 

3.1 
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2) これ は なん の ほん です か。  C’est un livre de quoi? 
 にほんご の ほん です。     - De langue japonaise. 
3) これ は だれ の かさ です か。  C’est un parapluie à qui? 
 せんせい の （かさ） です。    - Au professeur. 
 
 

 かいもの (Les achats) : 
 
100 ひゃく（百）  1000 せん （千） 10 000  いちまん （万） 
200 にひゃく   2000 にせん  40 000  よんまん 
300 さんびゃく   3000 さんぜん  100 000  ぢゅうまん 
400 よんひゃく   4000 よんせん  1 000 000  ひゃくまん 
600 ろっぴゃく   8000 はっせん 
800 はっぴゃく 
 
Hôtesse： いらっしゃいませ。 
Client： すいません。とけい は どこ です か。 
Hôtesse： いっかい です。   1er niveau (rez-de-chaussée) 
  にかい    2ème niveau (1er étage) 
  さんかい 
  よんかい 
   etc… 
Client： どうも。 
 

La particule de thème は se prononce ‘wa’ mais s’écrit ‘ha’. 
 
Vendeur： いらっしゃいませ。    Bienvenue. 
Client： きれい です ね。    Comme c’est joli! 
Vendeur： 30 000 えん です。    C’est 30 000 yens. 
Client： ちょっと たかい です ね。  C’est un peu cher. 
  これ は いくら です か。  Et celui-ci, c’est combien? 
Vendeur： 20 000 えん です。    C’est 20 000 yens.   
Client： じゃ、これ を ください。   Alors, donnez-moi celui-là. 
Vendeur： どうも ありがとう [ございます]。 Merci [beaucoup]. 
 

 を particule du COD  

3.2 
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 Structures-clés : 
 

1) ここ は 
きょうしつ

,教室 です。 
2) 

じむしょ

,事務所 は あそこ です。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) ここ は 
うけつけ

,受付 です か。 
いいえ、事務所 です。 

 

2) お
てあら

,手洗い は どこ です か。 
あそこ です。 

 
3) ラオ さん は どこ です か。 

へや

,部屋 です。 
 

4) 
しょくどう

,食堂 は どちら です か。 
あちら です。 

 

5) 
かいしゃ

,会社 は どちら です か。 
NTC です。 

 
6) NTC は 何 の 会社 です か。 

コンピューター の 会社 です。 
 

7) それ は どこ の 
とけい

,時計 です か。 
日本 の 時計 です。 

 
8) この カメラ は いくら です か。 

38,000 円 です。 

3.3 
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 L’heure : 
 

1:00  いちじ   4:05  よじ ごふん 
4:00  よじ    4:10  よじ じゅうぷん 
7:00  しちじ   4:30  よじ はん 
9:00  くじ    4:45  ごじ じゅうごふん まえ 
12:00  じゅうにじ 

 
いま なん じ です か。     Quelle heure est-il? 
 くじにじゅうぷん です。      - Il est 9h20. 
なん じ に おきます か。    A quelle heure vous levez-vous? 
 (わたし は) しち じ に おきます。   - Je me lève à 7h. 

 
 に particule de point temporel  

 
 

 La forme polie des verbes ―ます 
 
Pas de conjugaison selon la personne. 
 i ます  généralités 
 e ます futur 
 

 おきます    se lever 
  ねます    se coucher 

 べんきょう します  étudier, travailler 
  はたらきます   travailler 
  やすみます    se reposer 
  はじまります   commencer (verbe intransitif) 
  おわります    finir 
 
 
 

4.1 
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 Le passé affirmatif des verbes －ました 
 

 ―ます → ―ました  
ex: どうも ありがと ございました。 
 
 

 Les jours de la semaine : 
 

Dimanche  にちようび  日曜日  日（ひ） le soleil 
Lundi  げつようび  月曜日  月（つき） la lune 
Mardi  かようび  火曜日  火（ひ） le feu 
Mercredi  すいようび  水曜日  水（みず） l’eau 
Jeudi   もくようび  木曜日  木（き） l’arbre 
Vendredi  きにょうび  金曜日  金（きん） l’or 
Samedi  どようび  土曜日  土（ど） le sol 
 

きょう は なん ようび です か。  Quel jour sommes nous? 
 きょう は 月曜日 です。    - Nous sommes lundi. 
 
土曜日 は なん じ に ねます か。 

A quelle heure vous couchez-vous le samedi? 
日曜日 は なん じ に おきます か。 

A quelle heure vous levez-vous le dimanche? 
 
まいばん なん じ まで べんきょうします か。 

Jusqu’à quelle heure travaillez-vous le soir? 
 

まいあさ  chaque matin 
まいばん  chaque soir 
まいにち  chaque jour 
 

日曜日 も べんきょうします か。   Travaillez-vous aussi le dimanche? 
 はい、べんきょうします。      - Oui, je travaille. 
 いいえ、べんきょうしません。     - Non, je ne travaille pas. 
 

 ―ません forme négative  

4.2 
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 Depuis … jusqu’à … 
 
月曜日 は はちじ から ごじはん まで べんきょうします。 

Le lundi, je travaille de 8h à 5h30. 
 

そう です か。   Ah bon. 
たいへん です ね。  C’est dur! 
はやい です ね。  C’est tôt! 
おそい です ね。  C’est tard! 

 
 

 Dialogue : 
 
A： もしもし。だいまる デパート です か。 
B： はい。そう です。 
A： すいません。 
 なん じ から なん じ まで です か。 
B： 10 じ から ７じ まで です。 
A： やすみ は なん ようび です か。 
B： かようび です。 
A： どうも。 

4.3 
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 Structures-clés : 
 

1) 
いま

,今 1
じ

,時 10
ぶん

,分 です。 
2) わたし は 

あさ

,朝 6 時 に 
お

,起きます。 
3) わたし は 9 時 から 5 時 まで 

はたらきます

,働きます。 
4) わたし は きのう 

べんきょう

,勉強しました。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) 今 何 時 です か。 

４時 5 分 です。 
 
2) 朝 何 時 に 起きます か。 

6 時 に 起きます。 
 

3) 
まいにち

,毎日 何 時 から 何 時 まで 働きます か。 
8 時 から 4 時 まで 働きます。 

 

4) 
こうぎ

,講義 は 何 時 から です か。 
1 時

はん

,半 から です。 
 
5) あした 働きます か。 

あい、働きます。 
いいえ、働きません。 

 

6) きのう の 
ばん

,晩 勉強しました か。 
はい、勉強しました。 
いいえ、勉強しません でした。 

 

7) きょう は 何 
ようび

,曜日 です か。 
かようび

,火曜日 です。 

4.4 
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 Les verbes de déplacement : 
 

aller  
い

,行きます 
venir  

き

,来ます 
rentrer  かえります 

 
 に / へ [e] particules de direction  

 
どこ に / へ 行きます か。  Où vas-tu? 
 ぎんこう に / へ 行きます。   - Je vais à la banque. 
 

 と particule de l’accompagnement  
 

ともだち  ami 
こいびと  petit(e) ami(e) 
かれ  il, lui (petit ami) 
かのじょ  elle (petite amie) 
ひとりで  tout seul 
 

だれ と こうえん に 行きました か。  Avec qui es-tu allé au parc? 
 ともだち と 行きました。    - Avec des amis. 
ひとりで だいがく に 行きます。  Je vais à l’université tout seul. 
 

 で particule du moyen  
 

ひこうき  avion 
でんしゃ  train 
くるま  voiture 
バス  bus 
あるいて  à pied, en marchant 

 
なに で うち へ かえります か。 Comment rentres-tu chez toi? 
 くるま で かえります。   - Je rentre en voiture. 
 あるいて かえります。    - Je rentre à pied. 

5.1 
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Nulle part: どこも ＋ négatif 
 
日曜日 どこ(に)も 行きません でした。      Je ne suis allée nulle part dimanche. 
 
 

 Les mois de l’année : 
 

一月  （いちがつ）  janvier 
二月  （にがつ）  février 
三月  （さんがつ）  mars 
四月  （しがつ）  avril 
五月  （ごがつ）  mai 
六月  （ろくがつ）  juin 
七月  （しちがつ）  juillet 
八月  （はちがつ）  août 
九月  （くがつ）  septembre 
十月  （じゅうがつ）  octobre 
十一月 （じゅういちがつ） novembre 
十二月 （じゅうにがつ）  décembre 
なん 月？   Quel mois? 

 
おたんじょうび は いつ です か。  Quand est votre anniversaire? 
 
よこはま は なん ばんせん です か。  Quel est le quai pour Yokohama? 
 ごばんせん です。     - C’est le quai 5. 
 
きのう だれ と デパート へ 行きました か。 

Avec qui es-tu allé dans les grands magasins hier? 
 ともだち と 行きました。       - J’y suis allé avec des 
amis. 
 
とうきょう から おおさか まで しんかんせん で 行きました。 

Je suis allé de Tokyo à Osaka en Shinkansen. 
 
Widmer です。 
パリ から 来ました。 

5.2 
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どうぞ よろしく。 
 Structures-clés : 

 

1) わたし は 
きょうと

,京都 へ 
い

,行きます。 
2) わたし は 

ひこうき

,飛行機 で 
くに

,国 へ かえります。 
3) わたし は 

ともだち

,友達 と 日本 へ 
き

,来ました。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) あした どこ へ 行きます か。 

京都 へ 行きます。 
 
2) きのう どこ へ 行きました か。 

どこ[へ]も 行きません でした。 
 
3) 何 で 京都 へ 行きます か。 

しんかんせん

,新幹線 で 行きます。 
 
4) だれ と センター へ 来ました か。 

かとう

,加藤 さん と 来ました。 
 
5) いつ 日本 へ 来ました か。 

9 月 に 来ました。 
かえ

,帰ります か。 いつ 国 へ 
らいねん

,来年 帰ります。  
 

6) 
たんじょうび

,誕生日 は 
なんがつなんにち

,何月何日 です か。 
3 月 15 日 です。 

5.3 
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 Les verbes transitifs :  Les verbes transitifs : 
  
あさごはん       le petit-déjeuner あさごはん       le petit-déjeuner 

ひろごはん  を 
た

,食べます  manger   le déjeuner ひろごはん  を 

ばんごはん       le diner ばんごはん       le diner 
おちゃ     boire du thé (thé japonais) おちゃ     boire du thé (thé japonais) 
こうちゃ     (thé anglais) こうちゃ       (thé anglais)   

よ

しんぶん を ,読みます   lire le journal しんぶん を 

てがみ を 
か

,書きます   écrire une lettre てがみ を 

おんがく を 
き

,聞きます   écouter de la musique おんがく を 

えいが を 
み

,見ます   regarder un film えいが を 

たばこ を 
す

,吸います   fumer une cigarette たばこ を 

じしょ を 
か

,買います   acheter un dictionnaire じしょ を 

しゃしん を とります   prendre une photo しゃしん を とります   prendre une photo 
じっしゅう を します   faire un stage じっしゅう を します   faire un stage 
ピンポン を します   jouer au ping-pong ピンポン を します   jouer au ping-pong 

ともだち に 
あ

,合います   rencontrer un ami ともだち に 

  
よる  le soir よる  le soir 
ときどき  de temps en temps ときどき  de temps en temps 
よく  souvent よく  souvent 
いつも  toujours いつも  toujours 
くだもの  fruit くだもの  fruit 

  
Alex さん と JD さん は Pinocchio を Pathé で 見ました。 Alex さん と JD さん は Pinocchio を Pathé で 見ました。 

Alex et JD ont vu Pinocchio au Pathé. Alex et JD ont vu Pinocchio au Pathé. 
  

 で : particule du lieu de l’action (in, at)   で : particule du lieu de l’action (in, at)  

ççoonn  66  

た

,食べます  manger   le déjeuner 

よ

,読みます   lire le journal 

を 
の

,飲みま

す

か

,書きます   écrire une lettre 
き

,聞きます   écouter de la musique 
み

,見ます   regarder un film 
す

,吸います   fumer une cigarette 
か

,買います   acheter un dictionnaire 

あ

,合います   rencontrer un ami 

≠ に : direction (vers, to) 
 
どこ で あさごはん を 食べます。  Où prenez-vous le petit-déjeuner? 
 うち       - Chez moi. 
 へや       - Dans ma chambre. で 食べます。 

6.1 
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どこ で TV を 見ます か。   Où regardez-vous la TV? どこ で TV を 見ます か。   Où regardez-vous la TV? 
 ともだち の へや で 見ます。   - Dans la chambre de mes amis.  ともだち の へや で 見ます。   - Dans la chambre de mes amis. 
どこ で brioche を 買います か。  Où achetez-vous de la brioche? どこ で brioche を 買います か。  Où achetez-vous de la brioche? 
 スーパー で 買います。    - Au supermarché.  スーパー で 買います。    - Au supermarché. 
  
  

 Les adverbes indéfinis :  Les adverbes indéfinis : 
  

どこか  quelque part  どこも  nulle part どこか  quelque part  どこも  nulle part 
だれか  quelqu’un  だれも  personne だれか  quelqu’un  だれも  personne 
なにか  quelque chose  なにも  rien なにか  quelque chose  なにも  rien 

  
だれか ＊ Panthéon に 行きました か。 Quelqu’un est-il allé au Panthéon? だれか ＊ Panthéon に 行きました か。 Quelqu’un est-il allé au Panthéon? 
だれも ＊ 行きません でした。    - Personne n’y est allé. だれも ＊ 行きません でした。    - Personne n’y est allé. 

＊ pas de particule が ＊ pas de particule が 
  
なにか ＊ 食べました か。   Avez-vous mangé quelque chose? なにか ＊ 食べました か。   Avez-vous mangé quelque chose? 
いいえ。なにも ＊ 食べません でした。   - Non, je n’ai rien mangé. いいえ。なにも ＊ 食べません でした。   - Non, je n’ai rien mangé. 

＊ pas de particule を ＊ pas de particule を 
  
だれか に あいました か。   As-tu rencontré quelqu’un? だれか に あいました か。   As-tu rencontré quelqu’un? 
いいえ。だれにも あいません でした。   - Non, je n’ai rencontré 
personne. 
いいえ。だれにも あいません でした。   - Non, je n’ai rencontré 
personne. 
  

Sujet が   は Sujet が   は 
  Cod を   は   Cod を   は 

thème

Col に   には Col に   には 
Cot に   には Cot に   には 

  
  

 L’impératif －ましょう  L’impératif －ましょう 
  

 Let’s…  ―ましょう  
Allons-y! 行きましょう 
Mangeons! 食べましょう 

 

6.2 
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なにか 飲みません か。   Et si on buvait quelque chose? なにか 飲みません か。   Et si on buvait quelque chose? 
 いい です ね。    - C’est une bonne idée.  いい です ね。    - C’est une bonne idée. 
いっしょに 飲みましょう。  Buvons ensemble. いっしょに 飲みましょう。  Buvons ensemble. 
またあとで。     - A tout à l’heure! またあとで。     - A tout à l’heure! 
  
  

 Les adverbes de degré :  Les adverbes de degré : 
  

 たくさん   たくさん  
とても  beaucoup, très とても  beaucoup, très 
たいへん たいへん 

  
 すこし  すこし 

+ affirmatif 

un peu
ちょっと ちょっと 

  
まあ  assez まあ  assez 

  
あまり  pas tellement       + négatif あまり  pas tellement       + négatif 

  
ぜんぜん  pas du tout ぜんぜん  pas du tout 

  
  
JDさん は たくさんJDさん は たくさん おさけ を 飲みます。 
わたし は あまり おさけ を 飲みません。 
 
きょうとう は とても きれいな まち です。 
べんきょう は ちょっと むずかしい です。 
べんきょう は まあ おもしろい です。 

日本 の 
くるま

,車 は あまり 
たか

,高くない です。 
この えいが は ぜんぜん おもしろくない です。 

6.3 
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 Structures-clés : 
 
1) わたし は コーヒー を 飲みます。 
2) わたし は デパート で シャツ を 買います。 
3) いっしょに ごはん を 食べません か。 

4) ロビー で 
やす

,休みましょう。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) あなた は たばこ を 
す

,吸います か。 
いいえ、吸いません。 

 

2) 
まいあさ

,毎朝 何 を 食べます か。 
パン と 

たまご

,卵 を たべます。 
 
3) けさ 何 を 食べました か。 

何も 食べません でした。 
 

4) きのう の 
ばん

,晩 何 を しました か。 
日本語 を 

べんきょう

,勉強しました。それから 
てがみ

,手紙 を 
か

,書きました。 
 

5) どこ で その 
くつ

,靴 を 買いました か。 
デパート で 買いました。 

 
6) いっしょに デパート へ 行きません か。 

ええ、行きましょう。 

6.4 
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 で : particule du moyen  

 
日本人 は おはし で 食べます。 Les Japonais mangent avec des baguettes. 
ナイフ で りんご を きります。 Je coupe la pomme avec un couteau. 

くるま

,車 を しゅうりします。 Je répare la voiture avec une clé à molette. スパナ で 

えいご で てがみ を かきます。 J’écris une lettre en anglais. 
 

 に : particule du destinataire  
 
はは

,母 に ときどき でんわします。  J’écris de temps en temps à ma 
mère. 
 

 に : particule du bénéficiaire / de la provenance  
 

はな

,花 を あげました。 こいびと に 

J’ai offert des fleurs à ma petite amie. 
ともだち に / から CD を もらいました。 

J’ai reçu un CD de la part de mes amis. 
A は B に おかね を かしました。 

A a prêté de l’argent à B. 
B は A に おかね を かりました。 

B a emprunté de l’argent à A. 
せんせい は がくせい に 日本語 を おしえます。 

Le professeur enseigne le japonais aux étudiants. 
がくせい は せんせい に 日本語 を ならいます。 

Les étudiants apprennent le japonais du professeur. 
 
 

 Déjà / pas encore : 
 
もう ばんごはん を 食べました か。 As-tu déjà mangé? 
 いいえ。まだ です。    - Non, pas encore. 
 これ から 食べます。    - Je vais manger (à partir de) 

7.1 
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maintenant. 
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 Structures-clés : 
 
1) わたし は はし で ごはん を 食べます。 

2) わたし は リーさん に 
とけい

,時計 を あげます。 
3) わたし は 田中さん に / から 

じしょ

,辞書 を もらいました。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) 何 で ラジオ を 
じょうり

,条理します か。 
ドライバー で 修理します。 

 

2) 日本語 で レポート を 
か

,書きます か。 
いいえ、

えいご

,英語 で 書きます。 
 

3) だれ に 
てがみ

,手紙 を 書きました か。 
かそく

,加速 に 書きました。 
 

4) だれ に 日本語 を 
なら

,習いました か。 
かいしゃ

,会社 の 
ひと

,人 に 習いました。 
 

5) もう 
ひる

,昼ごはん を 食べました か。 
はい、もう 食べました。 

 
6) もう 会社 に レポート を 書きました か。 

いいえ、まだ です。これ から 書きます。 

7.3 
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• 

• 

• 

• 

• 

  
  
  

 Les adjectifs 
 
① Les adjectifs nominaux A な 

D’origine étrangère. 
Toutes terminaisons possibles. 
Modifications morphologiques (comme pour le suffixe verbal です). 

 
jolie, propre  きれい 
beau   ハンサム 
en bonne santé  げんき 
gentil   しんせつ 
célèbre   ゆうめい 
calme   しずか 
animé   にぎやか 
détesté   きらい 
 

Attribut affirmatif: きむら さん は きれい です。 
Attribut négatif:  わたし の へや は きれい では ありません。 
Epithète:  きれいな はな です ね。 
 
② Les adjectifs verbaux A い 

D’origine japonaise. 
Terminaison en い (mais jamais en えい) 

 
おお

,大きい  être grand Les couleurs いろ   
     

ちい

,小さい  être petit 
たか

,高い  être cher, élevé あかい  être rouge  
あおい  être bleu  ひくい  être bas 

やす

,安い  être bon marché しろい  être blanc  
くろい  être noir   おもしろい être intéressant, drôle 
きいろい  être jaune  つまらない être ennuyeux 
ちゃいろい être brun  やさしい  être facile 
     むずかしい être difficile 

8.1 
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Attribut affirmatif: 田中さん の いえ は 大きい です。 Attribut affirmatif: 田中さん の いえ は 大きい です。 
Attribut négatif:  わたし の いえ は 大きく ありません。 Attribut négatif:  わたし の いえ は 大きく ありません。 
      大きくない です。       大きくない です。 
  ―い   ―く ありません。   ―い   ―く ありません。 
    forme adverbiale  ないです。     forme adverbiale  ないです。 
Epithète:  おもしろいEpithète:  おもしろい 本 を よみました。 
        forme déterminante 

 
おいしい  être délicieux 
まずい  être mauvais (au goût) 
いい  être bon   よくないです 
わるい  être mauvais, méchant 
あつい  être chaud (climat, objet) 
さむい  être froid (climat) 
つめたい  être frais, froid (objet) 
あたらしい être nouveau, neuf 
ふる

,古い  être vieux, ancien 
 
これ は くろい 車 です。それ も くろい 車 です か。 
   adjectif  nom 

  アメリカ の 車 です。それ も アメリカ の 車 です か。 
 

ぼうし  chapeau 
 

この 車 は あたらしい です。 
    きれいな です。 
      nom       adjectif 

 

これ は あたらしい 車 です。 
  きれいな 車 です。 
     adjectif   nom 

 

Quel est ce haut bâtiment? (qui est loin) 
 あの 高い ビル は 何 です か。 

8.2 
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 Exercices : 
 

Compléter avec とても、まあ、ちょっと、あまり • 

• 

 
1．とうきょう は (    ) しずかな まち では ありません。 
2．ソニー は (    ) ゆうめい です。 
3．えいご は (    ) やさしい です。 
4．ボージョレ は (    ) たかく ありません。 
5．リオン は (    ) ふるい まち です。 
6．がくしょく は (    ) おいしい です。 
7．日本語 は (    ) むずかしい です。 

せんせい

,先生 は (    ) いい 先生 です。 8．日本語 の 

 
Mettre l’adjectif à la forme correcte 

 
1．ぎんざ は たいへん      (にぎやかです) 
2．6 月 は あまり      (あついです) 
3．すうがく の 先生 は とても    (ハンサムです) 
4．この 本 は ぜんぜん     (おもしろいです) 
5．あの まち は まあ      (きれいです) 
6．この きもの は ちょっと     (大きいです) 
7．この じしょ は あまり     (いいです) 
8．あの ホテル は ぜんぜん     (しずかです) 
 
 

 Chanson : さくら、さくら 
 

さくら、さくら、   Cerisier, cerisier, 
やよい の そらは  Le ciel de mars 
みわたすかぎり   A perte de vue 
かすみかくもか   Est-ce la brume ou les nuages? 
においぞいつる   Le parfum émerge 
いざや いざや   Allons, allons, 
み

,見に 
ゆ

,行かん。   Contempler les cerisiers. 

8.3 
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 Structures-clés : 
 

1) ラオさん は 
しんせつ

,親切 です。 
2) 

とうきょう

,東京 は 大きい です。 
3) ラオさん は 親切な 人 です。 

4) 東京 は 大きい 
まち

,町 です。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) センター は 
しず

,静か です か。 
はい、静か です。 
いいえ、静か では ありません。 

 

2) タイ は 今 
あつ

,暑い です か。 
はい、たいへん 暑い です。 
いいえ、あまり 暑くない です。 

 
3) その 辞書 は いい です か。 

いいえ、あまり よくない です。 
 

4) 日本 の 
たべもの

,食べ物 は どう です か。 
おいしい です が、高い です。 

 

5) 
きむら

,木村さん は どんな ひと です か。 
きれいな 人 です。そして たいへん 親切 です。 

 
6) ラオさん の かばん は どれ です か。 

くろ

,黒い かばん です。 あの 

8.4 
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 Les goûts : 
 

うた が 
す

,好き です か。   Aimez-vous cette chanson? 
 

好きだよ  Je t’aime (à une fille) 
好き(よ)  Je t’aime (à un garçon) 

 
スポーツ は 好き です か。   Aimez-vous le sport? 
 はい、好き です。     - Oui, je l’aime. 
どんな スポーツ が 好き です か。  Quel sport aimez-vous? 
 からて が 好き です。    - J’aime le karaté. 
 
Négatif:  好き では ありません (adjectif nominal) 
 

だいす

,大好きです＝とても 好きです adorer 
きらい です (AN)  détester 

 
じょうず です (A な)  être habile, doué 

Ne jamais utiliser à la 1ère personne! 
へた です (A な)  être mauvais 

 
山田さん は りょうり が じょうず です。      Mr. Yamada est bon cuisinier. 
わたし は うた が じょうず では ありません。 
     へた です。     Je ne suis pas douée pour la 
chanson. 
 
日本語 が おじょうず です ね。  Vous parlez bien japonais! 
 いいえ、とんでもない。     - Mais non! 

9.1 
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 Verbes :  Verbes : 
  

 Avoir ： あります   Avoir ： あります  
 

お
かね

,金 が あります。        J’ai de 
l’argent. 
まいにち しゅくだい が たくさん あります。 

Tous les jours, nous avons beaucoup de devoirs. 
あまり じかん が ありません。        Nous n’avons pas beaucoup de 
temps. 
ねつ が すこし あります。         J’ai un peu de 
fièvre. 
 

 Comprendre ： わかります  
 

わたし は 日本語 が すこし わかります、
ちゅうごくご

,中国語 は ぜんぜん わかりま

せん。 
Je comprends un peu le japonais, mais je ne comprends pas du tout le chinois. 

 
よく  bien 
だいたい  à peu près 
すこし  un peu 
あまり  pas bien 
ぜんぜん  pas du tout 

 
 

 Le corps : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 
あし 

あし 
おなか 

こし 
て 

かた 

あたま 

みみ 
は 

目 



LLLeeeçççooonnn   999   

 
 
 
 

Avoir mal à ＊： ＊ が いたい です (A い) 
 
どこ が いたい です か。 Où avez-vous mal? 
どう しました か。  Qu’est-ce qui vous arrive? 

 
め

,目 が いたい です。   - J’ai mal aux yeux. 
 かぜ を ひきました。   - J’ai attrapé un rhume. 
 びょうき です。   - Je suis malade. 
 

くすり を のみます prendre des médicaments 
 
 

 Cause et conséquence : 
 

Cause から、conséquence 
  (forme polie) 

 
コーヒー は きらい です から、のみません。 

Comme je n’aime pas le café, je n’en bois pas. 

かぜ を ひきました から、
だいがく

,大学 を 休みます。 
Puisque j’ai attrapé un rhume, je suis absent de l’université. 

 
Pourquoi?  どうして (です か） 
C’est parce que … … から 

 
やす

,休みに どこか 行きますか。  Vas-tu quelque part pendant les vacances? 
 いいえ、どこも 行きません。   - Non, je ne vais nulle part. 
どうして です か。   Pourquoi? 
 お金が ありません から。   - Parce que je n’ai pas d’argent. 
 
すいません が ＊ を くだあい。 Pouvez-vous me donner ＊? 
 はい、どうぞ。     - Oui, voilà. 
 

9.3 
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どう しました か。   Qu’est-ce qui se passe? 
 
あ

,明けまして おめでとう ございます。 Bonne année! 
 

 Les mots interrogatifs : 
 

だれ  qui  どうして  pourquoi 
どこ  où  どんな  quelle sorte de 
なん、なに que, quoi どう  comment 
どれ  lequel  いくら  combien 
どの  quel  おいくつ  quel âge 
いつ  quand  どちら  où 
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 Structures-clés : 
 
1) わたし は りんご が 好き です。 
2) わたし は カメラ が あります。 

3) わたし は おなか が 
いた

,痛い です から、
びょういん

,病院 へ 行きます。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) あなた は ビール が 好き です か。 

いいえ、好き では ありません。 
 
2) どんな スポーツ が 好き です か。 

テニス が 好き です。 
 

3) アリさん は 
うた

,歌 が 
じょうず

,上手 です か。 
はい、たいへん 上手 です。 

 
4) あなた は 今 お金 が あります か。 

はい、すこし あります。 
 

5) あなた は 
かんじ

,漢字 が わかります か。 
ぜんぜん

,全然 わかりません。 いいえ、

 

6) 
こんばん

,今晩 どこ へ 行きます か。 
しゅくだい

,宿題 が たくさん あります から、どこも 行きません。 
 

7) どうして 
かいしゃ

,会社 を 休みました か。 
ねつ

,熱 が ありました から。 

9.5 



LLLeeeçççooonnn   111000   

LLeeççoonn  1100  Lee
  
  

 Les verbes d’existence :  Les verbes d’existence : 
  

あります  pour les objets inanimés et les plantes あります  pour les objets inanimés et les plantes 
います  pour les personnes et les animaux います  pour les personnes et les animaux 

  
きょしつ に 先生 が います。  C’est le professeur qui est dans la classe. きょしつ に 先生 が います。  C’est le professeur qui est dans la classe. 
きょしつ に テレビ が あります。 C’est la TV qui est dans la classe. きょしつ に テレビ が あります。 C’est la TV qui est dans la classe. 
こうえん に こども が います。 Il y a des enfants au parc. こうえん に こども が います。 Il y a des enfants au parc. 
  

ççoonn  1100  

 に lieu d’existence  
 が sujet = information  

 
きっさてん café   ゆうびんきょく la poste 
ぎんこう  banque   カメラや  photographe 
スーパー  supermarché  くすりや  pharmacie 
本や  librairie   こうばん  îlot de police 

 
みぎ

,右 droite 
ひだり

,左 gauche 
まえ

,前 devant 
うしろ derrière 
うえ

,上 sur, dessus 
した

,下 sous, dessous   に Y が あります。   X の 
なか

,中 dans       います。 
そば à côté (≈ près) 
よこ sur les côtés 
となり mitoyen 
ちかく près (plus grande échelle) 

     ex: deux villes 
 

あいだ

,間X と Y の  entre X et Y 
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なに が います か。   Qu’est-ce qu’il y a? 
 いぬ が います。    - Il y a un chien. 
 
車の前に なにか ＊ あります か。 Y a-t-il quelque chose devant la voiture? 
 なにも ＊ ありません。   - Il n’ a rien. 
 
へや に だれか ＊ います か  Y a-t-il quelqu’un dans la chambre? 
 だれも ＊ いません。   - Il n’y a personne. 
 

＊ pas de particule が 
 
本 は どこ に あります か。   Où est le livre? 
 (本 は) つくえ の 上 に あります。  - Sur le bureau. 
 
山田さん は どこ に います か。  Où est Mr. Yamada? 
 (山田さん は) へや に います。   - Dans la chambre. 
 
きょうしつ に だれ が います か。  Qui est dans la salle de classe? 
 先生 が います。     - C’est le professeur. 
先生 は どこ に います か。   Où est le professeur? 
 きょうしつ に います。    - Dans la salle de classe. 
 
さかな は れいぞうこ の 中 に います。      Le poisson est dans le 
réfrigérateur. 
こども は こうえん に います。       Les enfants sont au parc. 
 
 

 Les énumérations : 
 

りんご と みかん を 食べます。 énumération complète 
りんご や みかん を 食べます。 énumération incomplète 

 
田中さん の へや は 3 かい の きょうしつ の となり です。 
   2 かい の じむしょ の まえ です。 
       に あります。 

はな

,花や と くつや の 間 です。    いっかい の 
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En famille 

 
おはよう 

行ってまいります (celui qui s’en va) 
行っていらっしゃい (celui qui reste) 

Dans l’entreprise 
 

こんにちは 
さようなら 

 
 
 

はさみ  ciseaux   かみ  papier 
セロテープ ruban adhésif  ケシゴム  gomme 
のり  colle   とだな  placard 
コレクター correcteur 
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 Structures-clés : 
 

1) 
じむしょ

,事務所 に 田中さん が います。 
2) ロビー に テレビ が あります。 

3) ラオさん は 
へや

,部屋 に います。 
4) 本 は 

つくえ

,机 の 上 に あります。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) ロビー に だれ が います か。 

リーさん が います。 
 

2) 
にわ

,庭 に だれ が います か。 
だれも いません。 

 
3) 机 の 上 に 何 が あります か。 

かばん が あります。 
 
4) 部屋 に 何 が あります か。 

もの

,物 が あります。ベッド や 机 や いす が あります。 いろいろな 

 
5) 田中さん は 今 どこ に います か。 

しょくどう

,食堂 に います。 
 

6) 
ほんや

,本屋 は どこ に あります か。 
えき

,駅 の 
ちか

,近く です。
ぎんこう

,銀行 と スーパー の 間 に あります。 

10.4 
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 Compter : 
 
きょうしつ

,教室に いすは いくつ ありますか。 Combien y a-t-il de chaises dans la 
classe? 
 （ . . . . は）22 こ ∅  あります。  - Il y en a 22. 
 
たまごを いくつ 買いました か。 Combien d’oeufs as-tu acheté? 
 （ . . . . を）むっつ ∅  買いました。  - J’en ai acheté six. 
 

きょうと まで いっまい ください。 Donnez-moi un billet pour Kyoto. 
うちに（は）車が 2 だい あります。 Chez moi, il y a deux voitures. 
 

なんにん

,何人Gr. 59 の クラスには  いますか。 Combien y a-t-il de gens dans le Gr. 
59? 
 25 人 います。    - Il y a 25 personnes. 
 
何人 かぞく です か。  Combien êtes-vous dans la famille? (vous compris) 
 2 人 かぞく です。   - Nous sommes deux dans la famille. 
何人 きょうだい です か。 Combien de frères et soeurs êtes-vous? (vous compris) 
 ひとりっこ です。   - Je suis une enfant unique. 
 Ｘ人 きょうだい です。  - Nous sommes Ｘ. 
 ふたり きょうだい です。  - Nous sommes deux. 
きょうだいは 何人 います か。 Combien de frères et soeurs avez-vous? 
 (X - 1)人 います。   - J’en ai (X-1). 
 ひとり います。   - Je suis seule. 
 
 

 Le nombre de fois 
かい

,回 
 

 1 fois 
いっかい

,一回 
   4 fois 

よかい

,四回 
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しちにん

,七人わたし は 「 の
さむらい

,侍」 を 12 回 ∅  見ました。 
J’ai vu douze fois ‘Les sept samourais’. 

 
ついたち

,一日に   une fois par jour 
  いっしゅうかんに  une fois par semaine 
  いっかげつに  une fois par mois 
 
2 回 えいがを 見ます ＝ 2 しゅうかんに 一回 J’ai vu ce film deux fois. 
 
 

 La durée : 
 

Minute  
ぶん

,分 
じかん

,時間 Heure  
ついたち

,一日 Jour  1 jour  
   2 jours  

ふつか

,二日 
   . . .  pareil que les jours du mois 

Semaine  1 semaine 
いっしゅうかん

,一週間 
  4 semaines 

よしゅうかん

,四週間 
いっかげつ

,一か月 Mois  1 mois  
   4 mois  

よかげつ

,四か月 
ろくかげつ

,六か月   6 mois  
ねん

,年 Année  
   4 ans  

よねん

,四年 
   1/2 année 

はんとし

,半年 
 

なんじかん

,何時間まいにち  べんきょうします か。 Combien d’heures travaillez-vous 
par jour? 
 3 時間 べんきょうします。   - Je travaille trois heures. 
 

どのぐらい combien? 
 
 

 Falloir (temps – argent) かかります 
 

とうきょう から おおさか まで しんかんせん で 2
じかん

,時間はん ∅  かかります。 
De Tokyo à Osaka, en Shinkansen, il faut deux heures et demi. 
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日本 から フランス まで てがみ は 
いつか

,5日 ぐらい かかります。 
Du Japon à la France, une lettre met environ cinq jours. 

 
にもつ は  エアメール  で  いっしゅかん  かかります。 
 colis  SAL   にしゅうかん 
  ふね    2 か月 

       en bateau 

 
 

 Seulement だけ 
 
日本人は 一人 だけ 来ました。    Il n’y a qu’un seul Japonais qui est 
venu. 
 
A は チョコレートを ひとつ だけ 食べました。   A n’a mangé qu’un seul 
chocolat. 
A は チョコレート だけ ∅  食べました。    A n’a mangé que du 
chocolat. 
 

120
えん

,円 きって を 11 まい と 80 円 きって を 5 まい ください。 

 はい。ぜんぶで 1720 円 です。 

Donnez-moi 11 timbres à 120 yens et 5 timbres à 80 yens. 
- Voilà. Cela fait 1720 yens en tout. 

 

 

てんいん ： いらっしゃいませ。 

きゃく ： りんご は いくら です か。 

てんいん： 
おお

,大きい の は 130 円 で、
ちい

,小さい の は 90 円 です。 

きゃく ： じゃ、大きい の を 三つ ください。 

てんいん ： はい、ありがとう ございます。390 円 いただきます。 
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 Structures-clés : 
 

1） りんご を 3 つ 買います。 

2） コンピューター が 2
だい

,台 あります。 
3） ラオさん は 日本 に 1

ねん

,年 います。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1） 
きょうしつ

,教室 に 
つくえ

,机 が いくつ あります か。 
7 つ あります。 

 

2） 
かぞく

,家族 は 何人 です か。 
4 人 です。 

 
3） リーさん は 子ども が 何人 います か。 

2 人 います。 
 

4） 80 円 の 
きって

,切手 を 5
まい

,枚 ください。 
はい。

ぜんぶ

,全部で 400 円 です。 
 

5） 
まいばん

,毎晩 
なんかい

,何回 テープ を 
き

,聞きます か。 
2 回 聞きます。 

 

6） 
くに

,国 で どのくらい 日本語 を 
べんきょう

,勉強しました か。 
3

しゅうかん

,週間 だけ 勉強しました。 
 

7） 
とうきょう

,東京 から 
おおさか

,大阪 まで 
しんかんせん

,新幹線 で どのくらい かかります 

か。 

3
じかん

,時間 ぐらい かかります。 
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 Le passé des adjectifs nominaux :  Le passé des adjectifs nominaux : 
  

です    でした です    でした 
 では ありません  では ありません でした  では ありません  では ありません でした 

  
日本人 は とても しんせつ でした。   Les Japonais étaient très 
gentils. 
日本人 は とても しんせつ でした。   Les Japonais étaient très 
gentils. 

山田さん は あまり 
げんき

,元気 では ありません でした。 山田さん は あまり 

Mr. Yamada n’était pas très en forme. Mr. Yamada n’était pas très en forme. 
  
  

 Le passé des adjectifs verbaux :  Le passé des adjectifs verbaux : 
  
   . . . い   . . . かったです    . . . い   . . . かったです 
   . . . ない   . . .（く）なかったです    . . . ない   . . .（く）なかったです 
  
きのう の テスト は むずかしかったです。 Le test d’hier était difficile. きのう の テスト は むずかしかったです。 Le test d’hier était difficile. 
おすし は おいしくなっかたです。  Les sushis n’étaient pas bons. おすし は おいしくなっかたです。  Les sushis n’étaient pas bons. 
  

 よかった  bien, bon  よかった  bien, bon 
よくなかった よくなかった 

  
いそがしい être occupé  あたたかい être doux いそがしい être occupé  あたたかい être doux 
ひま  être libre  すずしい  être frais (climat) ひま  être libre  すずしい  être frais (climat) 
とおい  être loin   あまい  être sucré とおい  être loin   あまい  être sucré 
ちか

,近い  être proche  からい  être piquant, salé 
はや

,早い  être rapide / tôt  
わか

,若い  être jeune 
おそい  être lent / tardif  たのしい  être joyeux おそい  être lent / tardif  たのしい  être joyeux 
おお

,多い  être nombreux 
すく

,少ない  être peu nombreux 
  
  じゅぎょう le cours (TD)   じゅぎょう le cours (TD) 
  そら  le ciel   そら  le ciel 

ççoonn  1122  

げんき

,元気 では ありません でした。 

☞ 

ちか

,近い  être proche  からい  être piquant, salé 
はや

,早
わか

,若い  être rapide / tôt  い  être jeune 

おお

,多い  être nombreux 
すく

,少ない  être peu nombreux 
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 りよこう (Le voyage)： 
 
A： ただいま。 
B： おかえりなさい。 
 どこ へ 行きました か。 
A： Nom へ 行きました。 
B： そう です か。Nom で 何 を しました か。 
A： X を しました。 
B： どう でした か。 
A： Adjectif. 
 Ex: たのしかったです。おもしろかったです。つまらなかったです。 
  おいしかったです。 
B： (selon la réponse de A) 
 よかった です ね。 Tant mieux! 
 そう です か。  Ah bon? 
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 Le comparatif (toujours positif) :  Le comparatif (toujours positif) : 
  
① A est plus . . . que B. ① A est plus . . . que B. 

A は B より . . . です。 
Ex: ちかてつ は バス より べんり です。 

Le métro est plus pratique que le bus. 
 
② A est aussi . . . que B. 

A は B と おなじぐらい . . . です。 
Ex: おさけ は ワイン と おなじぐらい つより です。 

Le saké est aussi fort que le vin. 
 
③ A n’est pas aussi . . . que B. 

A は B ほど . . . négatif。 
Ex: きょうと は なら ほど 古くない です。 

Kyoto n’est pas aussi ancienne que Nara. 
 
④ Lequel est plus . . . A ou B. 

A と B と どちら が . . . です か。 
どっち 

Ex: とうきょう と きょうと と どちら が 大きい です か。 
De Tokyo ou de Kyoto, laquelle est la plus grande? 

 
C’est A qui est plus . . .  ou  C’est A. 
A の ほう が . . . です。   A です。 
Ex: とうきょうのほうが 大きいです。  とうきょう です。 

C’est Tokyo. 
 

ずっと  beaucoup plus 
すこし  un peu plus 

 
Ex: とうきょう の ほう が ずっと 大きい です。 

Tokyo est beaucoup plus grande que Kyoto. 
 

A と B と どちら が いい です か。  Que préférez-vous, A ou B? 
 A を おねがいします。    - A s’il vous plaît. 
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 Le superlatif :  Le superlatif : 
  

① A と B と C の中で  どれ  が いちばん adj です か。 
   と   だれ 
   どこ 
   いつ 
      . . . 

 A です。 
 A が いちばん . . . です。 
 

Ex: 
えいご

,英語と ドイツ語と スペイン語と だれ が いちばん やさしい です か。 
Qu’est-ce qui est le plus facile: l’anglais, l’allemand ou l’espagnol? 

  イタリアと フランスと ギリシャと どこ が いちばん きれい です。 
 Quel est le plus joli: l’Italie, la France ou la Grèce? 
 
② ensemble  で    どれ が いちばん adj です か。 
    の中で    . . . 
 
Ex: クラス で だれ が いちばん 若い です か。 
 Laure が いちばん 若い です。 
Qui est la plus jeune de la classe?   - Laure est la plus jeune. 
 

  お
てら

,寺 のな中で どこ が いちばん 古い です か。 
なら の ほりゅうじ が いちばん 古い です。 

Quel est le plus vieux temple? - Le temple Horyo Ji de Nara est le plus vieux (609). 
 

くに

,国 は どこ です か。   セかい で 一ばん 小さい 

バチカン です。 
Quel est le plus petit pays du monde?  - C’est le Vatican. 
 
  いっしゅうかん で なにょうび が いちばん 好き です か。 

土曜日 が いちばん 好き です。 
Quel est votre jour de la semaine préféré?  - C’est le samedi. 
 
 どこ  が いちばん 多い です か。 Où les gens sont-ils  les plus nombreux? 
どちら      すくない       les moins nombreux? 
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 Structures-clés : 
 

1) きのう は 
あめ

,雨 でした。 
2) きのう は 

さむ

,寒かった です。 
3) 東京 は 

おおさか

,大阪 より 大きい です。 
4) クラス で ナロンさん が いちばん 若い です。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) きのう は 
ひま

,暇 でした か。 
はい、暇 でした。 
いいえ、暇 では ありません でした。 

 

2) 
りょこう

,旅行 は 
たの

,楽しかった です か。 
はい、楽しかった です。 
いいえ、楽しくなかった です。 

 

3) 
てんき

,天気 は よかった です か。 
いいえ、あまり よくなかった です。 

 

4) きのう の 
えいが

,映画 は どう でした か。 
とても おもしろかった です。 

 

5) インド は 日本 より 
あつ

,暑い です か。 
はい、ずっと 暑い です。 

 

6) 
しんかんせん

,新幹線 と 
ひこうき

,飛行機 と、どちら が 
はや

,速い です か。 
飛行機 の ほう が 速い です。 

 

7) 
にく

,肉 と 
さかな

,魚 と、どちら が 好き です か。 
どちらも 好き です。 

 
8) スポーツ [の中] で 何 が いちばん 好き です か。 

サッカー が いちばん 好き です。 
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 La volonté : 
 
①  Nom が ほしい です。 Vouloir quelque chose  
 
 何が ほしい です か。   Que voulez-vous? 
  何も ほしくない です。   - Je ne veux rien. 
 
  かるい  léger 
 
②  Verbe BC たい です。 Vouloir faire quelque chose  
 BC : base connective ( = forme sans ます) 
 
 日本に 行きたい です。   Je veux aller au Japon. 
 水 を / が 飲みたい です。  Je veux boire de l’eau. 
 
  はなします  parler 
  けっこんします  se marier 
 
おなか が すきました。   J’ai faim! 
何か 食べたい です。   Je veux manger quelque chose. 
  すいた  se vider 
 
のど が かわきました。   J’ai soif! 
何か 飲みたい です。   Je veux boire quelque chose. 
  かわいた  se sécher 
 
おなか が いっぱい です。  Je suis rassasié! 
何も 食べたくない です。  Je ne veux rien manger. 
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 But de déplacement (aller pour faire…) : 
 

 Verbe BC + に + verbe de déplacement  
 

 に particule du but du déplacement  
 
 
Part-Dieu に えいが を 見に 行きます。 

Je vais voir un film à la Part-Dieu. 
 

ぎんこう へ お
かね

,金 を かえに 行きました。 
J’ai été changer de l’argent à la banque. 

 
ともだち の うち へ あそびに 行きました。 

Je suis allé chez un ami (pour m’amuser). 
 
日本 へ 日本語 の べんきょうに 行きたい です。 

Je veux aller au Japon pour travailler le japonais. 
 

けんがく

,見学に 行きました。 せんしゅう ひろしま へ こうじょう を 

La semaine dernière, je suis allé visiter une usine à Hiroshima. 
 
日曜日 ともだち と こうえん に / へ さんぽに 行きました。 

Dimanche, je suis allé me promener au parc avec des amis. 
 
はは

,母と デパート へ かいものに 行きました。 
Je suis allée faire des courses au grand magasin avec ma mère. 

 
日本 の おとうさん は うち へ ねに かえります。 

Les pères japonais rentrent à la maison pour dormir. 
 
 
  かえます   changer, échanger 
  あそびます  jouer, s’amuser 
  けんぶつ します  faire une visite touristique 
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Le haikai Le haikai 
  
  
  

    Sur le chemin des cîmes     Sur le chemin des cîmes 
     Pourquoi le frisson      Pourquoi le frisson 
     D’une violette?      D’une violette? 
      (Basho)       (Basho) 

山
じ
き
て 

何
や
ら
ゆ
か
し 

す
み
れ
ぐ
さ
。 

  
  
  
     Le calme      Le calme 
     Pénètre dans les roches      Pénètre dans les roches 
     Le chant des cigales.      Le chant des cigales. 

し
ず
か
さ
や 

い
わ
に
し
み
い
る 

せ
み
の
こ
え
。 

  
  
  
  
     L’herbe d’été      L’herbe d’été 
     Les soldats      Les soldats 
     En rêve appelle.      En rêve appelle. 

な
つ
く
さ
や 

つ
わ
も
の
ど
も
が 

ゆ
め
の
あ
と
。 

  
  
  
  
     Un vieil étang      Un vieil étang 
     Une grenouille plonge      Une grenouille plonge 
     Plouf dans l’eau!      Plouf dans l’eau! 

古
池
や 

か
わ
ず
と
び
む 

水
の
お
と
。 

  
  
  
  
     Malade en chemin      Malade en chemin 
     En rêve encore      En rêve encore 
     Je parcours la lande déséchée.      Je parcours la lande déséchée. 

た
び
に
や
ん
で 

ゆ
め
は
か
れ
の
を 

か
け
め
ぐ
る
。 
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 Structures-clés : 
 

1) わたし は カメラ が 
ほ

,欲しい です。 
2) わたし は 

えいが

,映画 を / が 見たい です。 
3) わたし は デパート へ 

くつ

,靴 を 買いに 行きます。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) 今 何が いちばん 欲しい です か。 

じどうしゃ

,自動車 が 欲しい です。 
 
2) 何を 買いたい です か。 

ビデオ を 買いたい です。 
 
3) 何か 飲みたい です ね。 

そう です ね。何を 飲みたい です か。 
ビール を 飲みたい です。 

 

4) 
こんばん

,今晩 
しんじゅく

,新宿 へ 行きません か。 
つか

,疲れました から、どこも 行きたくない です。 
 
5) どこ へ 行きます か。 

よこはま

,横浜 へ 映画 を 見に 行きます。 
 

6) 
ごご

,午後 は いつも 
こうぎ

,講義 です か。 
いいえ、

ときどき

,時々
こうじょう

,工場  へ 
けんがく

,見学に 行きます。 
 
7) 東京 へ 何を しに 行きます か。 

ともだち

,友達
あそ

,遊びに 行きます。  の うち へ 

 

8) 日本 へ 何の 
じっしゅう

,実習 に 来ました か。 
コンピューター の 実習 に 来ました。 
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 Le groupe des verbes :  Le groupe des verbes : 
  
1er groupe 1er groupe 

Forme polie  Forme familière Forme polie  Forme familière 
   . . . i ます   . . . u    . . . i ます   . . . u 

  
よみます   よむ  lire よみます   よむ  lire 
yom i ます  yom u yom i ます  yom u 

ççoonn  1144  

かきます   かく  écrire 
あいます   あう  rencontrer 
かえります  かえる  changer, échanger 
あそびます  あそぶ  jouer, s’amuser 
まちます   まつ  attendre 
はなします  はなす  parler 

 
2ème groupe 
 

 . . . i ます   
. . . e ます 

. . . る 

 
見ます   見る  voir 
おきます   おきる  se lever 
食べます   食べる  manger 
ねます   ねる  se coucher 
おしえます  おしえる  enseigner 
あります   ある  avoir, être 
かります   かりる  emprunter 
います   いる  être, exister 

 
Irréguliers 
 

します  する  faire 
きます  くる  venir 

14.1 
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 La forme en て：  La forme en て： 
  
  

  Forme polie Forme polie Forme en て Forme en て   
 あいます あって rencontrer 
 まちます まって attendre 
 とります とって prendre 
 かきます かいて écrire 
 いそぎます いそいで se dépêcher 
 はなします はなして parler 
 よみます よんで lire 
 あそびます あそんで s’énerver 
 しにます しんで mourir 
 行きます 行って aller 
 見ます 見て voir 
 食べます 食べて manger 
 します して faire 
 きます きて venir 

1er groupe 

2ème groupe 

Irréguliers 

 
 

 L’impératif  ―て ＋ ください 
 

きいて ください 。   Ecoutez! 
かいて ください。   Ecrivez! 
よんで ください。   Lisez! 
くりかえして ください。   Répétez! 
やくして ください。   Traduisez! 
でんき を つけて ください。  Allumez la lumière! 
   けして   Eteignez la lumière! 
まど を しめて ください。  Fermez la fenêtre! 
  あけて    Ouvrez la fenêtre! 
 
ちょっと まって ください。  Attendez un instant! 
ちょっと きて ください。  Venez un instant! 

 
En langage familier : 

ちょっと まって。   Attends! 
がんばって。    Bon courage! 
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くりかえす répéter 
やくす  traduire 
つける  allumer 
けす  éteindre 
しめる  fermer 
あける  ouvrir 

 
 

 Dialogue 1 : 
 
A： すいません。 
   ちょっと お水 を とって ください。 Passez-moi  l’eau. 
  パン         le pain 
  おしお         le sel 
  さとう         le sucre 
  しょうゆ         la sauce de soja 
  ペーパー         le poivre 
  ワイン         le vin 
  はいざら         le cendrier 
B： はい、どうぞ。 
 
 

 Dialogue 2 : 
 
A： けしゴム ちょっと かして。 Pouvez-vous me prêter votre gomme? 
B： ちょっと まって。. . . はい。 Un instant… Oui. 
A： サニキュー。   Merci. 
 
 

のり  colle 
ホッチキス agrafeuse 
セロテープ ruban adhésif 
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てんいん

,店員
てんいん

,店員    employé     employé 
ぎんこう員   banquier ぎんこう員   banquier 
かいしゃ  しゃ員  employé de l’entreprise かいしゃ  しゃ員  employé de l’entreprise 

こういん

,工員こうじょう   ouvrier こうじょう 
こういん

,工員  ouvrier 
えき員    employé de la gare えき員    employé de la gare 
かいしゃ員   salarié かいしゃ員   salarié 

  
ゆっくり  ≠ はやく  lentement ≠ rapidement ゆっくり  ≠ はやく  lentement ≠ rapidement  

くだ

,下ex: ゆっくり はなして さい。  Parlez lentement. ex: ゆっくり はなして 
くだ

,下さい。  Parlez lentement. 
  

すぐ ≠ あとで   tout de suite ≠ tout à l’heure, après すぐ ≠ あとで   tout de suite ≠ tout à l’heure, après  

ex: すぐ きて 下さい。   Ecrivez tout de suite! ex: すぐ きて 下さい。   Ecrivez tout de suite! 
  すぐ 食べて 下さい。  Mangez maintenant!   すぐ 食べて 下さい。  Mangez maintenant! 
  あとで よんで 下さい。  Lisez après!   あとで よんで 下さい。  Lisez après! 
  
もう いちど いって 下さい。  Répétez! もう いちど いって 下さい。  Répétez! 
見せて ください。   Montrez! Faites voir! 見せて ください。   Montrez! Faites voir! 
  
  

 La manière de faire . . . の verbe BC かた  La manière de faire . . . の verbe BC かた 
  
この かんじ の かきこの かんじ の かきかた が わかります か。 
 いいえ、わかりません。おしえて 下さい。 

Comprenez-vous comment on écrit ce kanji? 
- Non, montrez-moi. 

 
 

 Action en cours : . . . ています 
 
お父さん は 今 何 を しています か。 Que fait ton père? 
 しんぶん を よんでいます。    - Il lit le journal. 
 
ゆうべ 10 時ごろ 何 を していました か。 Que faisais-tu hier soir vers 10h? 
 テレビ を 見ていました。    - Je regardais la télévision. 
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今 だれ が ロビー を いています か。 Y a-t-il quelqu’un dans le hall? 
 いいえ、だれも ロビー を いていません。  - Non, il n’y a personne. 
 

トランプ を します jouer aux cartes 
キス を します  s’embrasser 
そと を 見ます  regarder dehors 
うたう   chanter 
カクテル を つくる préparer un cocktail 
わらう   rire 
つかう   utiliser 

 
 

 Voulez-vous que je . . . ? . . . ましょう か 
 
タクシー を よびましょう か。   Voulez-vous que j’appelle un taxi? 
 ええ、おねがいします。よんで 下さい。   - Oui, s’il vous plaît. 
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 Structures-clés : 
 

1) 
じしょ

,辞書 を 
か

,貸して 
くだ

,下さい。 
2) リーさん は 今 テレビ を 見て います。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) わかります か。 

はな

,話して 下さい。 いいえ、わかりません。ゆっくり 

 

2) すみませんが、ちょっと 
はいざら

,灰皿 を 
と

,取って 下さい。 
はい、どうぞ。 

 

3) 
じかん

,時間 が ありません から、
いそ

,急いで 下さい。 
ちょっと まって 下さい。すぐ 行きます。 

 

4) ワープロ の 
つかいかた

,使い方 が わかります か。 
おし

,教えて 下さい。 いいえ、わかりません。すみませんが、

 
5) テープレコーダー を 見せて 下さい。 

どんな テープレコーダー が いい です か。 
小さい の を 見せて 下さい。 

 
6) 今 何 を して います か。 

しゅくだい

,宿題 を して います。 
じゃ、また あとで 来ます。 

 

7) 
あめ

,雨 が 
ふ

,降って います ね。タクシー を 
よ

,呼びましょう か。 
はい、呼んで 下さい。 
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LLeeççoonn  1155  Lee
  
  

 Action durative . . .ています  Action durative . . .ています 
  
Habiter  すんでいます  リヨン に すんでいます。 Habiter  すんでいます  リヨン に すんでいます。 
  すむ   らいねん は とうきょう に すみます。   すむ   らいねん は とうきょう に すみます。 
Posséder もっています  わたしは コンピューターを もっています。 Posséder もっています  わたしは コンピューターを もっています。 
  もつ (parfois, futur, généralité)   もつ (parfois, futur, généralité) 
Savoir,  しっています  はしもと さん を しっています か。 Savoir,  しっています  はしもと さん を しっています か。 
connaître, しる    - いいえ、しりconnaître, しる    - いいえ、

ççoonn  1155  

しりません。 
avoir des nouvelles 
Être engagé, つとめています  父は ローヌプーランに つとめています。 
employé  つとめる 
Vendre  うっています 
  うる 
Fabriquer つくっています 
  つくる 
Être marié けっこんしています 
  けっこんする 
 
 

今 Point de départ 
dans le passé 

一
年
前

 
 
 
 
 
 
一年前から 日本語を ならっています。 J’apprends le japonais depuis un an. 
 
 

 La permission . . .てもいいです 
 

えんぴつ で 
か

,書いてもいいです か。  Puis-je écrire au crayon à papier? 
 はい、どうぞ / ええ、いい ですよ。   - Oui. 
 いいえ、いけません。     - Non. 
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Allumer  つける 
Éteindre けす 
Ouvrir  あける 
Fermer  しめる   

 おきます 1er groupe: poser（おく） 
2ème groupe: se lever（おきる） 

S’asseoir すわる 
Se relever たつ 
Utiliser  つかう 
Poser  おく  ここ に おいてもいいです。 
 
おふろ に はいる (1er groupe)  prendre un bain 
シャワー を あびる (2ème groupe) prendre une douche 
うわぎ を ぬぐ    enlever sa veste 
 
 
あに は 24 さい です。 
. . . に つとめています。 
だいがく

,大学 で べんきょうしています。 
 
ちち

,父 は ゆうびんきょく に つとめています。 
 
はは

,母 は はたらいていません。  Ma mère ne travaille pas. 
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Arbre généalogique 

♂ 

おじさん 

おじ 

♀ 

おかあさん

はは 

♂ 

おとうさん

ちち 

Arbre généalogique 

♂ 

おじさん 

おじ 

♀ 

おかあさん

はは 

♂ 

おとうさん

ちち 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

♀

おば

おば

わたし 
20 さい 

♀ 

おくさん 

かない 

♂ 

ごしゅじん

しゅじん 

♂ 

むすこ 

むすこさん 

♀ 

むすめ 

(むすめさん)

おじょうさん 

♂

22
おにいさ

あに

♂ 

18 
おとうとさん

おとうと 

♀ 

16 
いもうとさん 

 

♂ ♀ ♀ 

おばあさん

そぼ 

♂

おじい

そふ

いもうと

きょうだい 
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 Structures-clés : 
 

1) たばこ を 
す

,吸っても いいです。 
2) ラオさん は いい カメラ を 

も

,持って います。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) ここ に 
すわ

,座っても いいです か。 
ええ、いいですよ。どうぞ。 

 

2) この 辞書 を 
か

,借りても いいです か。 
つか

,使って います から。 すみません。今 

 
3) ここで たばこ を 吸っても いいです か。 

いいえ、いけません。きんえん です から。 
 

4) 田中さん は どこ に 
す

,住んで います か。 
東京 に 住んで います。 

 

5) センター の 
でんわばんごう

,電話番号 を しって います か。 
いいえ、しりません。 

 

6) 
すずき

,鈴木さん は 
どくしん

,独身 です か。 
いいえ、

けっこん

,結婚して います。 
 

7) お
しごと

,仕事 は 何 です か。 
じどうしゃ

,自動車エンジニア です。  の 
かいしゃ

,会社 で 
はたら

,働いて います。 
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 La forme en て：  La forme en て： 
  
① La succession des actions ① La succession des actions 
  
わたし

,私は 
まいあさ

,毎朝 7 時に おきます。 ⊕ 8 時に 大学に 行きます。 
⇒ 私は 毎朝 7 時に おきて 8 時に 大学に 行きます。 ⇒ 私は 毎朝 7 時に おきて 8 時に 大学に 行きます。 
私は けさ 7 時に おきて私は けさ 7 時に 

ççoonn  1166  

わたし

,私
まいあさ

,毎朝 7 時に おきます。 ⊕ 8 時に 大学に 行きます。 は 

おきて、8 時に 大学に 行きました。 
Même sujet pour les propositions reliées par て. 

 
② La manière 
 
あるいて 大学に 行きます。   Je vais à l’université à pied. 
テープ を 聞いて 日本語 の れんしゅう を します。 

あるく  marcher 
 
 

 Après avoir, après que, depuis que . . .て から 
 
しごと が おわって から ビール を 飲みに 行きません か。 

おわる  finir, se terminer 
日本 に 来て から もう 一年 です。 
みんな が おきて から プレゼント を あげましょう。 

Offrons les cadeaux après que tout le monde soit levé. 
しゅくだい を して から テレビ を 見ます か。 Même sujet. 
テレビ を 見て から、しゅくだい を します か。 Insister sur l’ordre. 
 

かおあらう  se laver le visage 
は みがく  se brosser les dents 
でんしゃ に のる prendre le train 
でんしゃ を おりる descendre du train 
しょくじ を します prendre un repas 
およぐ   nager 
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 La forme en て des adjectifs :  La forme en て des adjectifs : 
  

 Adjectif verbal . . . い  . . . くて   Adjectif verbal . . . い  . . . くて  
 
① Enumération des qualités 
 
この とけい は 安い です ⊕ いい です。 
⇒ この とけい は 安くて いい です。 

Cette montre est bon marché et de bonne qualité. 
 
② Cause 
 
日本 の なつは あつくて きらい です。 

L’été au Japon est chaud, donc je le déteste. 
いい  よくて 

てんき

,天気 が よくて きもち が いい です。 はる は 

Au printemps, le temps est bien, donc c’est agréable. 
がくせい

,学生
せんせい

,先生 です。  では なくて あの 人 は 

 
 Adjectif nominal   . . . です     . . .で  

 
あの こうえん は しずかで きれい です。 
 

 Nom + です  Nom ＋ で  
 
山田さん は 日本人で じゅうどう の 先生 です。 
 
 

 Thème は sujet が： 
 
ロールさん は 目 が あおい です。 
  きれい です。 
  しずか です。 
  げんき です。 
  しんせつ です。 
  やさしい です。 
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先生 は かみ が くろい です。 
  目 も くろい です。 
  せ が ひくい です。 
JD さん は せ が 高い です。 
Thuy-Van さん は バドミントン が じょうず です。 
おきなわ は 木 の せいちょう が 早い です。 

A Okinawa, la croissance des arbres est rapide. 
 

せ   la taille 
ながい   long 
みじかい   court 
ふとって います  être gros 
こうぎ   le cours 

 
 Au restaurant : 

 
ハンバーガー   hamburger 
ハンバーグ   steak haché 
スパゲティ ナポリタン  spaghetti napolitaine 
スパゲティ ボロニエーズ  spaghetti bolognèse 
カレー ライス   curry 
トンカツ  カツドン  côtelette de porc  avec du riz 
オムレツ    omelette 
オムライス   omelette au riz 

  ＊ 天ぷら  天どん  beignet de crevette avec du riz 
  ＊ やきとり    brochette de poulet 
  ＊ おすし    sushi 
  ＊ さしみ    poisson cru 
  ♣ ギョーザ    ravioli chinois 
  ♣ シューマイ   ravioli chinois 
  ♣ ヤキソバ    nouilles, viande et légumes 
  ♣ チャーハン   riz cantonais 

おやこどん（ぶり）  poule et oeuf 
 

＊ dans des restaurants spécialisés 
♣ dans des restaurants chinois 
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 Structures-clés : 
 

1） 
あさ

,朝 
お

,起きて、ごはん を 食べて、
かいしゃ

,会社 へ 行きます。 
2） 

しごと

,仕事 が 
お

,終わって から、すぐ うち に 
かえ

,帰ります。 
3） 東京 は ひと が 多くて、にぎやか です。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1） きのう 何 を しました か。 

もの

,物デパートへ 行って、買い して、そらから 6 時ごろ センターへ 帰りま

した。 
 

2） 
よこはまこうえん

,横浜公園 まで どうやって 行きます か。 
でんしゃ

,電車
ばん

,番
の

,乗
まえ

,前で 行って、80 の バスに って、公園 で 横浜まで 
お

,降ります。 
 

3） 
こうぎ

,講義 が 
お

,終わって から、何を します か。 
ともだち

,友達 と ピンポン を します。 
 
4） ハンさん は どの ひと です か。 

かみ

,髪あの  が 
なか

,長くて、きれいな 人 です。 
 

5） 
こうべ

,神戸 は どんな 
まち

,町 です か。 
きれいで、にぎやかな 町 です。 

 
6） あの 人 は だれ です か。 

ラオさん です。インド人で、
とうきょうでんき

,東京電気 の 
けんしゅうせい

,研修生 です。 

16.4 
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 La forme familière négative :  La forme familière négative : 
  
Verbes du 1er groupe :   R + A ない  Verbes du 1er groupe :   R + A ない  

ççoonn  1177  

 
よむ  よまない   lire 
yomu  yom A ない 
まつ  またない   attendre 
はなす  はなさない  parler 
かう  かわない   acheter 
あう  あわない   rencontrer 
すう  すわない   fumer 
ある  ない !!!  avoir, être 

 
Verbes du 2ème groupe :   R + る  R + ない  
 

見る  見ない 
食べる  食べない 

 
Irréguliers : 
 

する（します）  しない 
くる（きます）  こない 

 
Chanson : ゆき が ふる 
  あなた は こない (Tombe la neige, Adamo) 
 
 

 La forme en て négative : 
 

 Forme familière négative + で  
 
じしょ を 見ないで、しんぶん を よみます。 Sans regarder le dictionnaire… 
あした は べんきょう しないで、休みます。 

17.1 
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 L’impératif négatif :  L’impératif négatif : 
  

Forme en て négative + ください Forme en て négative + ください 
. . . ないで くだいさい . . . ないで くだいさい 

  
ここ で 食べないで 下さい。   Ne mangez pas ici. ここ で 食べないで 下さい。   Ne mangez pas ici. 
ここ で しゃしん を とりないで 下さい。 Ne prenez pas de photos ici. ここ で しゃしん を とりないで 下さい。 Ne prenez pas de photos ici. 
ここ に こないで 下さい。   Ne venez pas ici. ここ に こないで 下さい。   Ne venez pas ici. 

だれにも 
い

,言わない 下さい。   Ne le répétez à personne だれにも 
い

,言わない 下さい。   Ne le répétez à personne 
  

しんぱい します    s’inquiéter しんぱい します    s’inquiéter 
いっしょうけんめい がんばります  faire des efforts いっしょうけんめい がんばります  faire des efforts 

  
  

 L’obligation / la non-obligation:  L’obligation / la non-obligation: 
  

―ない  ―なけ―ない  ―なければなりません

    FF négative    double négation    falloir 

 
日本語 で 話さなければなりません。 Il faut parler japonais. 

≠ 
日本語 で 話さなく てもいいです。 Ce n’est pas la peine de parler japonais. 
    FF négative    permission 

 
むりょう  gratuit 
あかちゃん bébé 
りょうきん tarif, frais 
はらいます payer 
じゅうきょ cours 

～
ちゅう

,中  pendant ～ 

17.2 
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 Structures-clés : 
 

1) 
しゃしん

,写真 を 
と

,撮らないで 下さい。 
2) 毎日 

べんきょう

,勉強しなければ なりません。 
（勉強しないと 行けません） 

3) 
どようび

,土曜日 の 
ごご

,午後 勉強しなくても いいです。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) 
あぶ

,危ない です から、この 
きかい

,機会 に 
さわ

,触らないで 下さい。 
わかりました。

き

,気 を つけます。 
 

2) コーヒー に 
さとう

,砂糖 を 
い

,入れましょうか。 
いいえ、入れないで 下さい。 

 

3) 
こうじょう

,工場 の 人 は 
えいご

,英語 が わかります か。 
はな

,話さなければ なりません。 いいえ、わかりません。です から、日本語 で 

 

4) 何時 まで に センター へ 
かえ

,帰らなければ なりません か。 
12 時 まで に 帰らなければ なりません。 

 

5) 毎日 レポート を 
だ

,出さなければ なりません か。 
いいえ、毎日 出さなくても いい です。 
まいしゅう

,毎週
きんようび

,金曜日 に 出して ください。  

17.3 
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 Avant de …  Avant de … 
  

①  Vb forme déterminante + 
まえ

,前に ①  Vb forme déterminante + 
  
ねる 前に シャワー を あびます。  Avant de me coucher, je prends une 
douche. 
ねる 前に シャワー を あびます。  Avant de me coucher, je prends une 
douche. 
テレビ を 見る 前に しゅくだい を します。 テレビ を 見る 前に しゅくだい を します。 

Avant de regarder la TV, je fais mes devoirs. Avant de regarder la TV, je fais mes devoirs. 
  
②  Nom + の前に  ②  Nom + の前に  

ççoonn  1188  

まえ

,前に 

 

ごはん の前に 
て

,手を あらわ なければ なりません。 
Avant le repas, il faut se laver les mains. 

 
 

 La potentialité (pouvoir faire, savoir faire) 
 
①  Vb forme déterminante + こと が できます  
 
日本語 を はなす こと が できます。     Je sais parler 
japonais. 
かんじ

,漢字 を 
よ

,読
か

,書く ことも できます。 む ことも 

Je sais lire et aussi écrire les kanjis. 
しんぶん

,新聞でも、  を 読む こと は できません。  Mais je ne sais pas lire 
le journal. 
    contraste 

 
② Vb 1er groupe R + E ます   Vb 2ème groupe   R + られま

す  
   R + E る  
      見る  見られます 

読む  読めます     見られる 
yom u  yom E ます  食べる  食べられます 

18.1 
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とる  とれます     食べられる とる  とれます     食べられる 
かう  かえます かう  かえます 
はなす  はなせます はなす  はなせます 
まつ  まてます まつ  まてます 

Irréguliers: Irréguliers: 
  
  する  できます   する  できます 
  くる  こられます   くる  こられます 
  
なっとう が 食べられます か。  Pouvez-vous manger des nattõs? なっとう が 食べられます か。  Pouvez-vous manger des nattõs? 
なっとう は 食べられません。  …mais je ne peux pas manger de nattõs. なっとう は 食べられません。  …mais je ne peux pas manger de nattõs. 
  
日本語 を できます。  Je connais le japonais. 日本語 を できます。  Je connais le japonais. 
うてん が できます。  Je sais conduire. うてん が できます。  Je sais conduire. 
テニス が できます。  Je sais jouer au tennis. テニス が できます。  Je sais jouer au tennis. 
  
  しゅみ  passe-temps   しゅみ  passe-temps 
ロールさん の しゅみ は ビール を 飲むロールさん の しゅみ は ビール を 飲む こと です。 
            F. dét.  nominalisation 

Le passe-temps de Laure est de boire de la bière. 
 

さんかげつ

,三か月前に il y a trois mois 
いっしゅうかん

,一週間前に il y a une semaine 
 

ちいさいこ

,小さい子  18 さい Xちゃん  pour un / une enfant  
おとこのこ

,男の子  10 さい Xくん  pour un jeune homme  
X さん  pour un /une adulte 

18.2 
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 Structures-clés : 
 

1) リーさん は 
かんじ

,漢字 を 読む こと が できます。 
2) 私 の 

しゅみ

,趣味 は 
えいが

,映画 を 見る こと です。 
3) 

ね

,寝る 前に、本 を 読みます。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) スキー が できます か。 

じょうず

,上手 では ありません。 はい、できます。でも、あまり 

 

2) ギター を 
ひ

,弾く こと が できます か。 
いいえ、できません。 

 

3) 
うけつけ

,受付 で ドル を 円 に 
か

,換える こと が できます か。 
ぎんこう

,銀行 へ 行って ください。 いいえ、できません。

 

4) 
しゅみ

,趣味 は 何 です か。 
おんがく

,音楽 を 聞く こと です。 
 

5) 日本 へ 来る 前に、日本語 を 
べんきょう

,勉強しました か。 
ぜんぜん

,全然
はじ

,始めました。  しません でした。日本 へ 来て から、いいえ、

 

6) 
こうぎ

,講義 の 前に、ちょっと 
じむしょ

,事務所 へ 来て ください。 
はい、わかりました。 

 

7) いつ 
けっこん

,結婚 しました か。 
3 年 前に 結婚 しました。 

18.3 
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 L’expérience :  L’expérience : 
  
Guillaume は しんかんせん に のったGuillaume は しんかんせん に 

ççoonn  1199  

のった こと が あります か。 
 はい、いっかい あります。  のる  présent ( = j’ai l’expérience de …) 

Guillaume, avez-vous déjà pris le Shinkansen? 
- Oui, une fois. 

 
Delphine は おすし を たべた こと が ぜんぜん ありません。 
       いちども (pas une fois) 

Delphine n’a jamais mangé de sushis. 
 
まんいん でんしゃ に のった こと が あります か。 
 はい、なんかいも あります。 

Avez-vous déjà pris un train bondé? 
- Oui, plusieurs fois. 

 
 

 Tantôt … tantôt … 
 
11 時 に ねたり、12 時 に ねたり します。 

Je me couche tantôt à 11h, tantôt à 12h. 
コーヒー を のんだり ココア を のんだり します。 

Je bois tantôt du café, tantôt du chocolat. 
 
 

 L’énumération, la succession des actions : 
 
V1 て V2 て V3    Ordre important   V1→V2→V3 
V1 たり V2 たり V3 たり します  Dans n’importe quel ordre 

19.1 
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 Devenir なります 
 

AV . . . くなります 
forme adverbiale 

AN . . . になります 
 

 
大きく なりました ね。   Qu’il est devenu grand! 
きれいに なりました ね。  Qu’elle est devenue jolie! 
 
あき に なりました。   L’automne est arrivé. 
おかしや なりたかった です。  Je voulais être pâtissier. 

19.2 
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 Structures-clés : 
 

1) 日本
りょうり

,料理 を 食べた こと が あります。 
2) 日曜日 買い

もの

,物 したり、
えいが

,映画 を 見たり します。 
3) これから だんだん 

さむ

,寒く なります。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) インドネシア へ 行った こと が あります か。 

ともだち

,友達 と 行きました。 はい、あります。3 年前に 

 

2) 
ふじさん

,富士山 を 見た こと が あります か。 
いちど

,一度も ありません。ぜひ 見たい です。 いいえ、

 
3) センター で 毎日 何 を します か。 

べんきょう

,勉強日本語 を したり、
こうぎ

,講義 を 聞いたり します。 
 

4) 日曜日 どこか 
で

,出かけました か。 
よ

,読いいえ。うち で 本 を んだり、
てがみ

,手紙 を 
か

,書いたり します。 
 

5) 
くら

,暗く なりました ね。
でんき

,電気 を つけましょう か。 
ええ、お

ねが

,願いします。 
 

6) お
とう

,父さん の 
びょうき

,病気 は どう です か。 
げんき

,元気 に なりました。 もう 

19.3 
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 Structures-clés : 

1) あした 
とうきょう

,東京 へ 行く。 
2) 

まいにち

,毎日 
いそが

,忙しい。 
3) きょう は いい 

てんき

,天気だ。 
 

 Phrases-type : 
1) コーヒー【を】飲む？ 

うん、飲む。 
ううん、飲まない。 

 

2) 
へや

,部屋 に テレビ が ある？ 
ううん、ない。 

 
3) デパート で なに を 買った？ 

何も 買わなかった。 
 
4) いっしょに ごはん【を】食べない？ 

うん、いい【わ】ね。 
 
5) 日本 の 食べ物 は どう？ 

おいしいね。 
 

6) あした 
ひま

,暇？ 
うん、暇【だ】よ。 

 

7) きのう の 
しけん

,試験 は どうだった？ 
むずか

,難しかった。 
 

8) 
かんじ

,漢字 を 書く こと が できる？ 
ううん、できない。 

 

9) ちょっと はさみ を 
か

,貸して。 
ぼく

,僕うん。でも、  も 
い

,要
かえ

,返して。 る から、あとで 

20.1 
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 Penser que …  Penser que … 
  

FF + と
おも

,思います FF + と
  
あしたは 雨が ふると 思います。 あしたは 雨が ふると 思います。 

Je pense qu’il va pleuvoir demain. Je pense qu’il va pleuvoir demain. 
田中さんは こない田中さんは 

ççoonn  2211  

おも

,思います 

こないと 思います。 
  négatif     Je pense que Mr. Tanaka ne viendra 
pas. 

日本は ものが たかいと 思います。 
chose    Je pense que les choses (prix) sont chères au 

Japon. 
あの人は しんせつだと 思います。 

Je trouve qu’il est sympa. 
あしたは たぶん 雨だと 思います。 

 peut-être    Je pense qu’il y aura peut-être de la pluie 
demain. 
 
 

 Dire que … 
 

FF + と
い

,言います 
 

私は かいぎ で 日本 は ぎじゅつ が すすんでいると 言いました。 
   réunion    technique  être avancé 

A la réunion, j’ai dit que la technique est avancée au Japon. 
 

Pas de concordance des temps !!! 

21.1 
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 N’est-ce pas? 
 
 

AV 
AN です  でしょう 
Vb 

 
 
日本語 は やさしい でしょう？ 

Le japonais est une langue facile?! 
この カメラ は べんり でしょう？ 

Il est pratique cet appareil photo?! 
山田さん の お父さん は エンジニア でしょう？ 

Le père de Mr. Yamada est bien ingénieur? 
きょうと は あつかった でしょう？ 

Kyoto était une ville chaude?! 
    きれいだった でしょう？ 

  FF de きれいでした       Kyoto était une jolie 
ville?! 

あした の かいぎ に 出る でしょう？ 
Vous assisterez à la réunion de demain?! 

りょう に は テレビ が ない でしょう？ 
Il n’y a pas de TV dans les résidences, n’est-ce pas? 

みんな びょういん に 行った でしょう？ 
passé  Vous êtes tous allés à l’hôpital, n’est-ce pas? 

 
La particule は se rajoute après で ou に et remplace が、も、を. 

21.2 
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 Structures-clés : 
 

1) 
こんばん

,今晩 
あめ

,雨が 
ふ

,降ると 
おも

,思います。 
2) 

かいしゃ

,会社の 人は あした センターへ 
く

,来ると 
い

,言いました。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) かぎは どこ です か。 

その かばんの 中に あると 思います。 
 

2) 会社の 人は パーティーに 
き

,来ますか。 
いいえ、たぶん 

こ

,来ないと 思います。 
 

3) 田中さんは 
じむしょ

,事務所に いますか。 
かえ

,帰ったと 思います。かばんが ありません から。 もう うちへ 

 

4) 
けんがく

,見学は どう ですか。 
しつもん

,質問
じかん

,時間
みじか

,短いと 思います。 の が おもしろいです。けれども、

 
5) 日本に ついて どう 思いますか。 

こうつう

,交通
べんり

,便利だと 思います。 が 

 

6) きのう 
かいぎ

,会議で 
けんがく

,見学に ついて 
はな

,話しました。 
いけん

,意見を 言いましたか。 そうですか。あなたも 

はい。見学は みんな よかったと 言いました。 
 

7) 
どようび

,土曜日 センターで パーティーが あるでしょう？ 
はい、あります。 

21.3 
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Les propositions relatives Les propositions relatives 

e

  
  

Un train bleu Un train bleu 
     déterminé  déterminant      déterminé  déterminant 

  
Dt      Dé Dt      Dé 

あおい でんしゃ あおい でんしゃ 
  
  

 Qui :  Qui : 
  

ççoonn  2222  

Le train qui va à Shinjuku est celui-là.     proposition principale 
 しんじゅく に 行く でんしゃ は これ です。   proposition déterminante 

 Dt   Dé 

J’ai acheté ce dictionnaire dans la librairie qui est en face de la gare. 
 えき の 前 に ある 本や で この じしょ を 買いました。 
Au Japon, il n’y a pas d’enfant qui n’aille pas à juku ( = école du soir). 
 日本で は じゅく に 行かない 子ども は いません。 
Ceux qui ont compris, levez la main. 

 わかった人 は 
て

,手 を 
あ

,上げて 下さい。 
 
 

 Que : 
 
Le film que j’ai vu hier était amusant. 
 きのう 私 が 見た えいが は おもしろかった です。 
Les gâteaux que ma mère prépare sont délicieux. 

つく

,作る おかし は おいしい です。  母 が 

 
 

 Où : 
 
Le jour où nous sommes allés à Kyoto, il a fait très chaud. 

 私たち が きょうと へ 行った 
ひ

,日 は とても あつかった です。 

22.1 
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 Les choses pour : 
 
Donnez-moi quelque chose pour écrire. 

 何か 
か

,書くもの を 下さい。 
C’est le coupe-papier ( = couteau pour couper le papier). 

 これ は かみ を 
き

,切る ナイフ です。 
 
 

 Faire une promesse de … 
 
J’ai promis à un ami de jouer au tennis avec lui. 

とも

,友 私は だち と テニス を する やくそく を しました。 
       promesse 

Je promets à un ami d’aller au cinéma avec lui dimanche. 
 私は 友だち と 日曜日 えいが を 見に 行く やくそく を します。 
Demain, j’ai rendez-vous avec un ami. 

あ

 あした は 友だち に ,会う やくそく が あります。 
      avoir un rendez-vous 

 
 

 Les propositions déterminantes avec des adjectifs (à la forme déterminante) : 
 
J’aime les filles aux cheveux longs ( = dont les cheveux sont longs). 
 ぼく は かみ が / の ながい 女の子 が 好き です。 
J’aime les garçons aux beaux yeux. 
 私は 目 が / の きれいな 男の子 が 好き です。 
La France est un pays où le vin et le fromage sont bons. 
 フランス は ワイン と チーズ が / の おいしい 国 です。 
Y a-t-il des gens qui veulent du chocolat? 
 チョコレート が / の ほしい人 は います か。 

vouloir 

22.2 
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かぶります 

かけます 

 

きます → きています 
mettre    porter 

はきます → はいてもいます 

  
  
  

はやっています  être à la mode はやっています  être à la mode 
ぼし   chapeau ぼし   chapeau 

  
  
  
Bonne année! Bonne année! 
Si la carte arrive… Si la carte arrive… 
 Après le 1er janvier あけました おめでとう ございます。  Après le 1er janvier あけました おめでとう ございます。 
 Avant le 1er janvier よい落としを。  Avant le 1er janvier よい落としを。 

22.3 
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 Structures-clés : 
 

1) これは わたしが 
と

,撮った 
しゃしん

,写真です。 
2) あそこに いる 人は リーさんです。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) これは どこで 買った カメラですか。 

しんじゅく

,新宿で 買った カメラです。 
 

2) これは だれが 
か

,書いた 
え

,絵ですか。とても 
じょうず

,上手ですね。 
リーさんが 書いた 絵です。 

 

3) あの 
めがね

,眼鏡を かけて いる 人は だれですか。 
田中さんです。 

 

4) 
せんしゅう

,先週 
けんがく

,見学した 
ところ

,所は どこですか。 
なごや

,名古屋
じどうしゃ

,自動車です。 
 

5) きのう 見た 
えいが

,映画は どうでしたか。 
とても おもしろかったです。 

 

6) きのうの 
ごご

,午後 何を しましたか。 
車を 

ぶひん

,部品を 
つく

,作って いる 
こうじょう

,工場を 見学しました。 
 

7) 日曜日 いっしょに 
あそ

,遊びに 行きませんか。 
すみません。日曜日は 

ともだち

,友達に 会う 
やくそく

,約束が あります。 
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 Quand 
とき

,時  Quand 
  

ççoonn  2233  

とき

,時 

  N の時 雨の時 (は) さんぽ に 行きません。 
   Je ne vais pas me promener avant la pluie. 
  子どもの時 ニューヨーク に すんでいました。(pas d’incidence) 
   Quand j’étais enfant, j’habitais à New-York. 
 AV F. dét あつい 時 は ビール が とても おいしい。 
  ―い   Quand il fait chaud, j’apprécie la bière. 
 AN F. dét ひまな 時 どうぞ あそびに きて 下さい。 
  ―な   Quand vous êtes libre, passez à la maison. (formule de politesse) 
Vb F. dét - FF 日本へ 行く 時 スーツケース を 買いました。 
   J’ai acheté une valise pour aller au Japon. 
  日本へ 行った 時 この トトロ の めいぐるみ を 買いました。 
   J’ai acheté cette peluche de Totoro quand je suis allée au Japon. 

① 

① 

② 

② 

 
Vous brossez-vous les dents quand vous vous levez? 
 おきた 時 は を みがきます か。 
Vous brossez-vous les dents quand vous vous couchez? 
 ねる 時 は を みがきます か。 
Je rendrai aussi tes livres quand je serais allé à la bibliothèque demain. 
 あした としょかん に 行った 時 あなた の 本 も いっしょに かえります。 
 

みがく   polir 
ことば の いみ  le sens d’un mot 
のり かえます  changer (de train, de bus) 
みち を わたる  traverser la rue 
さびしい   triste (de solitude) 
びょうき です  être malade 

23.1 
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 Le conditionnel en と :  Le conditionnel en と : 
  

 Forme familière (jamais au passé) + と   Forme familière (jamais au passé) + と  
 

Après と: Il y a une surprise ( = quelque chose arrive) 
≠ さびしい 時 ともだち に でんわします。 

  je fais qc        vb intentionnel 

Quand je suis triste, je téléphone à mes amis. 
 
はる に なると さくらの花が さきます。 

Quand le printemps arrive, les fleurs de cerisier s’épanouissent. 
ゆき

,雪が ふります。 ふゆ に なると 

Quand l’hiver arrive, la neige tombe. 
こいびと が いないと さびしい です。 

Quand ma petite amie n’est pas là, je suis triste. 
何も しない      と つまらない です。 
べんきょうが ない  

 Quand je ne fais rien je m’ennuie. 
Quand je ne travaille pas 

ねないと つかれ です。 
Quand on ne dort pas, on est fatigué. 

ふと

,太ります。 たくさん 食べると、

On grossit quand on mange beaucoup. 
べんきょう すると ねむくなります。 

On a sommeil quand on travaille. 
たくさん 書くと えんぴつ が みじかく なります。 

Quand on écrit beaucoup, le crayon se raccourcit. 
おなか が すくと、おなか が なります。 

Quand on a faim, le ventre gargouille. 
ドアの前に たつと、ドアが あきます。 

La porte s’ouvre quand on se tient devant elle. 
スイッチ を おすと、電気が つきます。 

Quand on appuie sur l’interrupteur, la lumière s’allume. 
まど を あけると、かぜ が 入ります。 

Quand on ouvre la fenêtre, le vent entre. 
 

23.2 
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6 時に なると 店が しまります。 
Les magasins ferment à six heures. 

こま

,困ります。 お金が ないと 

On est embêté quand on n’a pas d’argent. 
 
  はる  printemps 
  さきます  fleurir 

 ねむい  avoir sommeil 
  みじかい  court 
  なります  sonner 
  あきます  s’ouvrir (verbe intransitif) 
  つきます  s’allumer 
  しまります se fermer 

  
こま

,困ります  être embêté 
 
 

 Dialogue : 
 
① A: この ボタン は 何 です か。 

B: この ボタン を おすと 230 円 の きっぷ が 出ます。 
② B:     おなじ きっぷ が ２まい 出ます。 
③ B: ここ に おさつ に 入れると、きっぷ を おつりが 出ます。 
④ B: えきいん を よぶ とき この ボタン を おします。 

  つかいます。 
 

とりけし  annulé 
まちがえる se tromper 

 
ここ に ｘ を 入れて ………. を おすと ………… が 出ます。 
 

ふくざつ ≠ かんたん  compliqué ≠ simple 

23.3 
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 Que c’est …  Que c’est … 
―な 

―なあ 
 
「わるくち を いう。」  Médire de, calomnier 
(わるい ≠ いい) 
 
「あの人は いじゆるだ。」 Comme cette personne est méchante! 
「ひどいなあ。」   Comme c’est affreux! 
「ばかだなあ。」   Qu’il est bête! 
 
 

 Demander son chemin : 
 
 

〒 
ぎんこう 

かど 

しんごう 

み
ち 

えき 

川 

はし 
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① 
えき

,駅の前を まっすぐ 行くと ぎんこう が あります。 
② ぎんこう の かど を 右に まがると はしが あります。 
③ はし を わたって ひとつめ の かど を 左に まがると 右に あります。 
 

 を particule de passage  
 

まっすぐ  tout droit 
まがる  tourner 
わたる  traverser 
 
1er ひとつめ 
2ème ふたつめ 
3ème みっつめ 
 

おもて の 
いりぐち

,入口  porte de devant 
うら口   porte de derrière 
― を 出ます  sortir par ― 

23.5 
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 Structures-clés : 
 

がいこく

,外国
とき

,時
い

,要1) ります。 へ 行く 、パスポートが 
お

,押2) この ボタンを すと、
きかい

,機械
うご

,動きます。 が 

 
 

 Phrases-type : 
 

1) 
かいしゃ

,会社へ 行く 時、いつも 何で 行きますか。 
バスで 行きます。 

 

2) お
かね

,金が ない 時、どう しますか。 
ともだち

,友達に 
か

,借ります。 
 

3) いつ この 
しゃしん

,写真を 
と

,撮りましたか。 
せんしゅう

,先週 
とうきょう

,東京へ 行った 時、撮りました。 
 

4) 
しごと

,仕事は 何時までですか。 
5 時までです。でも、

いそが

,忙しい 時、10 時ごろまで 
はたら

,働きます。 
 

5) 
ひま

,暇な 時、いつも 何を しますか。 
テレビを 見たり、本を 

よ

,読んだり します。 
 
6) よく スキーに 行きますか。 

いいえ。
がくせい

,学生の 時、よく 行きましたが、今は あまり 行きません。 
 

7) どうやって 
おと

,音を 
ちょうせつ

,調節しますか。 
これを 

まわ

,回すと、調節が できます。 
 

8) 日本語が わからないと、
こうじょう

,工場へ 行って、
こま

,困りますよ。 
はい、

がんば

,頑張ります。 
 

9) 
えき

,駅は どこですか。 
この 

みち

,道を まっすぐ 行くと、
みぎ

,右に あります。 

23.6 
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 Les verbes de donation :  Les verbes de donation : 
  

ççoonn  2244  

① 私  あなた  あの人   あげます 
   1     2     3   あげる 
 
② 私  あなた  あの人   くれます 
     1     2     3   くれる 

1 = 3’ 

membre de la famille de 1 

    personne psychologiquement proche 

 
お金を すこし くれませんか。    Pouvez-vous me donner un peu 
d’argent? 

2→1

3→1

山田さんは 私に 日本のきってを くれました。 
  destinatire      Mr. Yamada m’a donné des timbres 
japonais. 

 
③ 1   2  3  Recevoir  もらいます 
        もらう 
 

j’ai reçu et non il a reçu 
あなたは 山田さん に  何を もらいました。 Qu’as-tu reçu de Mr. Yamada? 

    から 
 
 

 Les expressions de faveur : 
 

―て あげます  je fais qc pour qn 
―て くれます  qn fait qc pour moi 
―て もらいます  idem (je reçois la faveur) 
 

お金を かして くれませんか。 2→1

 いいですよ。いくら かした あげましょうか。 1→2

24.1 
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Peux-tu me prêter de l’argent? Peux-tu me prêter de l’argent? 
- Oui, combien veux-tu que je te prête? - Oui, combien veux-tu que je te prête? 

先生は X さんの手紙を 読んで あげました。  先生は X さんの手紙を 読んで あげました。  
X さんは 先生に 手紙を 読んで もらいました。 X さんは 先生に 手紙を 読んで もらいました。 

Le professeur a lu la lettre de X. 3→3

｢手紙を ポストに 入れて くれた？｣     As-tu posté ma 
lettre? 
｢手紙を ポストに 入れて くれた？｣     As-tu posté ma 
lettre? 
｢これ、食べて くれない？｣ Tu ne voudrais pas manger pour moi? ( = à ma 
place) 
｢これ、食べて くれない？｣ Tu ne voudrais pas manger pour moi? ( = à ma 
place) 
私は 子どもを たすけて あげました。     J’ai secouru un 
enfant. 
私は 子どもを たすけて あげました。     J’ai secouru un 
enfant. 

le bénéficiaire est aussi le COD le bénéficiaire est aussi le COD 

  
たすけて！ Au secours! たすけて！ Au secours! 

  
お母さんは 何を して くれますか。  Que fait votre mère pour vous? お母さんは 何を して くれますか。  Que fait votre mère pour vous? 
 お金を かして くれます。    - Elle me prête de l’argent.  お金を かして くれます。    - Elle me prête de l’argent. 
 でんわ して くれます。    - Elle me téléphone.  でんわ して くれます。    - Elle me téléphone. 
 せんたく (を) して くれます。   - Elle fait ma lessive.  せんたく (を) して くれます。   - Elle fait ma lessive. 
 りょうり を つくって くれます。   - Elle fait la cuisine.  りょうり を つくって くれます。   - Elle fait la cuisine. 
 アイロン を かけて くれます。   - Elle fait mon repassage.  アイロン を かけて くれます。   - Elle fait mon repassage. 
  
  せんたく します  faire la lessive   せんたく します  faire la lessive 
  あらう   laver   あらう   laver 
  

ゆび に けが を します。 être blessé au doigt ゆび に けが を します。 être blessé au doigt 
  

はんぷん  1/2 minute  つれて くる amener はんぷん  1/2 minute  つれて くる amener 
おしえます renseigner  つれて 行く emmener おしえます renseigner  つれて 行く emmener 
あんないする faire visiter  つれる  accompagner あんないする faire visiter  つれる  accompagner 
こしょう  panne   しょうかいする présenter こしょう  panne   しょうかいする présenter 
すぐ  tout de suite  てつだう  aider すぐ  tout de suite  てつだう  aider 
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 Structures-clés : 
 

1) 
きむら

,木村さんは 私に ネクタイを くれました。 
2) 私は 木村さんに 

かさ

,傘を 
か

,貸して あげました。 
3) 私は 

すずき

,鈴木さんに 日本語を 
おし

,教えて もらいました。 
4) 

かない

,家内は 私に 子どもの 
しゃしん

,写真を 
おく

,送って くれました。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) いい ネクタイですね。 

これですか。家内に もらいました。 
たんじょうび

,誕生日に いつも プレゼント を くれます。 家内は 

 
2) きれいな シャツですね。どこのですか。 

インドネシアの シャツです。 
このあいだ アリさんが くれました。 

 

3) 雨が 
ふ

,降って いますね。傘を 
も

,持って 
き

,来ませんでした。 
じゃ、私のを 

か

,貸して あげましょうか。 
ねが

,願いします。 ええ、お

 

4) あした 
よこはまこうえん

,横浜公園へ 行きます。 
みち

,道が わかりますか。 そうですか。

ええ。木村さんに 教えて もらいました。 
 

5) あした 
なごや

,名古屋の 
こうじょう

,工場へ 
じっしゅう

,実習に 行きます。 
そうですか。だれが 

つ

,連れて 行って くれますか。 
たかはし

,高橋さんが 連れて 行って くれます。 
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 Le conditionnel en たら (dans la proposition de l’hypothèse) :  Le conditionnel en たら (dans la proposition de l’hypothèse) : 
  
もし

ççoonn  2255  

もし あなた が この女の人 だったら、どう しました か。 
 si 

 Forme en た + ら  
 

① La condition éventuelle. 
 
(もし) あした 雨が ふったら、どう します か。 

Que fais-tu s’il pleut demain? 
お金が たくさん あったら、りょこう します。 

Si j’avais beaucoup d’argent, je voyagerais. 
時間が なかったら、しゅくだい を しなくてもいいです。 

Ce n’est pas la peine de faire ce devoir si vous n’avez pas le temps. 
安かったら、買います。 

Je l’achèterai si ce n’est pas cher. 
しずかだったら、その へや を かります。 

Si c’est calme, je prends cette chambre. 
 
② La condition temporelle. 
 
なりた に ついたら、電話します。 

Je t’appellerai quand je serai arrivé sain et sauf à Narita. 
 
 

 ても： 
 

ても：même si, alors que, bien que 
Forme en て + も 

 
雨が ふっても ジョギング を します。 

Même s’il pleut, j’irai faire mon jogging. 

25.1 
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ボタン を おしても きかい が うごきません。 
Même si j’appuie sur le bouton, la machine ne marche pas. 

いくら かんがえ ても わかりません。 
J’ai beau réfléchir, je ne comprends pas. 

いくら ダイエット を しても やせません。 
J’ai beau faire un régime, je ne maigris pas. 

 
 

 Choisir entre たら et ても et enchaîner les phrases : 
 
ひるごはんを食べます。工場へ見学に行きます。 
 
国へかえります。手紙を下さい。 
 
おばえます。すぐ わすれます。 
 
勉強がおわります。テレビを見ます。 
 
フランスへかえります。日本語の勉強をつづけます。 
 
雨がふります。ジョギングをします。 
 
辞書をしらべます。わかりません。 
 
けっこんします。かいしゃをやめます。 
 
かんがえます。わかりません。 
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 Structures-clés : 
 

1) 雨が 
ふ

,降ったら、行きません。 
2) 雨が 降っても、行きます。 
 
 

 Phrases-type : 
 
1) 日曜日は ピクニックですね。もし 雨が 降ったら、どう しますか。 

 雨が 降ったら、行きません。 
 
2) バスが 来なかったら、どうしますか。 

タクシーで 行きましょう。 
 

3) あの 
みせ

,店で いい ビデオを 
う

,売って いますよ。 
ほんとうですか。安かったら、買いたいです。 

 

4) あした 
ひま

,暇だったら、東京タワーへ 行きませんか。 
いいですね。行きましょう。 

 

5) 何時ごろ 
けんがく

,見学に 行きますか。 
ひる

,昼ごはんを 食べたら、すぐ 行きます。 
 

6) 
きかい

,機械が 
うご

,動きません。 
スイッチを 

い

,入れましたか。 
はい。スイッチを 入れても、動きません。 

 
7) この ラジカセは とても 高いですね。 

ええ。でも、いくら 高くても、買いたいです。 
 

25.3 
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LLeeççoonn  2266  Le
L’explication L’explication 

e

  
  

FD んです explication FD んです explication 
FD んですか demande d’explication, de confirmation FD んですか demande d’explication, de confirmation 

  
  

① どうして きのう 
がっこう

,学校 に 来なかったんですか① どうして きのう 

ççoonn  2266  

がっこう

,学校 に 来なかったんですか。 
 あたま が いたかったんです。   Pourquoi n’es-tu pas venu à l’école 
hier? 

- J’avais mal à la tête. 
 
② よく コーヒー を 飲みます ねえ。  Vous buvez beaucoup de café! 

 ええ。
だいす

,大好きなん です。    - C’est que j’adore ça. 
  A ない 

 
あまり X さん を 見ませんね。  On ne voit pas beaucoup Mr. X. 
 ええ。びょうきなん ですょ。   - C’est qu’il est malade. 

  FD de です 

 
③ すてきな とけい です ね。どこ で 買ったん です か。 

 カルチエ で 買ったん です。 
Vous avez une belle montre! Où l’avez-vous achetée? 

- Chez Cartier. 
L’explication du fait que vous ayez une belle montre, c’est l’endroit où vous l’avez acheté. 
 

④ 
とうきょう

,東京タワーに 行きたいんですが、どうやって 行ったらいいですか。 
  cette situation est la     comment 

      cause de la demande qui suit 

Je veux aller à la Tour de Tokyo, comment y aller? 
 

 たいんですが + question, demande  
 

せんたく
き

,機 の つかいかた が わからないんですが、おしえて 下さいませんか。 
Je ne comprends pas comment fonctionne ce lave-linge, pouvez-vous m’expliquer? 

26.1 
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はずかしい être gêné はずかしい être gêné 
いやだ  ne pas vouloir いやだ  ne pas vouloir 
かまわない ça ne me dérange pas かまわない ça ne me dérange pas 
ちょうし  état, condition ちょうし  état, condition 
おかしい  bizarre おかしい  bizarre 
しらべる examiner, se documenter, consulter un dictionnaire, 

se renseigner 
しらべる examiner, se documenter, consulter un dictionnaire, 

se renseigner 
  
  
  
  
  
  
  
  

こ 

こふた 

このふた 
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 Structures-clés : 
 
1) かぜを ひいたんです。 

2) 
みち

,道が わからないんですが、
おし

,教えて 下さいませんか。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) 日本語が 
じょうず

,上手ですね。どのくらい 
べんきょう

,勉強したんですか。 
センターで 1 か月ぐらい 勉強しました。 

 
2) きょうは あまり 食べませんね。どう したんですか。 

いた

,痛いんです。 おなかが 

 

3) 
こんばん

,今晩 パーティーに 行きますか。 
かない

,家内
びょうき

,病気なんです。 が いいえ、行きません。

 

4) 
せんたくき

,洗濯機が 
うご

,動かないんですが、ちょっと 見て 下さいませんか。 
わかりました。すぐ 行きます。 

 

5) 
とけい

,時計を 買いたいんですが、どこで 買ったら いいですか。 
えき

,駅
ちか

,近
おも

,思います。 の くの 時計やが いいと 

 

26.3 
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 La capacité : 
 
へや

,部屋 の まど から、山 が 見えます。  Verbes de perception 
Depuis la fenêtre de la chambre, je peux voir la montagne. 

となりの人の こえ が 聞こえます。 
ワイン は 飲みますが、ウィスキー は 飲みません。 

Je bois du vin, mais je ne bois pas de whisky. 
 
 

 できます 
 

① pouvoir faire 
 ② ouvrir, être créé 
 

はた

,旗
りょうりや

,料理屋 が できました。 らしい 日本 リヨン に 

Un nouveau restaurant japonais a ouvert à Lyon. 
 
 ③ être prêt 
ごはん が できましたよ！     Le repas est prêt! 
しゃしん

,写真は いつ まで に できます か。    Quand les photos 
seront-elles prêtes? 
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 Structures-clés : 
 

1) 私は 日本語が 
すこ

,少し 
はな

,話せます。 
2) 私は ひらがなは 

か

,書けますが、カタカナは 書けません。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) 日本語で 
でんわ

,電話が かけられますか。 
じょうず

,上手に かけられません。 はい。でも、まだ 

 

2) ナロンさんは 
およ

,泳げますか。 
はい。でも、20 メートルぐらいしか 泳げません。 

 

3) 日本
りょうり

,料理が 食べられますか。 
や

,焼すき きや てんぷらは 食べられますが、
さしみ

,刺身は 食べられません。 
 

4) 
しんかんせん

,新幹線から 
ふじさん

,富士山が 見えましたか。 
てんき

,天気
わる

,悪かったんです。 が いいえ、見えませんでした。

 

5) 私の 
こえ

,声が よく 聞こえますか。 
すこ

,少
い

,言し 大きい 声で いいえ。すみませんが、もう って 下さいません

か。 
 

6) 
えき

,駅の 
ちか

,近くに 大きい スーパーが できましたね。いつ できたんですか。 
ことしの 4 月です。 
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LLeeççoonn  2288  Lee
  
  

 Actions simultanées :  Actions simultanées : 

ççoonn  2288  

 V1 BC ながら V2 en . . . ant  
 
音楽 を 聞きながら、勉強します。    Il travaille en écoutant de la 
musique. 
 
 

 Non seulement . . . mais aussi : 
 …(も) FF し、…(も) …(し)  

 
ブリオン は おいしい です ＋ 安い です 

AV  …  おいしいし、安いです。 
AN X さん は きれいだし、やさしい です。 

Melle X est non seulement jolie mais aussi douce. 
 X さん は あたまが いい です ＋ ハンサム です 
    あたまも いいし、ハンサム です。 

Non seulement Mr. X est intelligent, mais il est aussi beau. 
 Y さん は おさけを 飲みます ＋ たばこを すいます。 
    おさけも 飲むし、たばこも すいます。 

Non seulement Mr. Y boit su saké, mais il fume aussi des cigarettes. 
 

 Causes cumulatives : 
 
しゅくだいも たくさん あるし、つかれている から きょう は 早く かえります。 
   2 causes     し  conséquence 

J’ai beaucoup de devoirs et je suis fatigué, donc je rentre tôt chez moi. 
 
雨が ふっています ＋ にもつ が 多い です ⇒ タクシー で 行きましょう。 
雨も ふっているし、にむつも 多い し、タクシー で 行きましょう。 
      から 

Comme il pleut et que nous avons beaucoup de bagages, prenons un taxi. 
 

 ひる休みに いつも 何を していますか。  Que fais-tu pendant ton temps 
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libre? 
    toujours   action habituelle 
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 Structures-clés : 
 

1) 
おんがく

,音楽を 聞きないがら コーヒーを 飲みます。 
2) 

ひま

,暇な時、いつも テレビを 見て います。 
3) 

にもつ

,荷物も 
おお

,多いし、雨も 降って いるし、タクシーで 
かえ

,帰ります。 
 
 

 Phrases-type : 
 

1) お
ちゃ

,茶を 飲みないがら 話しませんか。 
きっさてん

,喫茶店
はい

,入りましょう。 に そうですね。あの 

 

2) 
こうじょう

,工場の 中では 
ある

,歩きながら たばこを 
す

,吸わないで 下さい。 
すみません。これから 

き

,気を つけます。 
 

3) 
ひる

,昼休みは いつも 何を して いますか。 
テレビを 見たり、みんなと 話したり して います。 

 

4) いい 天気ですよ。
きょう

,今日は 
で

,出かけないんですか。 
ええ。レポートも 書かなければ ならないし、手紙も 書きたいし、今日は 
りょう

,寮に います。 
 
5) どうして いつも この スーパーで 買い物するんですか。 

ねだん

,値段
しなもの

,品物も 多いですから。 も 安いし、それに 
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