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CO N V E R S A T I O N S 



本書は�Petites�Conversations�を使った授業で実践するため
に作られた、会話活動の⼿引きです。

学習者にとっての楽しい授業とは、⾃分たちがどれだけ授

業に関与できたか、どれだけクラスメートや教師とやり取

りできたかが、とても⼤きなポイントとなります。

また、学習効果の⾯では、限られた授業時間内に学習者が

どれだけ⾃主的に発話できたかが、会話⼒に必要なプロセ

スとなります。

本書では、そのような学習者の主体的な参加を促すための

会話活動の例を、単元ごとの学習内容に即して紹介してい

ます。

学習者が、「ちょっと物⾜りないな、もっと話したいな」

と感じることが、次の活動へのモチベーションに繋がりま

す。ですので、どの活動を⾏なう際にも、時間制限を設

け、延⻑せずに遵守することをおすすめします。

シンプルな会話が、学習者の⼤きな好奇⼼を刺激するきっ

かけとなりましたら幸いです。

Livre d'activités
orales

本書の使い⽅



１．学習者を⽴させます。

２．学習者に、次のやりとりをクラス全員（またはクラス⼈

数に応じて「〇⼈以上に」など）とさせます。

＜所要時間：5〜10分＞

⽣徒�A：Bonjour,�je�m�appelle�Ken.�K-E-N.�Et�toi�?
⽣徒�B：Bonjour,�je�m�appelle�Yui.�Y-U-I.

・教室を歩き回ることで、退屈しません。

・初対⾯の相⼿の名前を覚えるきっかけになります。

・お互いに知っている場合でも、フランス語で会話を交わす

ことで新鮮な気分を味わえます。

・アルファベの練習にもなります。

・所要時間を設け（5分など）、何⼈と話せたか競わせるこ
ともできます。

注意点

・クラスの⼈数によっては、時間がかかってしまうことがあ

ります。

Leçon 1
Je m'appelle ... . Et toi ?



１．クラスを２チームまたは４チームに分けます（１チー

ム5名〜10名くらいだと全員が参加しやすいです）。
２．それぞれのチームを、黒板の前に１列に並ばせます。

３．①〜⑤（おまけとして⑥を⼊れても可）のフラッシュ

カードのセットを、黒板にマグネットなどで貼ります。こ

のとき、カードの位置が両チームの先頭から同じ距離にな

るようにします。

４．フラッシュカードは２チームで１セット使⽤するの

で、クラスを４チームに分けた場合は２セット⽤意しま

す）。

５．１〜５までの数字を教師がランダムに読み上げます。

６．列の先頭の⼈が読み上げられた数字のカードをタッチ

します。早くタッチした⽅のチームに１点⼊ります。

７．制限時間内、あるいは１〜３周した時点での点数を競

います。

＜所有時間：5〜10分＞
・数字をランダムに覚え、⾃分の学習状況を再確認するこ

とができます。

・チームワークと責任感が⽣まれるので、⼀⼈ひとりが積

極的に参加します。

・数字を読み上げる代わりに、数字を含めた短⽂（J�ai
deux�frères.�など）を読み上げてもよいでしょう。

チーム対抗かるた









１．フラッシュカード「職業」で、職業の語彙を確認しま

す。

２．各学習者に、職業を1つずつ選ばせます。このとき、選
んだ職業を⼝にしないよう指⽰します。

３．学習者を⽴たせます。

４．学習者同⼠で以下のようなやりとりをさせます。

⽣徒A：Tu�es�pâtissier�?�
⽣徒B：Non,�je�suis�ingénieur.

５．⾃分と同じ職業の⼈を⼀番早く⾒つけた⼈が勝ちです。

・同じ職業の⼈がすぐに⾒つかってしまいそうな場合は、

「同じ職業の⼈を3⼈⾒つけましょう」と⾔って⼈数を調整
するのもよいでしょう。

Leçon 2
同じ職業の⼈を探そう



１．学習者は２⼈組になります。

２．Un,�deux,�trois�!�の掛け声でじゃんけんをします。
このとき、指は何本出してもかまいません。

３．出した指の合計を、フランス語で早く⾔えた⽅が勝

ちです。

４．時間制限まで続けます。

＜所有時間：１〜3分＞

・15までの学習が済んだら、２⼈組のうち1⼈が両⼿に
するか、３⼈組で⾏なうことができます。

・20までの学習が済んだら、2⼈とも両⼿を使います。

じゃんけん⾜し算



１．全員で輪になります。

２．1から順に数字を⾔っていきます。
３．10までマスターしたら、直前の⼈の数字に3を⾜し
た数字を⾔います。直前の⼈が1だったら、それ以降
は、4、7、10、3、6、9…。
＜所有時間：2〜5分＞

・クラスの⼈数によっては、複数の輪を作って⾏ないま

す。

・数字をランダムに覚えることができます。

・まずは奇数だけで、あるいは偶数だけで回していく、

というのもよいでしょう。

前の⼈の数に3を⾜すと？



１．学習者に、フランス⼈の名前でどんな名前を知ってい

るかを問いかけ、黒板にリストアップしていきます（フラ

ンス⼈の名前リストを配布してもよいでしょう）。

２．学習者は、リストの中から好きな名前を１つ選びま

す。選んだ名前が、学習者のフランス語の名前です。

３．近くの席の⼈（例えば５⼈など、時間に応じて調整）

と次のやりとりをさせます。

⽣徒A：Tu�t�appelles�comment�?
⽣徒B：Je�m�appelle�Jules.�J-U-L-E-S.�Et�toi�?�
⽣徒A：Je�m�appelle�Sophie.�S-O-P-H-I-E.

・聖⼈の名前のついたフランスのカレンダーをコピーして

配布し、学習者に⾃分の誕⽣⽇の聖⼈の名前を付けさせて

もよいでしょう。

・アルファベのおさらいにも役⽴ちます。

・Il�s�appelle�comment�?�と⾔って近くの⼈の名前を答え
させるのもよいでしょう。

Leçon 3
フランス⼈の名前を名乗ってみよう



１．黒板に、国旗のフラッシュカードを貼ります。

２．クラスを４〜５⼈ずつのグループに分けます。

３．グループの１⼈が、国旗の中から１つの国を選び、そこ

に住んでいると仮定します。

４．他のメンバーは、Tu�habites�au�Japon�?�などと質問
し、最初の１⼈がどこの国に住んでいるかを当てます。

５．もし、当たっていたら、Oui,�j�habite�au�Japon.�と答え
ます。もし当たっていなければ、Non.�とだけ答え、他のメ
ンバーは当たるまで質問を続けます。

＜所有時間：2〜5分＞

・国旗からフランス語の国名を想像することで、⽂字を介さ

ずに国名をイメージする練習になります。

・前置詞がすぐに出てこない場合は活動を中断し、教科書を

⾒ずに、P17の全ての国名について以下のやりとりをリピー
トさせてください（教師も教科書を⾒ないことが望ましいで

す）。

Tu�habites�en�France�?�-�Oui,�j�habite�en�France.�
Tu�habites�aux�États-unis�?�-�Oui,�j�habite�aux�États-Unis.
etc�...�etc�....�
・５のときに�Non,�je�n�habite�pas�au�Japon.�のように否定
形を使わせてもよいでしょう。Leçon�5�に⼊る前の導⼊とな
ります。

Tu habites ... ?



１．クラスを４〜５⼈ずつのグループに分けます。

２．各グループに有名⼈カード（Il�または�Elle）を渡します。
３．グループの１⼈に、６枚のうち１枚だけ選ばせ、その有

名⼈の国籍と職業を、次のように他のメンバーに伝えます。

Il�est�acteur.�Il�est�américain.�C�est�qui�?�
５．他のメンバーは、C�est�Brad�Pitt�?�と⾔って、どの有名⼈
かを当てます。

６．もし当たっていれば、�Oui,�c�est�ça�!、もし外れていれ
ば、Non,�ce�n�est�pas�ça.�と答えるよう、最初の学習者に指
⽰します。

７．当たったらグループ全員で、C�est�Brad�Pitt.�Il�est
acteur.�Il�est�américain.�と⾔えたら完璧です（⾔った後に書
かせてもよいでしょう）。

７．グループ全員にカードを選ぶ番が回るように配慮しまし

ょう。

＜所要時間：5〜10分＞

・C�est�と�Il�est�の使い分けを、ゲームの中から⾃然に⾝に着
けることができます。

・C�est�と�Il�est�の違いについての解説は、活動の後に⾏なう
と効果的です（活動の前にしてしまうと、学習者を混乱させ

てしまうことがあります）。

Leçon 4
C'est qui？ 1



VANESSA PARAD IS

française
chanteuse

♪anglais et français
⌂ New York

ANGEL INA  JOL IE

américaine
actrice

♪anglais et français
⌂ New York

LOUANE

française
chanteuse

♪anglais et français
⌂ Paris

HANA

japonaise
mannequin

♪anglais et français
⌂ Yokohama

YUK IKO OMORI

japonaise
pâtissière

♪japonais et français
⌂ Tokyo

TAYLOR SWIFT

américaine
chanteuse
♪anglais
⌂ New York

ELLEELLE
Elle est ... ?

Elle parle ... ?

Elle habite ... ?



P IERRE  HERMÉ

français
pâtissier

♪français et anglais
⌂ Paris

JOHNNY DEPP

américain
acteur

♪anglais et français
⌂ New York

CÉDR IC  V I L LAN I

français
professeur

♪français et anglais
⌂ Paris

BRAD P I T T

américain
acteur

♪anglais et français
⌂ Hollywood

SH INYA YAMANAKA

japonais
docteur

♪japonais et anglais
⌂ Tokyo

JUST IN  BEABER

canadien
chanteur

♪anglais et français
⌂ Ottawa

Il
Il est ... ? Il parle ... ? Il habite ... ?



１．クラスを４〜５⼈ずつのグループに分けます。

２．各グループに有名⼈カード（Il�または�Elle）を渡します。
３．グループの１⼈が、その中から1枚を選びます。
４．他のメンバーは、Il�または�Elle�を主語に、①�国籍、②�職
業、③�話せる⾔語、④�住まいを尋ねます。�
 例�①�Il�est�japonais�?�
����������②�Il�est�professeur�?
����������③�Il�parle�français�?
  �④�Il�habite�à�Paris�?
５．カードを選んだ⼈は、他のメンバーの質問に対し、oui�か
non�で答えます。oui�の場合は、主語と動詞を使って答えます
が、non�の場合は�non�とだけ⾔います。
６．正解のカードがわかった⼈は、C�est�Brad�Pitt�?�のように
尋ねます。当たっていたら、カードを選んだ⼈は�Oui,�c�est
ça.�と答えます。
７．何度質問しても当たらない場合は、C�est�qui�?�と尋ねる
ように他のメンバーに促しましょう。

＜所有時間：5〜10分＞

・国籍や職業の性別を主語によって使い分ける練習になりま

す。

・er�動詞の語尾のeを発⾳しないことに、活動を通じて慣れる
ことができます。��
・５のときに�Non,�il�n�habite�pas�à�Paris.�のように否定形を
導⼊してもよいでしょう。

C'est qui？ 2



１．クラスを４〜５⼈のグループに分けます。

２．黒板に都市名と職業を6つずつほど書きます。都市名
はP40の地図から、職業はLeçon�2�の表から選んでもよい
でしょう。

３．グループの⼀⼈が都市名と職業のリストから１つずつ

選びます。それが、その⼈の住まいと職業だとします。

４．他のメンバーは、最初の⼈がどの都市と職業を選んだ

か、次のような質問をしながら当てていきます。Tu�es
journaliste�?�/�Tu�habites�à�Pékin�?
５．住まいと職業を選んだ⼈は、他のメンバーからの質問

に、oui�/�non�を使って答えます。non�のとき、否定形を
使って答えます。

６．住まいと職業が当たったら、次の⼈が住まいと職業を

選ぶ番です。グループ全員が当たるまで続けます。

＜所要時間：10分〜15分＞

・クラスメート同⼠で否定形を使う練習になります。

・１問⽬で当たってしまうことがあるので、その場合はも

う⼀度選ばせてもよいでしょう。

・Leçon�6�の年齢でも応⽤できます（学習者が難しいと感
じる数字を選ぶとよいでしょう）。

Leçon 5
Tu es ... ? TU habites ... ?



１．曜⽇と科⽬名をフラッシュカードで学習します。

２．学習者に時間割ビンゴ⽤紙を配布します。

３．学習者に時間割を埋めてもらいます。

４．学習者⼀⼈ずつに、⾃分の時間割の科⽬を�J�ai
français�mercredi.�のように、クラス全員に聞こえる
ように１⽂ずつ⾔わせます。

５．他の学習者は発⾔内容を聞き、⾃分の時間割を確

認します。曜⽇と科⽬が⼀致すれば、その科⽬を消す

ことができます。

６．最初に全ての科⽬が消えた⼈が勝ちです。

＜所要時間：10分〜15分＞

・時間や景品の個数に応じ、「何⼈上がるまで⾏いま

す」のように⼈数をあらかじめ伝えると、次の活動へ

移⾏しやすいです。

・ビンゴは、数字や新出語彙を使って⾏うこともでき

ます。

Leçon 6

時間割ビンゴ



Mon emploi du temps

Mon emploi du temps

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟



Leçon 7
消えていく活⽤表・・・

１．avoir�/�être�の活⽤を学習者たちに⾔わせ、板書
していきます。

２．板書の活⽤形を指さしながら、全員で活⽤表を

読み上げます。

３．活⽤形をランダムに１〜２個（例えば�j�ai�と�on
a�など）素早く消し、活⽤形（のあった箇所）を指
さしながら、学習者に読み上げさせます。

４．さらに、活⽤形をランダムに１〜２個素早く消

し、活⽤形（のあった箇所）を指さしながら、学習

者に読み上げさせます。

５．最後に、全ての活⽤が消えている状態で、活⽤

形があった箇所を指さしながら学習者に活⽤を⾔わ

せます。

・学習者は、何も⾒なくても活⽤を⾔えることが体

験でき、⾃信につながります。

・応⽤として、否定形を⾔わせるのもよいでしょ

う。



１．P36のavoir�の活⽤を学習します。
２．クラスを３〜４⼈のチームに分けます。

３．各チームに体調の描かれたフラッシュカードを

1枚ずつ配布します。
４．カードに描かれた体調になった気分で、avoir
の活⽤をクラスの前で発表し、どんな体調かをクラ

ス全員で当てます。当てたチームには1点⼊りま
す。

５．⼀番点数の⾼いチームの勝ちです。

・être�の活⽤を使っても実施できます（être�のフ
ラッシュカードを使⽤）。

・全ての主語の活⽤を導⼊することも可能です

（être�P81、avoir�P83�参照）

チーム対抗！体調パントマイム



J'ai ... .
Tu as ... ?

Illustration�Livio�san



１．P40�の語彙を確認します。
２．クラスを３〜４⼈のグループに分けます。

３．各グループの１⼈が、P40の語彙から⼀つ（⼼の中
で）選びます。

４．他のメンバーは、C�est�un�sac�?�のような質問をし
て、それが何であるかを当てなければなりません。

５．最初の⼈は、もしそれが選んだものであれば、Oui,
c�est�çun�sac.�と答え、そうでなければ、Non,�ce�c�est
pas�un�sac.�と答えます。
６．他のメンバーは、当たるまで最初の⼈に質問を続け

ます。

７．もし当たるまでに時間を要してしまう場合は、

C�est�quoi�?�と質問させてもよいでしょう。
＜所要時間：６〜１０分＞

・応⽤として、P40のものを選ばせるほかに、その所有
者をクラスメイトから⼼の中で選ばせ、C�est�à�Mina�?�-
Oui,�c�est�à�Mina.�/�Non,�ce�n�est�pas�à�Mina.�というや
りとりをさせることもできます。�

Leçon 8

C'est quoi ?



１．クラスを３〜４⼈のグループに分けます。

２．P40�の語彙のフラッシュカードから１枚選び、クラス
全員に⾒せます。⼼の中で値段を決めます。

３．グループの１⼈が、⼼の中でその値段を決めます。

４．他のメンバーは、C�est�trois�euros�?�などと質問をし
て、その値段を当てます。

５．値段を決めた⼈は、もし⾃分が決めた値段が、質問さ

れた値段より安ければ、C�est�moins�cher（もっと安いで
す）.�と答え、もし⾼ければ、C�est�plus�cher�（もっと⾼
いです）.�と答えます。
６．値段が当たったら、交代します。

７．なかなか当たらない場合は、他のメンバーが�C�est
combien�?�と質問します。
＜所要時間：１０〜１５分＞

C'est combien ?



１．クラスを4⼈のグループに分けます。
２．グループの⼀⼈が、Dans�mon�sac,�il�y�a�...�の後に、
好きな数字と ページの単語を⾔います。例：Dans�mon
sac,�il�y�a�deux�cahiers.
３．次の⼈は、前の⼈が⾔った⽂に、好きな数字と ペー

ジの単語を加えて⾔います。例：Dans�mon�sac,�il�y�a
deux�cahiers�et�une�glace.�４．次の⼈も直前の学習者の
⽂に、好きな数字と単語を加えて⾔います。以降も同じよ

うに続けます。例：Dans�mon�sac,�il�y�a�deux�cahier,
une�glace�et�huit�baguettes.
５.�２周したら終了です。
＜所要時間：８〜12分＞
・学習者の記憶⼒に訴えることで、集中⼒を引き出すこと

ができます。

・時間を制限し、発⾔できた学習者の⼈数が多いチームが

勝ち、などのルールを設けてもよいでしょう。

・数字のおさらいにもなります。

Leçon 9

Dans mon sac, il y a ...



１．3つの質問の書かれたカードを、学習者全員に1枚ずつ配りま
す。

２．学習者は教室内を⾃由に歩き回り、３つの質問の該当者を⾒つ

けなければなりません。例えば、カードに�Qui�aime�le�café�?�と書
かれていたら、クラスメートに�Tu�aimes�le�café�?�と質問をし、
Oui,�j�aime�le�café.�と答えた⼈の名前をカードに書きます。
３．もしカードに、Qui�n�aime�pas�le�café�?�と書かれていたら、
Non,�je�n�aime�pas�le�café.�と答えた⼈の名前を書きます。
４．3つの質問の該当者を早く⾒つけられた⼈が勝ちです。
＜所要時間：15分〜20分＞

・相⼿がどんな質問をしてくるかがわからないので、質問をよく聞

く練習になります。

・多くの⼈に当てはまらない質問がある場合、そのカードを引いた

学習者が不利になる場合があります。

Leçon 10

Qui aime ... ?



1.Qui�aime�les�chats�?�
�����(�������������������������������)
2.��Qui�n�aime�pas�la�mode�?�
�����(�������������������������������)
3.�Qui�adore�la�cuisine�coréenne�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�aime�les�séries�coréennes�?�
�����(�������������������������������)
2.��Qui�aodre�la�mode�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�n�aime�pas�les�chats�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�déteste�les�dessins�animés�?
�����(�������������������������������)
2��Qui�n�aime�pas�le�café�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�aime�les�glaces�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�adore�le�thé�japonais�?
�����(�������������������������������)
2��Qui�n�aime�pas�le�cinéma�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�aime�les�crêpes�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�adore�les�dessins�animés�?
�����(�������������������������������)
2��Qui�n�aime�pas�le�natto�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�aime�la�cuisine�anglaise�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�n�aime�pas�les�séries�coréennes�?�
�����(�������������������������������)
2.��Qui�aodre�le�natto�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�aime�les�chiens�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�aime�la�cuisine�chinoise�?�
�����(�������������������������������)
2.��Qui�déteste�le�café�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�aodre�les�chiens�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�adore�la�cuisine�française�?�
�����(�������������������������������)
2.��Qui�n�aime�pas�les�hamburgers�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�aime�le�thé�anglais�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�adore�les�hamburgers�?�
�����(�������������������������������)
2.��Qui�n�aime�pas�les�dessins�animés�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�aime�le�cinéma�français�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�adore�le�café�?�
�����(�������������������������������)
2.��Qui�n�aime�pas�les�séries�américaines��?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�aime�les�macarons�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�adore�les�séries�américaines�?�
�����(�������������������������������)
2.��Qui�n�aime�pas�trop�les�chats�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�déteste�la�mode�?�
�����(�������������������������������)

1.Qui�adore�le�chocolat�?�
�����(�������������������������������)
2.��Qui�n�aime�pas�trop�le�thé�?
�����(�����������������������������)
3.�Qui�aime�bien�le�cinéma�français�?�
�����(�������������������������������)



Leçon 11
Tu préfères A ou B ? 

１．学習者は２⼈組になります。

２．次のページの⽤紙を各ペアに配布します。

３．各ペアは⽤紙を半分に分けます。

４．各ペアは質問者と回答者に分かれます。

５．質問者は、Tu�préfères�...�?�と⾔って、⽤紙に書かれたA
かBのどちらが好きかを回答者に尋ねます。
６．回答者の答えがAなら緑、Bならピンクに進み、質問を
続けます。

７．最後に出てきた街が、回答者におすすめの街です。

８．役を交代し、同じことを⾏ないます。

・お互いの質問を事前に確認できないので、相⼿の質問をよ

く聞く練習になります。

・質問と結果に因果関係があるわけではありませんが、フラ

ンスの街を知るきっかけになります。�



Tu préfères A ou B ? 

A.  aller au restaurant 

B.  faire la cuisine

A. écouter de la musique   

B.  regarder la télé

A. dormir    B. manger 

A. le chocolat ⇒ Bayonne  

B. les crêpes ⇒ Nantes

A. faire du sport   

 B. voyager

A. la mode ⇒ Paris

B. la cuisine française ⇒ Lyon

A. les chiens

B. les chats

Tu préfères A ou B ? 

A. écouter de la musique

B. regarder la télé

A. aller sur Internet   

B. étudier

A. le café    B. le thé 

A. faire du sport ⇒ Annecy

B.  aller au restaurant 

⇒ Strasbourg 

A. dormir ⇒ chez toi ⌂
B. voyager ⇒ Nice

A. le gâteau au chocolat 

B. le natto

A. la cuisine française   

B.  la cuisine japonaise



・学習者は2⼈組になります。
・各ペアに、次のページの⽤紙で作ったカード（12枚セット）を
渡し、机に伏せておきます。

・時間が⾜りない場合やクラスの⼈数が多い場合は、各ペアに6
枚ずつのカードを渡してもよいでしょう。

・各ペアは、お客さん役（A）と駅員さん役（B）にわかれます。
・伏せてあるカードの上をめくります。P  の会話を参考に、
お客さん役はAの⽬的地の列⾞について尋ね、駅員さん役はBの時
刻について伝えます。

・会話が終わったら、役を交代し、次のカードについての会話を

します。

＜所要時間：4分〜7分＞

・カードをめくることであらかじめ時刻を確認することができな

いので、とっさに時刻を⾔う練習になります。

・教科書はしまわせて、カードだけで会話練習させると効果的で

す。

Leçon 12
列⾞のチケットを買おう



A�:�Nantes
B�:�12h24

A�:�Paris
B�:�13h05

A�:�Lyon
B�:�8h46

A�:�Dijon
B�:�10h33

A�:�Marseille
B�:�7h26

A�:�Strasbourg
B�:�9h54

A�:�Bordeaux
B�:�6h49

A�:�Tours
B�:�11h54

A�:�Rennes
B�:�14h21

A�:�Nice
B�:�15h51

A�:�Toulouse
B�:�16h45

A�:�Reims
B�:�21h10



１．学習者に４ｘ４マスのビンゴ⽤紙を1枚ずつ配布します
（あるいは、ノートに描かせてもよいでしょう）。

２．mon/ton/son�grand-père,�ma/ta/sa�grand-mère,
mon/ton/son�père,�ma/ta/sa�mère,�mes/tes/ses�parents,
mon/ton/son�frère,�ma/ta/sa�soeur�の21語のうち16語を
ビンゴ⽤紙のマスにランダムに書かせます。

３．学習者は順に好きな単語をクラス全員に聞こえるよう

に⾔います。⾔われた語を消していき、4列揃ったら勝ちで
す。

・13課は、新出単語・⽂法に⼾惑う学習者が多く⾒受けら
れます。書いて覚えるというシンプルな学習法を、ビンゴ

のマスを埋める作業で⾏なわせてしまうのがねらいです。

・記⼊したビンゴの⽤紙を眺めているうちに、所有形容詞

と名詞のセットのイメージがしやすくなります。

Leçon 13
家族の単語でビンゴ



１．学習者に、P  を参考に⾃分の家族紹介⽂を書かせます。
２．学習者を3⼈ずつのグループに分けます。
３．各グループの学習者は、それぞれ⾃分の家族紹介⽂を他のメ

ンバーに読み上げます。

４．3⼈とも読み終わったところで、１つのグループを指しま
す。指されたグループの１⼈は、右隣りの⼈の家族を紹介する⽂

を１⽂発表します。このとき、son,�sa,�ses�を使うよう促しま
す。

５．残りの２⼈も順番に右隣の家族を紹介する⽂を１⽂ずつ発表

します。

＜所要時間：10〜15分＞

・他⼈の家族を紹介すると、いつもなら使わないような⽂を⾔う

きっかけになります。

・時間が許す場合は、全学習者に発表してもらうのがよいでしょ

う。

・家族について話すことに抵抗がある学習者もいるかもしれませ

ん。家族紹介⽂は１⽂以上書ければ、学習効果は充分に得られま

す。

隣の⼈の家族を紹介



１．クラスを４〜５⼈のグループに分けます。

２．グループの中で、ウェイター役を1⼈決めさせま
す。残りの３〜４⼈はお客さん役です。

３．お客さんたちは、P69の会話に倣ってP68のメニ
ューから次々に注⽂をします。

４．ウェイター役は、全員の注⽂内容をリピートしま

す。

５．もし間違ってリピートしてしまったら、お客さん役

の⼈は、Non,�ce�n�est�pas�ça.�と⾔って訂正します。
６．正確にリピートできたら、ウェイター役を交代しま

す。

＜所要時間：7分〜10分＞

・グループごとに全員の前で発表させ、ウェイターのリ

ピートの正確さと、お客さんの訂正の的確さによるチー

ムワーク⼒で競わせてもよいでしょう。

Leçon 14
注⽂内容を確認しよう



今週末、誰と⼀緒に過ごす？

１．P70の会話を学習します。
２．学習者に、今週末、クラスの中から⼀緒に過ごす

相⼿を⾒つけなければならないことを伝えます。その

ためにまず、⾃分が今週末①することと、②したいこ

とを学習者に想像させます。

３．学習者全員を起⽴させます。

４．学習者はクラスメートに、Qu�est-ce�que�tu�fais
ce�week-end�?�と質問します。
５．質問されたら、Ce�week-end,�j�étudie�le�français
mais�je�voudrais�voyager.�などと⾔って、①と②につ
いて答えます。

６．①と②両⽅の答えが同じ⼈を最初に⾒つけたペアが

勝ちです。

＜所要時間：15分〜20分＞

・ce�week-end�の代わりに、demain,�ce�soir,
maintenant�でバリエーションをつけることもできま
す。

・クラス内の⼈間関係によっては、⾏なうのが難しいこ

ともあります。



Leçon 15

J'ai ... .
１．学習者を輪に座らせます。⼈数が多ければ7〜8⼈ほどの
グループに分けます。

２．最初の1⼈がP72の語彙から好きな単語を⼀つ選び、J�ai
….�に当てはめて⾔います。例：J�ai�du�sucre.
３．左となりの学習者も同じように好きな単語を選び、前の

⼈の選んだ単語に加えて⾔います。例：J�ai�du�sucre�et�du
beurre.
４．これを２周（時間がなければ１周）⾏ない、最後の学習

者は�mais�je�n�ai�pas�de�...�と⾔って⽂を終わらせます。例：
J�ai�du�sucre,�du�beurre,�....�mais�je�n�ai�pas�de�lait.

・グループの〇⼈⽬が、mais�je�n�ai�pas�de�...�.と⾔って⽂を
終わらせる、などのバリエーションを付けることもできま

す。その場合、次の⼈から新しい⽂をスタートさせます。

・mais�je�n�ai�pas�de...�.�の代わりに、mais�j�ai�seulement
de�...�.�と⾔って⽂を終わらせることもできます。
・J�ai�....�の代わりに、J�achète�....�で⾏なうこともできま
す。



Je fais les courses !

１．次のページの⾷材の語彙を学習者全員に配布し、⾷材の

語彙を発⾳練習します。

２．買い物に必要な表現（-�Bonjour�monsieur.�Vous�avez
...�?�-�Oui,�j�ai�...�.�/�Désolé�madame,�je�n�ai�pas�de�...�）を導
⼊・練習します。

３．クラスを半分にわけます。⼀⽅はお店グループ、他⽅は

お客グループです。

４．それぞれのグループを、さらに２〜３⼈ずつのグループ

に分けます。

５．お店グループたちは、⾷材カードに記載されたA〜Eのお
店に分かれます。もしグループが⾜りない場合は、複数のお

店を兼任します。

６．その間に、お客グループにお客⽤プロフィールカードを

１枚ずつ配ります。お客グループは配られたプロフィールカ

ードに沿って、買うものリストを作ります（5点以上）。例
えば「明⽇の朝⾷がないことに気づいた⼩学⽣ママ」なら

「オレンジジュース・パン・⽜乳・卵・バター」など。

７．お店の割り振りと、買うものリストの作成が済んだら、

買い物開始です。お客グループはお店に着いたら、冒頭で練

習した表現を使って買い物をします。お店グループは、値段

とお礼を伝えます。

９．早く買い物を終えたチームが勝ちです。



une�tomate���une�pomme���une�fraise��
�une�banane

un�concombre���une�pomme�de�terre���un�oignon���une�laitue

de�la�viande�7€12/kg�����du�poisson�8€30/kg��������du�riz��3€/�kg������de�l�eau�minérale�2€30/l

un�croissant�O€80�����une�baguette�1€14���������un�gâteau��3€40�����������
�une�glace�1€60

un�yaourt����un�oeuf����du�fromage����du�beurre���
�du�lait

de�la�salade�2€10  du�jus�d�orage�1€24� ��des�frites�2€75�� �un�hamburger�4€15

E.�le�supermarché

D.�le�resto�rapide

C.�la�boulangerie�/�la�glacerie

B.�le�marché�des�légumes�/�fruits

A.�la�crèmerie



明⽇の朝⾷がないことに気づき
焦る⼩学⽣ママ41歳

ダイエット中だけど⽢いものが
⾷べたい19歳⼥⼦⼤⽣

残業で⼩腹が空いた27歳
⼊社3年⽬の独⾝会社員⼥性

糖尿病の疑いのある4歳年上妻の
⼣飯を作る58歳男性

⼣飯まで待てない17歳
部活帰りのサッカー男⼦

⺟にカレーの具材を買うよう
頼まれた15歳中学⽣男⼦


