
CORRECTION DES EXERCICES 

 

 

Présentons-nous 
 

Exercices 

I. 1. このひとは  いしゃではありません。2. きのうは  やすみではありませんでした。3. わたしは  かんこくじんではありません。4. わたなべせんせいは  すうがくの  せんせいではありませんでした。5. スーザンさんは  ぎんこういんではありません。 
II. 1. は 2. は；の 3. は；も 4. は；も 

III. a. はっぴゃくごじゅうよん b. せんきゅうひゃくきゅうじゅうろく c. さんまんごせんななひゃく d. ごまんごせん e. はっせんひゃくよんじゅうなな  
f. さんぜんにひゃくごじゅういち g. ろっぴゃくさんじゅうよん h. ひゃくさんじゅうろくまんはっせんにひゃく i. いちおくにせんまん j. きゅうひゃくじゅう k. きゅうじゅうご l. ひゃくにじゅうなな 
IV. 1. たなかさんは  ニコラさんの  にほんごの  せんせいでした。2. わたしも  かんこくじんではありません。3. たなかさんは  45 さいです。わたしも  45 さいです。4. あのひとは  だれですか。たなかさんの  がくせいです。5. あなたは  なにじんですか。ちゅうごくじんです。  
Un peu de shopping 

 
Exercices 

I. 1.4300 えんです。にほんの  うちわです。2. 100 ユーロです。イタリアの  うわぎです。3. 12500 ユーロです。フランスの  くるまです。 

II. 1. なん 2. いくら 3. どれ 4. どこ 5. どこ 6. どれ 7. だれ 

III. 1. このてぶくろと  スカーフは  いくらですか。2. これは  えいごの  じしょと  フランスぶんがくの  ほんです。3. これは  レオさんの  かばんではありません。わたしのです。4. うえのこうえんは  どこですか。あそこです。5. すみませんが、さとうと  ミルクを  ください。 

IV. 1. わたしは  たなかです。2. 45 さいです。3. にほんじんです。4. パリです。
5. ひしょです。 

V. 1. これ 2. この 3. どの 4. あれ 5. この 6. その 7. これ；どれ 

 

Maîtrisons le temps 

 
Exercices 

I. 1. よじはんです。2. さんじごふんです。3. くじにじゅぷんまえです。4. じゅういちじじゅっぷんまえです。 

II. a. 17h25 passées  b. 9h moins 10 c. 11het demie  d. 8h moins le quart (du matin) e. 

7h48 f. 3h31 g. 2h06 h. 20h30 i. midi moins 3 j. 4h52 

III.1. yodan 2. irrégulier 3. yodan 4. ichidan 5. yodan 6. yodan 7. yodan 8. irrégulier 9. 

ichidan 10. ichidan  

IV. 1. たちます；たちません；たちました；たちませんでした 2. みがきます； みがきません；みがきました；みがきませんでした 3. うたいます；うたいません；うたいました；うたいませんでした 4. あそびます；あそびません；あそびました；あそびませんでした 5. あみます；あみません；あみました；あみませ



んでした 6. のります；のりません；のりました；のりませんでした 7. かけます；かけません；かけました；かけませんでした 8. けします；けしません； けしました；けしませんでした 9. すぎます；すぎません；すぎました；すぎませんでした 10. ぬぎます；ぬぎません；ぬぎました；ぬぎませんでした. 

V. 1. から；まで；を 2. に；に 3. から；まで 

VI. 1. げつようびのばん  バドミントンを  します。2. まいあさ  ヨーグルトと  くだものを  たべます。3. あなたは  いつ  きますか。かようびに  きます。4. ひるやすみは  12 じはんに  はじまります。1じはんに  おわります。5. まいばん レオさんは  ほんを  よみます。12 じに  ねます。 

VII. 1. 7 じに  おきます。2. 10 じに  おきます。3. 11 じ 15 ふんまえに  ねました。
4. すいようびと  きんようびに スポーツを  します。5. パンと  ジャムを  たべました。こうちゃを  のみました。 

 

Promenons-nous en famille  
Exercices 

I. a. しがつよっか b. じゅうにがつようか c. しちがつついたち d. くがつみっか 

e. にがつはつか f. さんがつじゅうさんにち g. じゅうがつにじゅうよっか h. いちがつなのか i. はちがつさんじゅうにち j. ごがつここのか 

II. a. ごがつにじゅうさんにち b. にがつじゅうごにち c. じゅうにがつじゅうよっか d. じゅういちがつにじゅうしちにち e. しがついつか f. いちがつじゅうくにち g. じゅうがつにじゅういちにち h. さんがつふつか i. はちがつとおか j. しちがつむいか 

III. 1. は；に；を 2. は；で；で；を 3. は；に；を 4. の；の；は；から；まで  

5. には；の；で ; の；へ 

IV. 1. なにか；なにも 2. どこかへ 3. なにか 4. だれか 

V. 1. じゅうにがつに  ひこうきで  くにへ  かえります。2. きのうのばん、ニコラさんは  ひとりで  このレストランで  ばんごはんを  食べました。3. まいにちバスで  としょかんへ  いきます。フランスごと  えいごのほんを  かります。 

4. とうきょうで  なにか  かいましたか。はい、おとうとに  キャノンのカメラを  かいました。5. きのう  デパートへ  いきました。なにも  かいませんでした。
6. (とうきょう)みつびしぎんこうは  どちらですか。あちらです。 

VI. 1. くがついつかです。2. じゅうにがつにじゅうごにちです。3. スーパーでします。4. にほんへ  いきました。ともだちと  いきました。5. とけいを  あげます。6. フランスです。 

 

Servons-nous des adjectifs 
 

Exercices 

I. 1. おいしくないです 2. しんせつではありません 3. じょうぶではありません  

4. ゆうめいではありませんでした 5. あまりかわいくないです 6. さむくなかったです。 

II. 1. おおきいびじゅつかんです。2. これは  おもしろいほんです。3. かれは  ハンサムなおとこのこです。4. むずかしいフランスごの  しけんです。5. あれはにぎやかなまちです。6. これは  おそいうまです。 

III. 1. このさっかは  ゆうめいです。2. このきょうかいは  ふるかったです。 



3. このはなしは  ながくありません。4. あのひとは  うるさいです。5. そのひとは  げんきではありません。6. このおしろは  すばらしいです。 

IV. 1. きょうは  あまりあつくないです。2. すもうのりきしは  とてもハンサムです。3. こうとうがっこうで  けいざいや  れきしや  ほうりつなどを  べんきょうしました。4. フランスで  おいしいにほんレストランは  たいへん  めずらしいです。5. わたしの  かいしゃは  えきまで  とおいですから、タクシーに  のります。 

V. 1. おもしろいです。2. あかるいひとです。3. くもりです。4. おおきいです。 
 

Situons-nous dans l’espace  
 

Exercices 

I. 1. います 2. います 3. あります 4. あります 5. いました 

II. 1. に；が 2. は；が 3. は；に 4. は；は 5. に；が 

III. 1. ソファーの  うえに  います。2. テレビの  そばに  あります。3. はなや  くだものや  ほんなどがあります。4. はい、テレビの  うえに  あります。5. りんごが  あります。 

IV. 1. ぎんこうは  こうばんと  デパートの  あいだに  あります。2. ブラームスの  おんがくが  すきですか。3. たなかさんは  うたは  じょうずですが、しゃみせんは  じょうずです。4. すいれんの  はの  うえに  かえるが  いました。5. おしいれの  なかに  たなかさんの  せびろや  ネクタイなどが  あります。 

V. 1. はい、わかります。2. りょうりが  じょうずです。スキーが  へたです。 

3. SF しょうせつが  すきです。4. スー パーと  パンやが  あります。5. くもがこわいです。 
 

Un peu de détente… 
 

Exercices 

I. 1. ぐらい 2. ごろ 3. ぐらい 4. ぐらい 5. ぐらい 6. ごろ 

II. 1. にかげつ 2. ごねんかん 3. いちじかん 4. みっか 5. にじゅっぷん 6. さんしゅうかん 

III. 1. しましょう 2. のぼりましょう 3. とまりましょう 

IV. 1. もう  パンを  かいに  いきましたか。いいえ、まだです。2. むらさきしきぶは  げんじものがたりを  1000 ねんごろに  かきました。3. あした  オランダへいきます。ぎんこうへ  おかねを  もう  かえに  いきました。4. ぞうの  たいじゅうは  5 トンぐらい  あります。5. いちがつに  ストーンズの  コンサートが  あります。いっしょに  いきません か。はい、いきましょう。 

V. 1. はい、もう  べんきょうしました。2. さんじゅっぷんぐらい  かかります。
3. いちじかんぐらい  べんきょうします。4. しちじはんごろ  たべます。5. もりへ  さんぽに  いきます。 

 

Décrivons-nous 
 

Exercices 

I. 1. ぶんがくぶの  がくせいに 2. じょうずに 3. すずしく 4. ねむく 5. しずかに  

6. てんのうに 

II. 1. ゆうびんきょくは  えきよりちかいです。2. わたしの  フィアンセは  ブラッド・ピットより  ハンサムです。 



3. きつねは  からすより  ずるいです。4. インドりょうりは  にほんりょうりより  からいです。5. フェーラリは  トヨタより  たかいです。6. あかいばらは  きいろいばらより  きれいです。 

III. 1. ざっしは  しんぶんほど  おもしろくないです。2. セーヌがわは  ロワールがわほど  ながくないです。3. ふねは  ひこうきほど  べんりではありません。 

4. フランスの  そらは  アフリカの  そらほど  あおくないです。5. きょねん、あんずは  ももほど  あまくありませんでした。6. エッフェルとうは  とうきょうタワーほど  たかくないです。 

IV. 1. クラスで  だれが  いちばん  せが  たかいですか。2. なんようびが  いちばん  いそがしいですか。3. なにが  いちばん  おいしいですか。4. どこが  いちばん  ゆうめいですか。5. どれが/どのげんごが  いちばん  かんたんですか。 

V. 1. レオさんのくるまは  わたしと  おなじじです。2. はんじゅくたまごは  めだまやきより  おいしいです。3. にほんで  いちばん  ゆうめいな  かんとくは  だれですか。4. さむくなりましたから、かれは  びょうきに  なりました。5. さかなと  にくと  どちらが  やすいですか。 

VI. 1. おちゃの  ほうが  すきです。2. さかもとりゅういちが  いちばん  すきです。3. きょうかいが  いちばん  ゆうめいです。4. にほんごが  いちばん  むずかしいです。5. えいがが  いちばん  すきです。 
 

Exprimons nos envies 
 

Exercices 

I. 1. ふたり 2. ななだい 3. さんびき 4. きゅうまい 5. いっぱい；にはい 6. ろっこ；さんぼん 7. じゅっそく 8. はっとう 9. ごさつ 10. じゅっぱ 

II. 1. けんぶつしたいです 2. ほしいです 3. のみたくないです 4. でたがっています 5. かいたがっています 6. よみたいです 7. いきたくありません；やすみたいです 8. はいりたがっています 9. ほしがっています 10. したいです 

III. 1. うんてんしながら 2. ふきながら 3. のみながら 4. つくりながら 5. しながら 6. はなしながら 7. あるきながら 8. みながら 9. さんぽしながら 10. たべながら 

IV. 1. レオさんは  らいねん  ロンドンに  ほうりつを  べんきょうしに  いきたがっています。2. あかちゃんを  ゆすりながら、こもりうたを  うたいます。3. きのうの  ばん、おとうとは  なきながら、うちに  かえりました。4. サーカスでは  2 とうの  ひとこぶらくだや  3 にんの  ピエロを  みました。5. きょうは  たいへん  あついです。つめたいのみものが  ほしいです。 

V. 1. くるまが  いちばん  ほしいです。2. ふたり  います。3. はい、ねこが  いっぴき  います。4. きんかくじを  みたいです。5. テレビを  みます。 

 

A table ! 
 

Exercices 

I. 1. のって 2. ハンサムで 3. して；して 4. ちいさくて 5. いって；して 6. やすくて 7. きれいで 

II. 1. やせてから 2. かえってから 3. してから 4. さんぽしてから 5. たべてから 

III. 1. ないたり；ねむったりします 2. したり；あるきまわったりします 3. たべたり；あそんだり します 4. あんだり；よんだり；ねたりします 5. のんだり；たべたりします 



IV. 1. レストランで  しょくじの  あと、コーヒーを  のんでから、ウェートレスと  うたを  うたいはじめました。2. ポーカーは  かったり、まけたりします。 

3. このれんしゅうを  してから、54 ページを  よんでください。4. このレストランは  おいしくて、やすいです。はいりましょう。5. レアさんの  おこさんは  かわいくて、ぎょうぎが  いいです。6. そつぎょうしてから  1 ねんかん  アフリカに  がっこうと  むりょうしんりょうしょを  たてに  いくつもりです。7. ふねで  せかいいっしゅうを  するつもりです。 

V. 1. バーに  いきます。2. マルチニークへ  いくつもりです。3. あかるくて、しんせつな  ひとです。4. きれいな  ドレス  をきて、きんの  ネックレスを  します。5. ケーキを  たべて、シャンペンを  のんで、プレゼントを  もらいます。 

 

Habillons-nous ! 
 

Exercices 

I. 1. はたらいています 2. しんじています 3. すいこんでいます 4. ひっこしています 5. とおっています 6. ぬいでいます 7. いっています 8. しています 9. まっています 10. かんがえています 

II. 1. おばあさんは  めがねをかけて、イヤリングをして、ようふくを  きて、スリッパを  はいています。2. おとこの  ひとは  やきゅうぼうしを  かぶって、Tシャツを  きて、うんどうぎを  きています。3. おんなの  ひとは  ネクレスと  ベルトを  して、T シャツを  きて、ハイヒールを  はいています。4. おとこの  ひとは  ベルトを  して、ジーズを  はいて、T シャツを  きています。 

III. 1. こどもたちは  サッカーをしています。2. ゆきが  ふっています。3. おおじいさんと  おばあさんは  ベンチに  すわって、はなしています。4. でんきがついています。5. ひとは  タクシーを  まっています。 

IV. 1. やすんでも 2. まずくても 3. きたなくても 4. すきでも 5. はしっても 

V. 1. たなかさんの  じゅうしょを  しっていますか。いいえ、じゅうしょは  しりませんが、でんわばんごうは  しっていま す。2. たなかさんは  じむしょに  いません。ちかくの  レストランで  ひるごはんを  たべています。3. このいぬは  ほえても、かみつきません。4. きょう、トマさんは  はなもようの  パンツを  はきています。5. にほんごは  むずかしくても  ならおうと  おもいます。 

VI. 1. くろいズボンを  はいて、むらさきの  セーターを  きています。2. いいえ、けっこんしていません。3. ぎんこうに  つとめています。4. パリに  すんでいます。5. せびろを  きて、ちょうネクタイを  します。 

 

Quel temps de chien !  
 

Exercices 

I. 1. えらぶ；えらばない；えらんだ；えらばなかった 2. ある；ない；あった；なかった 3. さむい；さむくない；さむかった；さむくなかった 4. しずかだ；しずかではない；しずかだった；しずかではなかった 5. いい；よくない；よかった；よくなかった 6. くる；こない；きた；こなかった.7. おしえる；おしえない；おしえた；おしえなかった 8. いう；いわない；いった；いわなかった  

9. まつ；またない；まった；またなかった 10. のむ；のまない；のんだ；のまなかった 



II. 1. あそんでいる 2. する 3. した 4. あびなかった 5. まちだ ; あまりしずかではない 6. よまなかった 7. おいしい ; あまりやすくない 8. いたい；帰る 9. いった；けんぶつした 10. つくった 11. だいすきだ 12. とまっている 

III. 1. きれいなので 2. フランスじんなのに 3. ぬすんだので 4. おもしろいので  

5. たべないのに 6. かえらないので 7. おかねもちなのに 8. たべるのに 9. いいので 10. のんだのに 

IV. 1. ひとは  おこっているので、まいにち  とおりで  デモを  します。2. ぞうのきばは  ぞうげなので、みつりょうしゃは  ぞうを  ころします。3. あたらしい  くるまを  かいたいので、ちょきんを  します。4. つまが  びゅきなので、たなかさんは  しんぱいして、うちに  はやく  かえります。5. あめが  ふっているのに、レオさんは  テニスを  して、かぜを  ひきました。6. あぶないので、このかざんに  ちかづいてはいけません。7. どうして  このこは  ないているんですか。ころんで、ひざを いためたからです。8. スパイスりょうりしか  たべないのに、いが  ぜんぜん  いたくないです。 

V. 1. さんぽに  いきます。2. けいこさんと  けっこんしました。3. せかいを  いっしゅうします。4. きたい  ふくを  きています。5. ジョギングを  します。 

VI. 1. すてないほうが  いいです 2. はいらないほう  がいいです 3. いれないほうが  いいです 4. あらったほうが  いいです 5. のまないほうが  いいです 6. たべないほうが  いいです 7. きたほうが  いいで す 

 

Quoi de neuf, docteur ? 
 

Exercices 

I. 1. レオさんは  おかあさんに  パイロットに  なると  いいます。2. おばあさんは  おじいさんに  そとにさむいから  あたたかいふくを  きるように  いいます。
3. たなかさんが  パーティーに  こなかったと  いいま した。4. たなかさんは  ちかてつに  のったほうが  いいと  いいます。5. わたしは  ともだちに  きのう  あめが  ふったのに  きのこがりを  したのかと  ききました。 

II. 1. はいるまえに 2. うんてんするまえに 3. のるまえに 4. ねるまえに 5. いくまえに 

III. 1. つけたあとで 2. みたあとで 3. かいたあとで 4. しょうどくしたあとで       

5. とったあとで 

IV. 1. かれが  さらを  ふいているあいだに 2. かれが  でんわを  かけているあいだに 3. かれが  しんぶんを  よんでいるあいだに 4. かれが  ねているあいだに  

5. かれが  テレビを  みているあいだに 

V. 1. ひこうきに  のったことがあります。2. せんすいを  したことがあります。
3. うまに  のったことがあります。4. やまに  のぼったことが  あります。5. ウィンド・サーフィンを  したことが  あります。 

VI. 1. かれは  わたしに  こんばん  ひまかと  ききました。2. デートに  いくまえに  シャワーを  あびて、けしょうをします。3. ばんごはんを  たべたあとで    ディスコに  ダンスに  いきました。4. わたしたちは  ダンスを  しているあいだに、わたしは  はなが  かゆかったです。5. でかけるまえに  キスをしました。 

 

 

 

 



Vive les loisirs ! 

 

Exercices 

I. 1. そうがんきょうは  とおくを  みるものです。2. めがねは  よく  みるもので す。 3. はさみは  かみを  きるものです。4. カメラは  しゃしんを  とるもので す。 5. せんたくきは  ふくを  あらうきかいです。 
II. 1. ゆうびんきょく 2. えき 3. ぎんこう 4. レストラン 5. びょういん 
III. 1. これは  みちこさんが  つくったケーキです。2. 4 さいと  6 さいの  こどもたち は  ぶらんこで  あそびます。3. なおこさんは  よよぎこうえんの  ちかくに  ある デパートで  はたらいています。4. ことし  わたしは  ワルシャワから  きたせん せいに  ポーランダごを  ならいはじめました。5. わたしは  りょうしんが  けっこんしたきょうかいを  けんぶつします。6. ぜんぜん  おもしろくないほんを  よみました。 

IV. 1. フライで  つるの/ことは  むずかしいです。2. じてんしゃで  さかみちを  のぼること/のは  むずかしいです。3. しゃしんを  とること/のは  たのしい です。 

4. にほんへ  いくことは  うれしいです。5. イタリアごを  ならうこと/のは  やさし いです。6. かんじを  かくことのは  むずかしいです。7. ともだちと  トランプを  することのが  すきです。8. かいがんを  あるくことのは  たのしいです。
9. ふねに  のることのが  こわいです。10. がっこうの  しょくどうで  ひるごはんを  たべるこ とのが  きらいです。 

V. 1. かれが  うちに  かえるのは  3 じです。2. きこえるのは  とりの  こえです。 

3. みんなが  まっているのは  でんしゃです。4. きのう  レオさんが  おったのは  あしです。5. わたしが  きいているのが  にほんの  おんがくです。6. あそこに  み えるのは  かわです。7. わすれたのは  たなかさんの  でんわばんごうです。 

8. きこえるのは  エンジンの  おとです。9. いま  みているのは  「となりの  トト ロ」というアニメーションです。10. みちこさんが  よんでいるのは  みやべ  みゆ きの  さいきんの  しょうせつです。 

VI. 1. すなを  すあしで  あるくことが  すきです。2. でんきを  けすことを  わすれ ました。まってください。3. うしは  よく  でんしゃが  とおるのを  みます。 

4. きのう  おこったじしんは  マグニチュード 7 でした。5. きんようびの  ばん  しゃちょうが  ひらくレセプションに  おくれないことが  じゅうようです。 

VII. 1. えを  かくことです。2. はしることが  きらいです。3. ひとまえで  しゃべる ことです。4. いけです。5. おもしろいしょうせつを  よむことが  すきです。 

 

Pouvons-nous ? Devons-nous ? 
 

Exercices 

I. 1. かけなければなりません 2. だまらなければなりません 3. よばなければなり ません 4. つけなければなりません 5. まもらなければなりません 
II. 1. はしってはいけません 2. はなしてはいけません 3. のまなければなりま せん  
4. うんてんしてはいけません 5. ねなければなりません 6. すってはいけません  
7. たべてはいけません 



III. 1. あけてもいいです 2. しなくてもいいです 3. つくらなくてもいいです 4. やす んでもいいです 5. あそんでもいいです 
IV. 1. ここは  くるまを  とめないでください 2. えの  しゃしんを  とらないでく ださい 3. かべに  かかないでください 4. おんなのこに  くちぶえを  ふかないで ください 
V. 1. デパートでは  トラーベラーズ・チェックで  おかねを  はらってもいいで す。2. ふでで  かんじを  かかなくてもいいです。フェルトペンが  いいです。 

3. さけを  のんでから  うんてんしてはいけません。 4. かんたんではなくても  にほん では  はしで  ごはんを  たべなければなりません。 

 

 Le verbe dans tous ses états 
 

Exercices 

I. 1. あけてあります 2. きれています 3. こわれています 4. おいてあります  

5. はってあります 6. たててあります 7. ならんでいます 

II. 1. しておきます 2. たべてしまった 3. よんでみました 4. わすれてしまって  

5. してみたいです 6. よんでおきます 7. おくっていきます 8. ふとってきます 

III. 1. けさかいものに  いきましたが  パンを  わすれてしまいました。2. くるまで  まっていてください。クロワッサンを  かってきます。3. にほんの  ともだちに  メールを  おくってみましたが  とどくかどうかわかりません。4. そらが  だんだん  くもってきて、かみなりが  なりました。5. まだ  さむいですから  セーターを  つけておきます。 

IV. 1. おもしろいしょうせつを  もっていきます。2. くつしたと  みずぎが  いれて あります。3. すしと  なっとうを  たべてみました。4. きれいなふくを  き て、 けしょうしておくます。5. えが  はってあります。 

 

Lorsque nous …. 
 

Exercices 

I. 1. 18 さいのとき 2. するとき 3. ゆううつなとき 4. いたいとき 5. きれいなとき 

6. いくとく 7. うれしいとき 8. さむいとき 9. がくせいのとき 10. よむとき 

II. 1. たたむとき 2. おわるとき 3. やむとき 4. あけるとき 5. たべるとき 6. はいる とき 

III. 1. なったら 2. ためたら 3. やめたら 4. ないたら 5. けっこんしたら 6. うけたら 

IV. 1. とき 2. いったら 3. と 4. のんだら 5. と 6. とき 7. と 8. かえったとき 9. と  

10. おわったら 

V. 1. こうちゃを  のみます。2. ほんを  よみます。3. チョコレートを  たべま す。4. パーティーを  します。5. 「キャンディーキャンディー」というまんがを  みまし た。 

VI. 1. だんろに  ひが  ついているときは  てを  ちかづけないほうが  いいです。 

2. まどを  あけると  とつぜん  はちのむれが  へやに  はいってきました。 

3. きょねん  とうきょうに  いったとき、ぎんざの  ちかくに  あるほうせきてん



で  しんじゅを  かいました。4. かみなりが  なると  こどもたちは  こわがります。5. あまどを  あけると  おんがくが  きこえました。 

 

Si nous étions riches… 
 

Exercices 

I. 1. われば 2. いれなければ 3. よければ 4. たべれば 5. いけば 6. かえば 

II. 1. のると 2. おくると 3. いれると 4. おすと 5. ききと 6. なると 

III. 1. かったら 2. はなしたら 3. だったら 4. いたら 5. いたかったら 6. あったら 

IV. 1. かぶらないと 2. でせば 3. したら 4. かけば 5. いたかったら 6. のむと 7. つけ なけらば 8. あったら 9. のると 10. おりこうなら 11. ばらなら 12. おんなのこなら 

V. 1. きたのたけしに  あったら  サインを  たのみます。2. バスが  ふべんだったら  タクシーで  きてください。3. みついすみともぎんこうまで  いってみぎへ  まがる と  でんわボックスが  あります。 

 

Voyageons !  
 

Exercices 

I. 1. しずかでしょう / しずかかもしれません 2. たかいでしょう / たかいかもしれ ません 3. びょうきでしょう / びょうきかもしれません 4. できるでしょう / でき るかもしれません 5. けっこんしているでしょう / けっこんしているかもしれませ ん 

II. 1. そうじできる 2. あびることが  できる / あびられる 3. いれることが  できる / いれられる 4. えらぶことが  できる / えらべる 5. ふくことが  できる / ふける 6. すわることが  できる / すわれる 7. やすむことが  できる / やすめる 8. かうことが  できる / かえる 9. とかすことが  できる / とかせる 10. まつことが  できる / まてる 

III. 1. にほんごや  えいごが  はなせます / にほんごや  えいごを  はなすことが  できます 2. ふえを  ふくことが  できます / ふえが  ふけます 3. ゴルフが  できます 4. すうがくが  できません。5. UFO が  しゅうりできます。 

IV. 1. のぼることが  できません / のぼれません 2. うんてんすることが  できません / うんてんできません 3. ひくことが  できます / ひけます 4. さわることが  できます / さわれます 5. もちあげることが  できます / もちあげられます 

V. 1. たべることが  できません 2. はなせます 3. よめません 4. のぼることが  でき ます 5. うたうことが  できます 6. およげます 7. あむことが  できます 8. うつこと が  できます 9. あるけません 10. かけます 

VI. 1. ことしの  なつで、いちばんの  あついひかもしれません。2. らいねん  しご とで  ロンドンに  いくでしょう。3. パリで  ズロチに  ユーロを  かえることが  で きますか。4. このひとは  ハンバーガーを  10 こ  のみこむことが  できます。5. ゆびぶえを  ふくことが  できます。 

 

 

 



Plaisir d’offrir 
 

Exercices 

I. 1. しょうかいして  あげました 2. かして  あげました 3. よんで  あげました  

4. つくって  あげます 5. して  あげます 

II. 1. たすけて  くれました 2. つれていってくれました 3. しょうかいして  くれ ました 4. つくって  くれました 5. かした  くれました 

III. 1. となりのひとに  えきへ  つれていって  もらいました。 2. さかなやさんに  さけを  ひときれ  きって  もらいます。3. たなかさんに  くるまを  しゅうりして  もらいます。4. はいしゃに  ますいを  かけて  もらいます。5. おにいさんは  おもいに もつを  もって  もらいました。 

IV. 1. あげます 2. もらいました 3. あげます 4. くれます 5. もらいます 6. あげ ます 7. くれます 8. もらいます 9. もらいます 10. あげます 11. もらいます 

V. 1. つくって  あげます 2. えらんで  くれます 3. たすけて  あげます 4. やいて  くれます 5. かって  もらいます / かって  あげます 6. もってきて  もらいます  

7. つれて  くれます 8. かいて  あげます 9. だして  もらいます 10. おくって  くれ ます 11. かして  もらいました 12. つれていって  くれました 

VI. 1. となりのひとが  ヴァカンスに  でかけるので  ねこの  さわを  して  あげま す。2. たんじょうびに  おとうとに  まんがを  かって  あげました。3. へやの  かべを  ぬるので  ともだちに  てつだって  もらいました。4. ラジオを  きいていた ともだちの  トムさんが  5 キロさきの  じどうしゃじこを  しらせて  くれました。 5. レオさんは  かんさつで  どろぼうの  モンタージュしゃしんさくせいに  きょうりょくして  あげました。6. いつひっこすよていですか。 

 

Chouette le passif ! 
 

Exercices 

I. 1. のびられる 2. みつけられる 3. じゅんびされる 4. はこばれる 5. とがせる  

6. さがされる 7. ふられる 8. しりあわれる 9. あまれる 10. こられる 

II. 1. せんたくものが  ほされました。 2. おおきいりきしが  ちいさいりきしに  まか されました。 3. こどもが  いぬに  かみつかれました。 4. りゅうじさんは  あの ひとに  なぐられました。 

III. 1. わたしは  そぼに  そだてられました。 2. オリンピックたいかいが  おこなわれ ます。 3. うしは  あぶに  さされます。 4. わたしは  りょうしんに  あいされています。5. ぼんおどりたいかいが  おこなわれます。 6. おとうとは  よっぱらいに  なぐられま した。 7. あたらしいビルが  たてられました。 8. ことりは  そのねこに  ころされまし た。 9. 「ゆきぐに」というしょうせつは  かわばたによって  かかれました。 10. ニコ ラさんは  このゆうめいな  いしゃに  しゅ じゅつされました。 

IV. 1. しゅっぱんしたところです。 2. たべてしまったところです。 3. はいているとこ ろです。 4. かいたところです。 5. でかけるところです。 

V. 1. やったとおりに 2. りょうりの  ほんの  とおりに 3. せつめいしたとおりに  

4. いったとおりに 5. かいてあるとおりに 



VI. 1. ほうりゅうじは  607 ねん  しょうとくたいしによって  ならに  たてられまし た。 2. 「キャンディーキャンディー」というまんがは  80 ねんだいに  せかいしゅうの  わかものに  みられました。3. ていししんごうを  むししたので  わたしは  けいさつかんに  よばれて  ばっきんを  はらいました。4. にほんけんぽ うは  1946 ねんに  アメリカぐんの  せんりょうの  とき  かかれました。 5. ねつが  たかいので  わたしは  いしゃに  ちゅうしゃを  されました。 

 

Le stress de l’examen 
 

Exercices 

I. 1. ひかせる 2. こさせる 3. おきさせる 4. たたせる 5. のらせる 6. かわせる 7. すわ らせる 8. とかさせる 9. あそばせる 10. あませる 

II. 1. せんせいは  せいとたちに  うたを  うたわせる。2. たけしは  いもうとを  よく  なかせる。3. かんごふは  おばあさんに  くすりを  のませる。 4. あのひとは  じぶんの  うちを  たてさせる。 5. ちちは  わたしに  くるまを  あらわせる。 

III. 1. かぎは  つくえの  うえに  おいたままです。2. テレビは  ついたまま です。3. パジャマを  きたままそとに  でます。4. くつを  はいたままねます。 

IV. 1. なまけものの  がくせいは  こいびとに  ワープロで  レポートを  うたせま す。2. おばあさんは  なおみさんに  じゃがいもの  かわを  むかせます。3. たなか さんは  にわしに  かきねを  かりこませました。4. せんせいは  せいとに  ほんを  よませます。5. ははは  こどもに  ぬかるみを  あるかせます。6. しゃちょうは  たなかさんを  らいげつ  オスロへ  いかせます。7. おとうさんは  こどもを  およが せます。8. おかあさんは  こどもに  おいしいまめを  えらばさせ ます。9. ワインを  つくるために  ぶどうを  はっこうさせます。10. おかあさんは  むすめに  ピアノを  れんしゅうさせます。 

V. 1. せいとに  どんなれんしゅうを  させますか。まず  まいあさ  1 じかん  はしら せます。2. ルールを  しらなくても  ともだちに  やきゅうを  やらせました。
3. ぐあいが  わるいので  おっとに  せんたくと  アイロンがけを  させました。4. かみ を  きりおわってから  びようしは  きゃくに  かがみを  みせました。 

5. ソファーに  おきゃくさんを  すわらせました。 

 

On dirait du poisson frais 
 

Exercices 

I. 1. このライオンは  どうもうそうです。2. このケーキは  おいしそうです。 

3. あのせんせいは  こわそうです。4. おじいさんは  ねむそうです。5. このスボンは  おおきそうです。 

II. 1. なったそうです 2. つかまったそうです 3. いないそうです 4. いいそうです  

5. ふんかするそうです 

III. 1. いるようです 2. うまれたようです 3. しずんでいるようです 4. きびしいよう です 5. いるようです 

IV.1. このかしゅは  きたのたけしの  ように  ゆうめいです。2. ジョン・ドラヴォル タの  ように  ダンスが  じょうずです。3. ひょうの  ように  みどりいろの  



めを  し ています。4. こおりの  ように  つめたいです。5. トマトの  ように  あかくなりま す。 

V. 1. ふべんらしいです 2. えいがらしいです 3. こないらしいです 4. いるらしいで す 5. やすみらしいです 

VI. 1. しらゆきひめは  こくたんの  ように  まっくろな  かみと  ゆきの  ように  まっしろな  はだを  していました。2. あつさのため、くらげが  ちちゅうかいに  あらわれました。3. なんねんか  あとに  おおきな  じしんが  おこるそうです。4. レオさんは  ここに  もう  すんでいないらしいです。5. いちごは  むかしより  おいしくないようです。 

 

 Soyons respectueux 
 

Exercices 

I. 1. いらっしますか 2. くださいました 3. めしあがります 4. ごぞんじですか 5. ど ちらへ  いらっしゃいますか 6. なさいます 7. ごらんになります 

II. 1. みます 2. たべました 3. きますか / いきますか 4. しましたか 5. なんと  いいま したか 6. のみます 7. さんぽします 

III. 1. かいます 2. じょうずです 3. ききます 4. あいます 5. かいます 6. よみます 

IV. 1. ごちゅういください 2. おつかいください 3. おかけください 4. おとまりくだ さい 5. おかけください 

V. 1. おかえりに  なりました 2. どちらへ  おいでに  なりますか 3. おまちに  なりま した 4. おかくに  なりました 5. どちらで  このレストランを  おかいに  なりました か 6. おつかいに  なりますか 7. おかけに  なります 

VI. 1. ごりょうしんは  かぶきを  ごらんに  なったことが  ありますか。2. むすめ さんは  「ほたるの  はか」というアニメーションを  ごぞんじですか。3. ともだち の  おくさんは  クラリネットを  えんそうなさいます。4. どうぞ  このおいしい ケーキを  めしあがってください。5. たなかさんの  むすこさんは  アメリカで  えいがを  べんきょうなさいました。 

 

Restons modestes 
 

Exercices 

I. 1. おります 2. まいりました 3. さしあげました 4. しつれいいたしました 5. いた だきました 6. あなたの  おはなしを  うかがいましょう 7. まっておりました 

8. まい りました 9. あなたが  ごしゅつえんになるばんぐみは  いつも  はいけんしています 

II. 1. いいます 2. いきます 3. みました 4. ききました 5. たべます 6. あります 7. もら いました 8. いいました 9. のみません 10. しました 

III. 1. のちほど  ファックスを  おおくりします 2. おゆずりします 3. おあいしまし た 4. おまもりします 5. おまちします 

IV. 1. だします 2. いのります 3. みせますよ 4. つくります 5. よびますか 

V. 1. くろさわさんに  ねこの  しゃしんを  おみせしました。2. きのう  フィアンセ の  りょうしんを  ごしょうたいしました。3. しゅじんは  キャノンで  はたらいて おります。まいとし  にほんへ  まいります。4. こどもは  がくせいです。



いま  べんきょうで  ロンドンに  おります。5. わたしは  おとうさまを  よく  ぞんじてい ます。 

 

 

 


