
Les expressions
もちろん et もっと

1) もちろん

● Cette expression signifie : bien sûr
● On l’utilise de la manière suivante :

● Forme polie :

はい、もちろんです。

ええ、もちろんです。
Oui bien sûr.

● Forme familière :

うん、もちろん。
Oui bien sûr.

● Pour dire “non” (familier) : ううん

● L’expression もちろん se place le plus souvent au début de la phrase.

もちろん...
Bien sûr…

● Exemple :

Bien sûr il fait chaud.

もちろんあついです。

John est un joueur de basket donc bien sûr il est grand.
ジョンさんは、バスケットせんしゅうなのでもちろんせが高いです。

ジョンさんは、バスケットせんしゅうなのでもちろんせがたかいです。

A - かんこく料理はからいですか？
かんこくりょうりはからいですか？

La cuisine coréenne est-elle épicée ?



B - ええ、もちろんからいですよ。よくコチュジャンをつかいますから！
Oui bien sûr (que) c’est piquant. Car on utilise souvent le kochujan.

A - 好きな食べ物はなんですか？
すきなたべものはなんですか？

Quelle est votre nourriture favorite ?

B - もちろんすしです。
Bien sûr ce sont les sushi.

________

A - 好きな飲み物はなんですか？
すきなのみものはなんですか？

Quelle est votre boisson favorite ?

B - もちろんあおじるです。
Bien sûr c’est le jus d’herbe de blé.

Le matin je me lève tôt, et bien sûr en premier, je me brosse les dents.
Ensuite, je prends ma douche.

朝は早くおきて、もちろんさいしょに、はをみがきます。それか

ら、シャワーをあびます。
あさははやくおきて、もちろんさいしょに、はをみがきます。それから、シャワーをあびます。

● Au lieu de さいしょに, on peut utiliser まず ouはじめに. En effet, ils sont
interchangeables.

2) もっと

● Cette expression signifie : plus / encore plus
● On peut l’utiliser avec un verbe, un adjectif ou un adverbe.



● Avec un verbe :

Manger plus

もっと食べる

Dormir plus

もっとねる

Faire plus de shopping

もっと買い物をする
もっとかいものをする

● ⚠ Ne pas confondre avec たくさん, qui s’utilise aussi avec des verbes mais signifie
“beaucoup”. Par exemple :

たくさん食べる
Manger beaucoup

● Exemples avec もっと+ verbes :

J’aimerai parler plus le japonais.

日本語がもっと話したいです。
にほんごがもっとはなしたいです。



Mémorisons (apprenons) plus de kanji.

漢字をもっとおぼえましょう。
かんじをもっとおぼえましょう。

A - 今日はすごい雨ですね。
きょうはすごいあめですね。

La pluie aujourd’hui est impressionnante.

B - そうですね。でも昨日はもっとふりましたよ。
そうですね。でもきのうはもっとふりましたよ。

Oui c’est vrai. Mais hier il a plu encore plus !

Ouvrez plus la fenêtre.

まどをもっと開けてください。
まどをもっとあけてください。

A - Wah, c’est une très belle pierre ! Est-ce que je peux (la) regarder plus ?

おお、とてもきれいな石ですね！もっと見てもいいですか？
おお、とてもきれいないしですね！もっとみてもいいですか？

B - Oui bien sûr

はい、もちろんです。

● Avec un adjectif :

Plus grand(e)

もっと大きい
もっとおおきい

Plus froid(e)

もっとさむい

Plus neuf(ve)

もっと新しい
もっとあたらしい



● ⚠ Ne pas confondre avec とても, qui s’utilise aussi avec des adjectifs mais signifie
“très”. Par exemple :

Très grand(e)

とても大きい
とてもおおきい

● Exemples avec もっと + adjectif :

L’année prochaine je louerai un appartement plus lumineux.

来年はもっと明るいアパートをかります。
らいねんはもっとあかるいアパートをかります。

A - けんじさんはつよいですね！
M. Kenji est fort n’est-ce pas ?

B - そうですね。でも、やまとさんはもっとつよいですよ。
去年のチャンピオンでしたから！

そうですね。でも、やまとさんはもっとつよいですよ。きょねんのチャンピオンでしたから！

Oui c’est vrai. Mais M. Yamato est encore plus fort. Car c’était le champion de l’an dernier !

もっといい
Meilleur(e)

(= plus / encore plus bon)

J’ai envie de devenir une meilleure personne.

もっといい人になりたいです。

Avez-vous une table plus petite ?

もっと小さいテーブルはありますか？
もっとちいさいテーブルはありますか？



Allons dans un pays plus libre.

もっとじゆうな国へ行きましょう。
もっとじゆうなくにへいきましょう。

● Avec un adverbe :

Venez plus vite / venez plus tôt.

もっと早く来てください。
もっとはやくきてください。

“Faites plus pas cher.” = Baissez le prix.

もっと安くしてください。
もっとやすくしてください。

“Faites plus de calme.” = Faites moins de bruit.

もっと静かにしてください。
もっとしずかにしてください。

● Synthèse :


