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赤い下敷きをかぶせれば仏単語が、緑の下敷きをかぶせれば和訳が消え
ます。暗記に活用してください。
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—本書は下記の手助けがなければ存在し得なかった—
本書の組版には、LATEX2e （日本語版）を利用した。原稿作成の際には
TEXShop を、それに先立つデータ処理には PERLを活用した。
LATEX2e の機能拡張に用いたパッケージについては、一つ一つ名前をあ
げることもできないが、babelにはぜひとも言及しておきたい。このパッ
ケージがなければ、フランス語と日本語の混在には、絶望的な手作業を強
いられたに違いない。
これらの優れたフリーウェア・フリーフォントの開発および日本語化に携
われた全ての人々に感謝する。

なお、データ校正に関しては、2004年度前期　「フランス語表現法 A」を
履修した和歌山大学教育学部の学生たち（ニックネーム）、Kitano Aya、
もんちゃん、あやぴ、にっしー、みやごん、かおりんの協力を得た。とは
いえ、もちろん、内容に関する責任は、すべて、作成者の小栗栖にある。
誤りを見つけたら、下記まで連絡されたい。
ogurisu@center.wakayama-u.ac.jp

また、本書の最新版ならびに、本書のデータに基づく単語暗記ソフトが、
下記でダウンロードできる。
http://www.eonet.ne.jp/˜ogurisu/
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本書の構成について
以下の語彙集は、拙著『フランス語初級文法』内で用いた全単語（およそ 350
語）に 300語余りの単語・連語を増補して作り上げたものです。ただし、文法に
関わる単語、たとえば、冠詞や人称代名詞などは、収録されていません。非常に基
本的な前置詞である deとàや動詞の活用形も同様です。一方で、きわめて使用頻
度が高いと思われる熟語（d’accordなど）は、独立した見出し語として収録しま
した。また、反意語や類語には、見出し語にない語も若干あります。さらに、同じ
単語が異なった意味で複数回収録されている場合もあります。これは、単語をア
ルファベ順だけではなく、テーマ別にも収録した都合によるものです。第一章と
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第二章は同じ単語を、並び順だけを変えて、収録してあります。どちらから覚え
始めても構いません。

単語の覚え方
単語の暗記は語学の基本です。通学電車の中など、暗記する場所と時間を決め

て、20分ほどの暗記作業を習慣化すると効果的です。綴りを見て、発音と意味を
思い浮かべる。意味を見て、発音を思い浮かべる、という作業をします。継続が
大きな意味をもつ、この作業のコツは、いかに飽きないようにするか、いかに辛さ
を軽減するかにあります。
次の点に注意しましょう。
– 欲張りすぎず、楽しすぎず：三～四日間でマスターできる（覚えられていない
単語が数個になる）くらいの数を覚えるのが一番効果的です。最初のうちは覚
える数を増減させて、自分の能力にあった単語数を見つけると良いでしょう。

– 書いて覚えようとしないこと：綴りを正確に覚えるのは最終段階です。綴り
を眺めて、正しく発音ができ、意味が思い浮かべば、最初は十分です。発音と
意味が完璧に頭に入ってからであれば、綴りは簡単に覚えられます。

– 忘れる事は良いことだ：一発で覚えられる単語もありますが、多くの単語は
「覚える⇒ 忘れる」のサイクルを何度も繰り返すことで記憶に定着します。
忘れるのを恐れてはいけません。最初に覚えて、3 週間ほど経過した頃に復
習すると効果的なようです。

– 他の参考書やテキストも読もう：覚えた単語に出くわすと、うれしいだけで
なく、記憶の定着度も増します。

– 完璧主義は捨てること：覚えにくい単語というのはあるものです。それにこ
だわりすぎて、やる気を失うことがないようにしましょう。

– 継続は力なり：毎日 20分ほどの暗記を続ければ、数年で、5-6000語を覚え
ることも不可能ではありません。単語の暗記は、記憶力の増進と自分にあっ
た記憶術という、人生の宝を身につける絶好の機会だということも十分に意
識してください。

本書は「初心者向け」です。第一章と第二章を何回か行き来して、7-9 割が暗
記できたなら、本書は卒業して、新しい単語集を使いましょう。今度は 1500 語
前後の「初級者向け」単語集が良いでしょう。実は、現在、『フランス語基本単語
集 — 初級者向け —』を作成中です。私の作成作業が早いでしょうか。皆さんの
暗記作業が早いでしょうか。お互いに頑張ろうではありませんか。
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第 1章

アルファベ順

1.1 A

(1) À bientôt !
[間投詞] また近いうちに（別れ
際に）

(2) à cause de [熟語]～が原因で・～のせいで

(3) à côté de [熟語]～の側に・～の横に

(4) À demain ! [間投詞]また明日（別れ際に）

(5) à droite
[熟語]右側に・右へ　―――　⇔
à gauche

(6) à gauche
[熟語]左側に・左へ　―――　⇔
à droite

(7) à la fin de [熟語]～の終わりに

(8) À tout à l’heure !
[間投詞] また後で・では後ほど
（後で合流する際に）

(9) accident [名詞・男性]事故

(10) accord
[名詞・男性]一致・同意　―――　
⇒ d’accord



6 フランス語基本単語集

(11) acheter [動詞]買う

(12) adresse [名詞・女性]住所

(13) âge [名詞・男性]年齢

(14) aider [動詞]助ける

(15) aimer [動詞]愛する

(16) ainsi [副詞]このように・こんな風に

(17) air
[名詞・男性]空気・風　―――　⇒
avoir l’air de

(18) aller
[動詞] 行く　―――　（助動詞：
être）

(19) aller au cinéma [熟語]映画を見に行く

(20) allô [間投詞]もしもし

(21) alors [副詞]その時・すると

(22) ami [名詞・男性]男友達

(23) amie [名詞・女性]女友達

(24) amour [名詞・男性]愛・愛情

(25) an [名詞・男性]年・年間・～歳

(26) ancien

[形容詞] 古い・昔の・古代の　
―――　女性単数形：ancienne ;

⇔ nouveau

(27) année [名詞・女性]年（年月の）

(28) août
[名詞・男性] 八月　―――　 en

août (八月に)

(29) appeler
[動詞] 呼ぶ　―――　 s’appeler

で「名前は～である」
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(30) apporter [動詞]持ってくる

(31) apprendre [動詞]学ぶ・教える

(32) après
[前置詞] ～の後で［時間の表現
とともに］　―――　 ⇔ avant

(33) après [副詞]後で

(34) après-midi [名詞・男性]午後

(35) arbre [名詞・男性]木

(36) argent [名詞・男性]お金

(37) arrêter

[動詞] 止まらせる・止める　
―――　 s’arrêter で「立ち止ま

る」

(38) arriver

[動詞] 到着する　―――　 arri-

ver à で「～に到着する」/（助動

詞：être

(39) assez de [熟語]十分な

(40) attendre [動詞]待つ

(41) attention [名詞・女性]注意

(42) au bord de
[熟語] ～のほとりで・～のそば
に

(43) au bout de [熟語]～の果てに・～を経て

(44) Au revoir [間投詞]さようなら

(45) aucun
[形容詞] [ne とともに] 　いかな
る～も～ない

(46) aujourd’hui [副詞]今日

(47) aussi [副詞]同様に・同じくらい
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(48) autant [副詞]同じくらい・同程度に

(49) automne
[名詞・男性] 秋　―――　 en au-

tomne（秋に）

(50) autour de [熟語]～の周りに・～の近くに

(51) autre
[形容詞]他の・ほかの　―――　
⇔ même

(52) avant
[前置詞]～の前に・～までに［時
間の表現とともに］

(53) avant que
[接続詞]～［接続法］する前に　
―――　 ⇔ après que

(54) avec
[前置詞] ～と一緒に・～を用い
て

(55) Avec plaisir !
[間投詞] 喜んで（誘いや申し出
に対して）

(56) avion [名詞・男性]飛行機

(57) avril
[名詞・男性] 四月　―――　 en

avril (四月に)

1.2 B

(58) bas
[形容詞] 低い　―――　女性単数
形：basse ; ⇔ haut

(59) beau

[形容詞] 美しい　―――　男性複
数 beaux (bel), 女性単数 belle ;

⇔ laid

(60) beaucoup [副詞]大いに

(61) beaucoup de [熟語]多くの
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(62) besoin
[名詞・男性]必要・欲求　―――　
⇒ avoir besoin de

(63) avoir besoin de [熟語]～が必要だ

(64) beurre [名詞・男性]バター

(65) bicyclette
[名詞・女性] 自転車　―――　=

vélo

(66) bien que [接続詞]～［接続法］なのに

(67) bientôt [副詞]すぐに

(68) billet [名詞・男性]紙幣・切符

(69) blanc
[名詞・男性／形容詞] 白（い）　
―――　女性単数形：blanche

(70) bleu
[名詞・男性／形容詞] 青（い）　
―――　 bleus, bleue, bleues

(71) boire [動詞]飲む

(72) bois [名詞・男性]木材

(73) bois [名詞・男性]森

(74) bon
[形容詞] 良い　―――　女性単数
bonne ; ⇔ mauvais

(75) Bon voyage ! [間投詞]良いご旅行を

(76) Bonjour !
[間投詞] 今日は・おはようござ
います

(77) Bonsoir ! [間投詞]今晩は

(78) bouche [名詞・女性]口

(79) bras [名詞・男性]腕

(80) bruit [名詞・男性]音・物音
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(81) bureau [名詞・男性]事務所・会社

(82) bureau [名詞・男性]机

(83) bus [名詞・男性]バス

1.3 C

(84) cacher [動詞]隠す

(85) café [名詞・男性]コーヒー

(86) café [名詞・男性]喫茶店

(87) campagne [名詞]田舎

(88) capitale [名詞]首都

(89) cause
[名詞・女性]原因・動機　―――　
⇒ à cause de ; ⇔ effet (結果)

(90) ce matin [連語]今朝（に）

(91) ce mois [連語]今月（に）

(92) ce soir [連語]今晩（に）

(93) certain
[形容詞]確実な・確かな［名詞の
後で］

(94) cet après-midi [連語]今日の午後（に）

(95) cette année [連語]今年（に）

(96) cette nuit [連語]今夜（に）

(97) cette semaine [連語]今週（に）

(98) chaise [名詞・女性]いす

(99) chambre [名詞・女性]寝室
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(100) champs [名詞・男性複数]野原

(101) chance [名詞・女性]幸運

(102) changer [動詞]変える

(103) chanson [名詞・女性]歌

(104) chanter [動詞]歌う

(105) chaque [形容詞]それぞれの・各自の

(106) chaque jour [連語]毎日

(107) avoir chaud
[熟語]暑い（主観的に感じる際）

(108) chaud
[形容詞] 暑い・熱い　―――　
avoir froidで「寒い」;⇔ chaud

(109) chemin [名詞・男性]道・経路

(110) chemin de fer [熟語]鉄道

(111) cher
[形容詞]親愛なる（名詞の前で）
　―――　 chère

(112) cher
[形容詞]高価な（名詞の後で）　
―――　 chère

(113) chercher [動詞]探す

(114) cheveu
[名詞・男性] 髪　―――　複数形：
cheveux

(115) chez [前置詞]～の家で・～の家に

(116) la Chine [名詞・女性]中国

(117) choisir [動詞]選ぶ

(118) chose [名詞・女性]もの・こと

(119) cinéma [名詞・男性]映画・映画館
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(120) cinq [数詞] 5

(121) cinquième [序数詞] 5 番目の

(122) clair [形容詞]明るい

(123) clair [形容詞]明晰な

(124) classe [名詞・女性]クラス・授業

(125) combien [疑問副詞]どのくらい

(126) combien de
[疑問副詞]いくつの・どのくらい
の量の

(127) comme [接続詞]～のように・～なので

(128) commencer
[動詞]始める　―――　— à + (不

定法)

(129) comment [疑問副詞]どのように

(130) comprendre [動詞]理解する

(131) conduire [動詞]案内する

(132) conduire [動詞]自動車を）運転する

(133) confiture [名詞・女性]ジャム

(134) connaı̂tre [動詞]知っている

(135) content [形容詞]満足な

(136) continuer
[動詞] 続ける・～し続ける　
―――　— à + (不定法)

(137) la Corée [名詞・女性]韓国

(138) côté [名詞・男性]側・脇腹・側面

(139) coucher
[動詞] 寝かせる　―――　 se

coucher で「寝る」

(140) couleur [名詞・女性]色



フランス語基本単語集 13

(141) couper [動詞]切る

(142) cour [名詞・女性]中庭

(143) cour [名詞・女性]法廷

(144) courage [名詞・男性]勇気

(145) courir [動詞]走る

(146) courses

[名詞・女性複数] （女）買い物　
―――　 faire des courses で

「買い物をする」

(147) court [形容詞]短い　―――　 ⇔ long

(148) coûter [動詞]値段が～である

(149) crayon [名詞・男性]鉛筆

(150) croire [動詞]思う・信じる

(151) cuisine
[名詞・女性] 料理　―――　 faire

la cuisine で「料理をする」

(152) curieux
[形容詞] 奇妙な・興味深い　
―――　女性単数形：curieuse

1.4 D

(153) d’abord [熟語]まず・第一に・最初に

(154) D’accord [間投詞]了解・OK

(155) d’habitude [熟語]普段は・いつもは

(156) d’où [疑問副詞]どこから

(157) dame [名詞・女性]婦人・レディ

(158) dans [前置詞]～後に
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(159) danser [動詞]踊る・ダンスする

(160) date [名詞・女性]日付

(161) date de naissance [名詞・女性]誕生日

(162) avoir de la peine [熟語]苦労する・苦心する

(163) debout
[副詞] 立って・立ち上がった状
態で

(164) décembre
[名詞・男性]十二月　―――　 en

décembre (十二月に)

(165) décider [動詞]決める

(166) dehors [副詞]外で・外に

(167) déjà
[副詞] すでに　―――　 ⇔ en-

core

(168) déjeuner [名詞・男性]昼食

(169) demain [副詞]明日

(170) demander [動詞]尋ねる・求める

(171) demi
[名詞・男性/女性]半分（の）　―――
　 une demie

(172) demi-heure [名詞・女性]半時間

(173) depuis [前置詞]～以来

(174) depuis quand [疑問副詞]いつから

(175) dernier
[形 容 詞] 最 後 の　 ――― 　
dernière ; ⇔ premier

(176) derrière [前置詞]～の背後に

(177) descendre
[動詞]降りる　―――　（助動詞：
être）
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(178) deux [数詞] 2

(179) deuxième [序数詞] 2 番目の

(180) devant [前置詞]～の前で

(181) devenir
[動詞] なる　―――　（助動詞：
être）

(182) devoir [動詞]しなければならない

(183) différent [形容詞]異なった・違う

(184) difficile
[形容詞] 難しい　―――　女性単
数 difficile ; ⇔ facile

(185) dimanche [名詞・男性]日曜日

(186) dı̂ner [名詞・男性]夕食

(187) dire [動詞]言う

(188) dix [数詞] 10

(189) dix-huit [数詞] 18

(190) dix-huitième [序数詞] 18 番目の

(191) dix-neuf [数詞] 19

(192) dix-neuvième [序数詞] 19 番目の

(193) dix-sept [数詞] 17

(194) dix-septième [序数詞] 17 番目の

(195) dixième [序数詞] 10 番目の

(196) doigt [名詞・男性]指

(197) donner
[動詞] 与える　―――　 donner

∼ à . . . で「～を . . . に与える」

(198) dormir [動詞]眠る
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(199) dos [名詞・男性]背中

(200) douche [名詞・女性]シャワー

(201) doux

[形容詞]甘い・優しい　―――　
男性複数形：doux；女性単数形：

douce ; ⇔ amère (苦い)

(202) douze [数詞] 12

(203) douzième [序数詞] 12 番目の

(204) droit
[形容詞] 右の・まっすぐな　
―――　 ⇔ gauche

(205) droite
[名詞・女性]右・右側　―――　⇔
gauche

1.5 E

(206) eau [名詞・女性]水

(207) école [名詞・女性]学校

(208) écouter [動詞]聞く

(209) écrire [動詞]書く・手紙を書く

(210) église [名詞・女性]教会

(211) en face de [熟語]～の向かいに

(212) encore [副詞]まだ　―――　 ⇔ déjà

(213) enfant

[名詞・男性/女性] 子供　―――　
子供が男でも女でも、綴りは変わ

らない。

(214) enfin [副詞]最後に・ついに
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(215) ensemble [副詞]一緒に

(216) ensuite [副詞]それから・次に

(217) entendre [動詞]聞く

(218) entre
[前置詞]～の間に［ものともの・
人と人］

(219) entrer
[動詞] 入る　―――　（助動詞：
être）

(220) envie
[名詞・女性]欲求・羨望　―――　
⇒ avoir envie de

(221) avoir envie de [熟語]～したい

(222) envoyer [動詞]送る

(223) espérer [動詞]望む

(224) essayer [動詞]試す

(225) et [接続詞]そして・～と～

(226) les États-Unis [名詞・男性]アメリカ

(227) été
[名詞・男性] 夏　―――　 en été

（夏に）

(228) étoile [名詞・女性]星

(229) étranger
[形容詞] 外国人の・外国の　
―――　étrangère

(230) être sûr de [熟語]～について確信がある

(231) étudiant [名詞・男性]男子学生

(232) étudiante [名詞・女性]女子学生

(233) étudier [動詞]学ぶ・勉強する

(234) euro [名詞・男性]ユーロ
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(235) examen [名詞・男性]試験

(236) Excusez-moi.
[間投詞] すみません・失礼です
が（人に声をかける時に）

(237) expliquer [動詞]説明する

1.6 F

(238) facile
[形容詞] 易しい・簡単な　―――
　女性単数 facile ; ⇔ difficile

(239) avoir faim [熟語]空腹である

(240) faim
[名詞・男性] 空腹　―――　 ⇒
avoir faim

(241) faire
[動詞]する・作る・させる［使役
表現］

(242) faire le tour de [熟語]～を一回りする

(243) famille [名詞・女性]家族・家庭

(244) fatigué [形容詞]疲れた

(245) faute [名詞・女性]間違い・過失

(246) femme [名詞・女性]女性

(247) femme [名詞・女性]妻

(248) fenêtre [名詞・女性]窓

(249) fermer [動詞]閉める

(250) fête [名詞・女性]祭り・祭日

(251) feu [名詞・男性]信号

(252) feu [名詞・男性]火
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(253) février
[名詞・男性] 二月　―――　 en

février (二月に)

(254) fille [名詞・女性]娘

(255) fille [名詞・女性]少女

(256) fils [名詞・男性]息子

(257) fin
[名詞・女性] 終わり　―――　 ⇒
à la fin de ; ⇔ début

(258) fini [形容詞]終わった

(259) finir
[動詞] 終える　―――　— de +

(不定法)

(260) fleur [名詞・女性]花

(261) fois [名詞・女性]回・度

(262) fond [名詞・男性]底・奥

(263) fort [形容詞]強い　―――　 ⇔ faible

(264) frais
[形容詞] 冷たい　―――　男性単
数形：frais；女性複数形：fraı̂che

(265) frais
[形容詞] 新鮮な　―――　男性単
数形：frais；女性複数形：fraı̂che

(266) franc
[名詞・男性]フラン（フランスの
旧通貨）

(267) Français [名詞・男性]フランス人（男性）

(268) français
[形容詞] フランスの・フランス
人の

(269) le français
[名詞・男性] フランス語　―――
　国語名には通常定冠詞がつく
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(270) Française [名詞・女性]フランス人（女性）

(271) la France [名詞・女性]フランス

(272) frapper [動詞]叩く・ノックする

(273) frère [名詞・男性]兄弟

(274) avoir froid
[熟語]寒い（主観的に感じる際）

(275) froid
[形容詞]寒い・冷たい　―――　
avoir chaudで「暑い」;⇔ froid

(276) fromage [名詞・男性]チーズ

1.7 G

(277) gagner [動詞]稼ぐ

(278) garçon [名詞・男性]少年

(279) gare [名詞・男性]駅

(280) gâteau
[名詞・男性] ケーキ　―――　
gâteaux

(281) gauche
[名詞・女性]左・左側　―――　⇔
droite

(282) gauche
[形容詞] 左の・不器用な　―――
　 ⇔ droit

(283) gens [名詞・男性]人々［複数］

(284) gentil
[形容詞] 親切な　―――　女性単
数 gentille ; ⇔ méchant
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(285) grand
[形容詞]大きな　―――　 ⇔ pe-

tit

(286) gros
[形容詞] 太い　―――　男性複数
gros ; 女性形 grosse ; ⇔ fin

(287) guerre
[名詞・女性] 戦争　―――　 ⇔
paix (女性名詞：平和)

1.8 H

(288) habiter
[動詞] 住む　―――　 habiter à

で「～（地域）に住む」

(289) habitude
[名詞・女性]習慣・癖　―――　⇒
d’habitude

(290) haut [形容詞]高い　―――　 ⇔ bas

(291) heure [名詞・女性]時刻・～時

(292) heureux

[形容詞] 幸福な　―――　男性
複数 heureux, 女性単数 heu-

reuse ; ⇔ malheureux

(293) hier [副詞]昨日

(294) histoire [名詞・女性]歴史・物語

(295) hiver
[名詞・男性]冬　―――　 en hiver

(冬に）

(296) homme [名詞・男性]男の人

(297) hôtel [名詞・男性]ホテル

(298) huile [名詞・女性]油

(299) huit [数詞] 8
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(300) huitième [序数詞] 8 番目の

1.9 I

(301) ici [副詞]ここに

(302) idée [名詞・女性]アイデア・思想

(303) il arrive
[熟語]～が起こる［非人称表現］
　―――　 < arriver

(304) Il fait beau. [熟語]天気がよい

(305) Il fait chaud. [熟語]気温が高い・暑い

(306) Il fait froid. [熟語]気温が低い・寒い

(307) il faut
[熟語] ～する必要がある［非人
称表現］　―――　 < falloir

(308) Il neige.
[熟語]雪が降る［非人称表現］　
―――　 < neiger

(309) Il pleut.
[熟語]雨が降る［非人称表現］　
―――　 < pleuvoir

(310) il reste
[熟語] ～が残っている［非人称
表現］　―――　 < rester

(311) il y a [前置詞]～前に

(312) il y a [熟語]～がある

(313) important [形容詞]重要な

(314) impossible [形容詞]ありえない

(315) intéressant [形容詞]おもしろい
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1.10 J

(316) jamais
[副詞] [neとともに]決して～な
い

(317) jambe [名詞・女性]脚

(318) janvier
[名詞・男性] 一月　―――　 en

janvier (一月に)

(319) le Japon [名詞・男性]日本

(320) japonais [名詞・男性]日本の・日本人の

(321) Japonais [形容詞]日本人（男性）

(322) le japonais
[名詞・男性]日本語　―――　国語
名には通常定冠詞がつく

(323) Japonaise [名詞・女性]日本人（女性）

(324) jardin [名詞・男性]公園・庭

(325) jaune [名詞・男性／形容詞]黄色（い）

(326) Je vous en prie. [間投詞]どういたしまして

(327) jeter [動詞]投げる

(328) jeudi [名詞・男性]木曜日

(329) jeune [形容詞]若い　―――　 ⇔ vieux

(330) joli
[形容詞] きれいな　―――　 ⇔
laid

(331) jouer
[動詞] 遊ぶ　―――　 jouer au

tennis で「テニスをする」

(332) jour [名詞・男性]日

(333) journal [名詞・男性]新聞・日記
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(334) juillet
[名詞・男性] 七月　―――　 en

juillet (七月に)

(335) juin
[名詞・男性] 六月　―――　 en

juin (六月に)

(336) jusqu’à
[前置詞]～まで［場所・時間の表
現と］　―――　⇔ à partir de

(337) juste [副詞]ちょうど

1.11 L

(338) avoir l’air
[熟語] ～のように見える（後に
形容詞が続く）

(339) l’Angleterre [名詞・女性]イングランド

(340) l’un à l’autre
[熟語] 一方が他方に　―――　
l’une à l’autre

(341) l’un l’autre
[熟語] 一方が他方を　―――　
l’une l’autre

(342) là [副詞]そこに・そこで

(343) laisser
[動詞] 放置する・するがままに
させておく［放任表現］

(344) large
[形容詞] 幅の広い　―――　 ⇔
étroit

(345) laver
[動詞] 洗う　―――　 se laver

les mains で「手を洗う」

(346) leçon [名詞・女性]レッスン・授業
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(347) léger
[形容詞] 軽い　―――　女性単数
形：légère ; ⇔ lourd

(348) lentement [副詞]遅く　―――　 ⇔ vite

(349) lettre [名詞・女性]手紙

(350) libre [形容詞]暇な

(351) libre [形容詞]自由な

(352) lire [動詞]読む

(353) lit [名詞・男性]ベッド

(354) livre [名詞・男性]本

(355) loin [副詞]隔たって・離れて

(356) loin de
[熟語] ～から離れて・～から隔
たって

(357) long [形容詞]長い　―――　 ⇔ court

(358) longtemps [副詞]長い間

(359) lourd [形容詞]重い　―――　 ⇔ léger

(360) lundi [名詞・男性]月曜日

(361) lune
[名詞・女性]月（天体の）　―――
　 la Lune（天体として）

(362) lunettes [名詞・女性複数]眼鏡

1.12 M

(363) Madame
[間投詞] マダム（既婚女性への
呼びかけ）
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(364) Mademoiselle
[間投詞] マドモワゼル（未婚女
性への呼びかけ）

(365) mai
[名詞・男性] 五月　―――　 en

mai (五月に)

(366) main [名詞・女性]手

(367) maintenant [副詞]今・現在

(368) mais [接続詞]しかし・けれども

(369) maison [名詞・女性]家

(370) mal [副詞]悪く・ひどく

(371) mal
[名詞・男性]痛み・悪・害　―――
　 ⇒ avoir mal

(372) avoir mal à [熟語]～が痛い

(373) malade
[形容詞] 病気の　―――　女性単
数 malade ; ⇔ sain

(374) malheureux

[形容詞] 不幸な　―――　男性複
数 malheureux, 女性単数 mal-

heureuse ; ⇔ heureux

(375) manger [動詞]食べる

(376) manquer

[動詞]～（主語）が欠けている・
～（直接目的）を逃す／しくじ
る

(377) marcher [動詞]歩く

(378) mardi [名詞・男性]火曜日

(379) mari [名詞・男性]夫

(380) mars
[名詞・男性] 三月　―――　 en

mars (三月に)
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(381) matin [名詞・男性]朝

(382) mauvais
[形容詞] 悪い　―――　男性複数
mauvais ; ⇔ bon

(383) médecin [名詞・男性]医者

(384) meilleur [形容詞]より良い

(385) même

[形容詞]同じ［定冠詞をつけて、
名詞の前に置く］　―――　 ⇔
autre

(386) mer [名詞・女性]海

(387) merci [間投詞]ありがとうございます

(388) mercredi [名詞・男性]水曜日

(389) mère [名詞・女性]母

(390) mettre [動詞]置く

(391) mettre [動詞]身につける

(392) midi
[名詞・男性]正午　―――　（冠詞
はつかないことが多い）

(393) minuit
[名詞・男性] 午前０時　―――　
（冠詞はつかないことが多い）

(394) minute [名詞・女性]分（時間の単位）

(395) mois [名詞・男性]月（年月の）

(396) moment [名詞・男性]瞬間

(397) monde [名詞・男性]世界

(398) Monsieur
[間投詞] ムッシュー（男性への
呼びかけ）

(399) montagne [名詞・女性]山
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(400) monter
[動詞]乗る・上る・登る　―――
　（助動詞：être）

(401) montre [名詞・女性]腕時計

(402) montrer

[動詞] 見せる　―――　 mon-

trer ∼ à . . . で「～を . . . に見せ

る」

(403) mort
[動詞・過去分詞] mourir（死ぬ）
　―――　（助動詞：être）

(404) mot [名詞・男性]単語

(405) moto [名詞・女性]バイク

(406) mouvement [名詞・男性]動き・運動

(407) moyen [名詞・男性]方法

(408) mur [名詞・男性]壁

(409) musique [名詞・女性]音楽

1.13 N

(410) naturel [形容詞]当然な・自然な

(411) né
[動詞・過去分詞] naı̂tre（生まれ
る）　―――　（助動詞：être）

(412) nécessaire [形容詞]必要な

(413) neuf [数詞] 9

(414) neuvième [序数詞] 9 番目の

(415) ni
[接続詞] ～でもなければ～でも
ない
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(416) noir [名詞・男性／形容詞]黒（い）

(417) nom [名詞・男性]名前

(418) non [副詞]否定の返答に先立つ副詞

(419) nouveau

[形容詞] 新しい　―――　男性複
数 nouveaux (nouvel), 女性単

数 nouvelle ; ⇔ vieux, ancien

(420) nouvelle [名詞・女性]ニュース

(421) novembre
[名詞・男性]十一月　―――　 en

novembre (十一月に)

(422) nuit [名詞・女性]夜

(423) numéro [名詞・男性]番号

(424) numéro de téléphone [名詞・男性]電話番号

1.14 O

(425) octobre
[名詞・男性]十月　―――　 en oc-

tobre (十月に)

(426) œil [名詞・男性]片目

(427) offrir [動詞]贈る・提供する

(428) onze [数詞] 11

(429) onzième [序数詞] 11 番目の

(430) ou [接続詞]あるいは・～か～

(431) où [疑問副詞]どこに・どこで

(432) oublier [動詞]忘れる

(433) oui [副詞]肯定の返答に先立つ副詞
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(434) ouvrir [動詞]開く

1.15 P

(435) pain [名詞・男性]パン

(436) papier
[名詞・男性] 紙（不可算）・書類
（多く複数形）

(437) par
[前置詞] ～によって・～を通っ
て

(438) paraı̂tre
[動詞] ～のように見える［属詞
をとる］

(439) parce que [接続詞]なぜなら～だから

(440) pardon
[間投詞] ごめんなさい・すみま
せん

(441) pareil [形容詞]似た・同様の

(442) parents [名詞・男性複数]両親

(443) parler

[動詞]話す　―――　 parler àで

「～に話しかける」　 parler deで

「～について話す」

(444) partie
[名詞・女性]部分　―――　⇔ en-

tier (全体)

(445) partir
[動詞] 出発する・出かける　
―――　（助動詞：être）

(446) partout [副詞]どこにでも

(447) pas [名詞・男性]歩（一歩、二歩の）

(448) passeport [名詞・男性]パスポート
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(449) passer [動詞]渡す

(450) passer [動詞]過ごす

(451) pauvre
[形容詞] 貧乏な　―――　女性単
数 pauvre ⇔ riche

(452) payer [動詞]払う

(453) pays [名詞・男性]国

(454) peine
[名詞・女性]苦労・苦痛　―――　
⇒ avoir de la peine

(455) pendant
[前置詞] ～の間［時間の表現と
ともに］

(456) penser
[動詞] 考える　―――　 penser

à で「～のことを考える」

(457) perdre [動詞]失う

(458) père [名詞・男性]父

(459) personne [名詞・女性]人物・人

(460) petit
[形容詞] 小さな　―――　 ⇔
grand

(461) petit-déjeuner [名詞・男性]朝食

(462) peu [副詞]ほとんど～ない

(463) peur
[名詞・女性]恐怖・恐れ　―――　
⇒ avoir peur

(464) avoir peur que [熟語]～［接続法］を恐れる

(465) peut-être [副詞]たぶん・かも知れない

(466) pied [名詞・男性]足

(467) place [名詞・女性]場所・広場
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(468) plaire
[動詞] ～（主語）が～（間接目
的）の気に入る

(469) plaisir
[名詞・男性]喜び・快楽　―――　
⇒ avec plaisir

(470) plein
[形容詞] 満たされた・いっぱい
の

(471) plein de [熟語]～に満ちた

(472) pleurer [動詞]泣く

(473) plutôt [副詞]むしろ

(474) porte [名詞・女性]ドア

(475) porter [動詞]身につけている

(476) porter [動詞]運ぶ

(477) poser [動詞]置く

(478) possible [形容詞]可能な・あり得る

(479) poste [名詞・女性]郵便局

(480) pour [前置詞]～のために

(481) pour que [接続詞]～［接続法］するために

(482) pourquoi [疑問副詞]なぜ

(483) pousser [動詞]押す　―――　 ⇔ tirer

(484) pouvoir [動詞]～できる・可能である

(485) préférer [動詞]～の方を好む

(486) premier
[序 数 詞] 1 番目の　―――　
première

(487) premier
[形 容 詞] 最 初 の　 ――― 　
première ; ⇔ dernier
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(488) prendre [動詞]とる

(489) préparer [動詞]準備する

(490) près de [熟語]～の近くに

(491) présenter [動詞]紹介する・見せる

(492) printemps
[名詞・男性]春　―――　 au prin-

temps （春に）

(493) prix [名詞・男性]値段

(494) prochain [形容詞]次の

(495) professeur [名詞・男性]先生

(496) profond [形容詞]深い

(497) propre
[形容詞] 清潔な　―――　 ⇔
sale

(498) public
[形容詞] 公共の　―――　女性単
数形：publique

(499) puis [副詞]それから・次に

1.16 Q

(500) quand [接続詞]～の時に

(501) quand [疑問副詞]いつ

(502) quatorze [数詞] 14

(503) quatorzième [序数詞] 14 番目の

(504) quatre [数詞] 4

(505) quatrième [序数詞] 4 番目の
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(506) quelqu’un [名詞]誰か

(507) quelque chose [名詞]何か

(508) quelques [形容詞]いくつかの

(509) question [名詞・女性]質問

(510) quinze [数詞] 15

(511) quinzième [序数詞] 15 番目の

(512) quitter

[動詞] 離れる　―――　 quitter

Paris で「パリを離れる」（他動詞

であることに注意）

1.17 R

(513) raconter [動詞]物語る

(514) avoir raison [熟語]正しい・言う通りである

(515) raison
[名詞・女性]理性・理由　―――　
⇒ avoir raison

(516) recevoir [動詞]受け取る

(517) regarder [動詞]見る

(518) rencontrer [動詞]出会う

(519) rendre [動詞]返す

(520) rentrer
[動詞] 帰る　―――　（助動詞：
être

(521) répondre [動詞]答える

(522) ressembler
[動詞] ～（間接目的）に似てい
る
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(523) restaurant [名詞・男性]レストラン

(524) rester
[動詞]留まる　―――　（助動詞：
être）

(525) retourner
[動詞] 引き返す・戻る・帰って
行く　―――　（助動詞：être）

(526) réussir
[動詞]成功する　―――　— à +

(不定法)

(527) revenir
[動詞]帰ってくる　―――　（助
動詞：être）

(528) revue [名詞・女性]雑誌

(529) riche
[形容詞] 金持ちの　―――　女性
単数 riche ; ⇔ pauvre

(530) rien
[形容詞] [neとともに］～も～な
い

(531) rire [動詞]笑う

(532) robe [名詞・女性]ドレス

(533) rouge [名詞・男性／形容詞]赤（い）

(534) route [名詞・女性]道路

(535) rue [名詞・女性]通り・街

1.18 S

(536) s’il vous plaı̂t
[間投詞] おねがいします（英語
の please）

(537) sac [名詞・男性]袋・バッグ

(538) saison [名詞・女性]季節
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(539) salle
[名詞・女性]部屋（用途の決まっ
た）

(540) salle à manger [熟語]食堂

(541) salle de bain [熟語]浴室

(542) samedi [名詞・男性]土曜日

(543) sans [前置詞]～なしで

(544) savoir [動詞]できる・知っている

(545) sec
[形容詞] 乾いた　―――　女性単
数形：sèche ; ⇔ humide

(546) second
[序数詞] 2 番目の　―――　発音
注意

(547) seize [数詞] 16

(548) seizième [序数詞] 16 番目の

(549) semaine [名詞・女性]週

(550) sembler [動詞]～（属詞）に見える

(551) sentir [動詞]感じる

(552) sept [数詞] 7

(553) septembre
[名詞・男性] 九月　―――　 en

septembre (九月に)

(554) septième [序数詞] 7 番目の

(555) sérieux
[形 容 詞] まじめな　―――　
sérieuse

(556) service [名詞・男性]手助け・奉仕・給仕

(557) servir [動詞]役立つ・給仕する
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(558) seul
[形容詞]唯一の・たった一人の・
たった一つの

(559) seulement [副詞]～だけ・ただ～だけ

(560) si
[副詞] 否定疑問文に対する、肯
定の返答に先立つ副詞

(561) simple
[形容詞] 単純な・簡単な　―――
　 ⇔ compliqué

(562) six [数詞] 6

(563) sixième [序数詞] 6 番目の

(564) sœur [名詞・女性]姉妹

(565) avoir soif [熟語]喉が渇いている

(566) soif
[名詞・男性] のどの渇き　―――
　 ⇒ avoir soif

(567) soir [名詞・男性]夕方・晩

(568) soleil
[名詞・男性]太陽　―――　 le So-

leil （天体として）

(569) somme [名詞・女性]金額

(570) sorte [名詞・女性]種類

(571) sortir
[動詞]外出する・出る　―――　
（助動詞：être）

(572) sous
[前置詞] ～の下に　―――　 ⇔
sur

(573) souvent [副詞]しばしば

(574) suivre [動詞]後に続く・ついて行く
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(575) sur
[前置詞] ～の上に　―――　 ⇔
sous

(576) sûr [形容詞]確かな・確信のある

(577) surtout [副詞]何よりも・とりわけ

1.19 T

(578) table [名詞・女性]テーブル

(579) tant [副詞]それほどまでに・非常に

(580) tard
[副詞] 遅れて・遅い時刻に　
―――　 ⇔ tôt

(581) taxi [名詞・男性]タクシー

(582) téléphoner [動詞]電話する

(583) temps [名詞・男性]時間

(584) tenir [動詞]手に持つ

(585) tennis [名詞・男性]テニス

(586) terre
[名詞・女性]大地・地球　―――　
la Terre（天体として）

(587) tête [名詞・女性]頭

(588) thé [名詞・男性]茶

(589) timbre [名詞・男性]切手

(590) tirer
[動詞]引く・引っ張る　―――　
⇔ pousser

(591) toilettes [名詞・女性複数]トイレ
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(592) tomber
[動詞]落ちる・倒れる　―――　
（助動詞：être）

(593) tôt [副詞]早く・早い時刻に

(594) toucher à [熟語]～に触る

(595) toujours [副詞]いつも

(596) tour [名詞・女性]塔・タワー

(597) tour [名詞・男性]一周

(598) tourner [動詞]回る・道を曲がる

(599) tout [副詞]全く・完全に

(600) tout [形容詞]全ての・あらゆる

(601) tout le monde [熟語]皆・全員

(602) train [名詞・男性]列車

(603) tranquille
[形容詞] 静かな　―――　 ⇔
bruyant

(604) travail [名詞・男性]仕事・勉強

(605) travailler [動詞]働く・勉強する

(606) traverser [動詞]渡る・横切る

(607) treize [数詞] 13

(608) treizième [序数詞] 13 番目の

(609) très bien [副詞]とてもよく

(610) trois [数詞] 3

(611) troisième [序数詞] 3 番目の

(612) trop [副詞]あまりに

(613) trouver [動詞]見つける
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1.20 U

(614) un [数詞] 1

(615) un certain

[形容詞] とある［名詞の前で、
不定冠詞をつけて］　―――　
une certaine

(616) Un moment ! [間投詞]ちょっと待って下さい

(617) un quart [名詞・男性]四分の一

(618) une sorte de [熟語]ある種の～

(619) unième
[序数詞] ～1 番目の　―――　
vignt et unième (21 番目の)

1.21 V

(620) vacances
[名詞・女性]［常に複数形］ヴァ
カンス

(621) valise
[名詞・女性]旅行鞄・スーツケー
ス

(622) vendre [動詞]売る

(623) vendredi [名詞・男性]金曜日

(624) venir
[動詞] 来る　―――　（助動詞：
être）

(625) vent [名詞・男性]風

(626) verre [名詞・男性]ガラス

(627) verre [名詞・男性]グラス
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(628) vers
[前置詞] ～に向かって［方向］・
～頃［時間］

(629) vers
[前置詞] ～に向かって［方向］・
～頃［時間］

(630) vert [名詞・男性／形容詞]緑色（の）

(631) viande [名詞・女性]肉

(632) vie [名詞・女性]人生・生活

(633) vieux

[形容詞] 古い・年老いた　―――
　男性複数 vieux (vieil), 女性単

数 vieille ; ⇔ jeune, nouveau

(634) village [名詞・男性]村　―――　 ⇔ ville

(635) ville
[名詞・女性]都市・都会　―――　
⇔ village

(636) vin [名詞・男性]ワイン

(637) vingt [数詞] 20

(638) vingtième [序数詞] 20 番目の

(639) visage [名詞・男性]顔

(640) vite
[副詞] 速く　―――　 ⇔ lente-

ment

(641) voir [動詞]見る

(642) voisin [名詞・男性]隣人（男）

(643) voisine [名詞・女性]隣人（女）

(644) voiture
[名詞・女性] 自動車　―――　=

auto

(645) vouloir [動詞]欲する
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(646) voyage [名詞・男性]旅行

(647) vrai [形容詞]本当の

(648) vraiment [副詞]本当に

(649) vue [名詞・女性]眺め・視覚

1.22 Y

(650) yeux [名詞・男性・複数]両目
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第 2章

テーマ別

2.1 基本表現
(1) oui [副詞]肯定の返答に先立つ副詞

(2) non [副詞]否定の返答に先立つ副詞

(3) si
[副詞] 否定疑問文に対する、肯
定の返答に先立つ副詞

(4) Bonjour !
[間投詞] 今日は・おはようござ
います

(5) Bonsoir ! [間投詞]今晩は

(6) À bientôt !
[間投詞] また近いうちに（別れ
際に）

(7) À demain ! [間投詞]また明日（別れ際に）

(8) À tout à l’heure !
[間投詞] また後で・では後ほど
（後で合流する際に）

(9) Au revoir [間投詞]さようなら

(10) allô [間投詞]もしもし
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(11) pardon
[間投詞] ごめんなさい・すみま
せん

(12) Excusez-moi.
[間投詞] すみません・失礼です
が（人に声をかける時に）

(13) merci [間投詞]ありがとうございます

(14) Je vous en prie. [間投詞]どういたしまして

(15) Monsieur
[間投詞] ムッシュー（男性への
呼びかけ）

(16) Madame
[間投詞] マダム（既婚女性への
呼びかけ）

(17) Mademoiselle
[間投詞] マドモワゼル（未婚女
性への呼びかけ）

(18) s’il vous plaı̂t
[間投詞] おねがいします（英語
の please）

(19) Un moment ! [間投詞]ちょっと待って下さい

(20) Avec plaisir !
[間投詞] 喜んで（誘いや申し出
に対して）

(21) D’accord [間投詞]了解・OK

(22) Bon voyage ! [間投詞]良いご旅行を

2.2 時を表す表現
2.2.1 時を表す前置詞・副詞

(23) après
[前置詞] ～の後で［時間の表現
とともに］　―――　 ⇔ avant
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(24) après [副詞]後で

(25) avant
[前置詞]～の前に・～までに［時
間の表現とともに］

(26) vers
[前置詞] ～に向かって［方向］・
～頃［時間］

(27) à la fin de [熟語]～の終わりに

(28) au bout de [熟語]～の果てに・～を経て

(29) depuis [前置詞]～以来

(30) dans [前置詞]～後に

(31) il y a [前置詞]～前に

(32) pendant
[前置詞] ～の間［時間の表現と
ともに］

(33) quand [接続詞]～の時に

(34) avant que
[接続詞]～［接続法］する前に　
―――　 ⇔ après que

(35) toujours [副詞]いつも

(36) souvent [副詞]しばしば

(37) longtemps [副詞]長い間

(38) d’habitude [熟語]普段は・いつもは

(39) maintenant [副詞]今・現在

(40) juste [副詞]ちょうど

(41) bientôt [副詞]すぐに

(42) déjà
[副詞] すでに　―――　 ⇔ en-

core
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(43) encore [副詞]まだ　―――　 ⇔ déjà

(44) alors [副詞]その時・すると

(45) tard
[副詞] 遅れて・遅い時刻に　
―――　 ⇔ tôt

(46) tôt [副詞]早く・早い時刻に

(47) d’abord [熟語]まず・第一に・最初に

(48) ensuite [副詞]それから・次に

(49) puis [副詞]それから・次に

(50) enfin [副詞]最後に・ついに

2.2.2 曜日の名前

(51) semaine [名詞・女性]週

(52) jour [名詞・男性]日

(53) dimanche [名詞・男性]日曜日

(54) lundi [名詞・男性]月曜日

(55) mardi [名詞・男性]火曜日

(56) mercredi [名詞・男性]水曜日

(57) jeudi [名詞・男性]木曜日

(58) vendredi [名詞・男性]金曜日

(59) samedi [名詞・男性]土曜日
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2.2.3 月の名前

(60) mois [名詞・男性]月（年月の）

(61) janvier
[名詞・男性] 一月　―――　 en

janvier (一月に)

(62) février
[名詞・男性] 二月　―――　 en

février (二月に)

(63) mars
[名詞・男性] 三月　―――　 en

mars (三月に)

(64) avril
[名詞・男性] 四月　―――　 en

avril (四月に)

(65) mai
[名詞・男性] 五月　―――　 en

mai (五月に)

(66) juin
[名詞・男性] 六月　―――　 en

juin (六月に)

(67) juillet
[名詞・男性] 七月　―――　 en

juillet (七月に)

(68) août
[名詞・男性] 八月　―――　 en

août (八月に)

(69) septembre
[名詞・男性] 九月　―――　 en

septembre (九月に)

(70) octobre
[名詞・男性]十月　―――　 en oc-

tobre (十月に)

(71) novembre
[名詞・男性]十一月　―――　 en

novembre (十一月に)
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(72) décembre
[名詞・男性]十二月　―――　 en

décembre (十二月に)

2.2.4 四季

(73) saison [名詞・女性]季節

(74) printemps
[名詞・男性]春　―――　 au prin-

temps （春に）

(75) été
[名詞・男性] 夏　―――　 en été

（夏に）

(76) automne
[名詞・男性] 秋　―――　 en au-

tomne（秋に）

(77) hiver
[名詞・男性]冬　―――　 en hiver

(冬に）

2.2.5 時に関わる名詞

(78) an [名詞・男性]年・年間・～歳

(79) année [名詞・女性]年（年月の）

(80) heure [名詞・女性]時刻・～時

(81) minute [名詞・女性]分（時間の単位）

(82) demi-heure [名詞・女性]半時間

(83) un quart [名詞・男性]四分の一

(84) temps [名詞・男性]時間

(85) moment [名詞・男性]瞬間

(86) fête [名詞・女性]祭り・祭日
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(87) date [名詞・女性]日付

(88) date de naissance [名詞・女性]誕生日

(89) fois [名詞・女性]回・度

(90) matin [名詞・男性]朝

(91) midi
[名詞・男性]正午　―――　（冠詞
はつかないことが多い）

(92) après-midi [名詞・男性]午後

(93) soir [名詞・男性]夕方・晩

(94) nuit [名詞・女性]夜

(95) minuit
[名詞・男性] 午前０時　―――　
（冠詞はつかないことが多い）

(96) aujourd’hui [副詞]今日

(97) hier [副詞]昨日

(98) demain [副詞]明日

(99) ce matin [連語]今朝（に）

(100) ce mois [連語]今月（に）

(101) ce soir [連語]今晩（に）

(102) cet après-midi [連語]今日の午後（に）

(103) cette année [連語]今年（に）

(104) cette nuit [連語]今夜（に）

(105) cette semaine [連語]今週（に）

(106) chaque jour [連語]毎日



50 フランス語基本単語集

2.2.6 場所を表す表現

2.2.7 場所を表す前置詞・副詞

(107) en face de [熟語]～の向かいに

(108) devant [前置詞]～の前で

(109) derrière [前置詞]～の背後に

(110) loin de
[熟語] ～から離れて・～から隔
たって

(111) près de [熟語]～の近くに

(112) entre
[前置詞]～の間に［ものともの・
人と人］

(113) par
[前置詞] ～によって・～を通っ
て

(114) sous
[前置詞] ～の下に　―――　 ⇔
sur

(115) sur
[前置詞] ～の上に　―――　 ⇔
sous

(116) vers
[前置詞] ～に向かって［方向］・
～頃［時間］

(117) chez [前置詞]～の家で・～の家に

(118) jusqu’à
[前置詞]～まで［場所・時間の表
現と］　―――　⇔ à partir de

(119) à côté de [熟語]～の側に・～の横に

(120) au bord de
[熟語] ～のほとりで・～のそば
に
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(121) loin [副詞]隔たって・離れて

(122) à droite
[熟語]右側に・右へ　―――　⇔
à gauche

(123) à gauche
[熟語]左側に・左へ　―――　⇔
à droite

(124) autour de [熟語]～の周りに・～の近くに

(125) partout [副詞]どこにでも

(126) dehors [副詞]外で・外に

(127) ici [副詞]ここに

(128) là [副詞]そこに・そこで

2.2.8 場所に関係する動詞

(129) aller
[動詞] 行く　―――　（助動詞：
être）

(130) venir
[動詞] 来る　―――　（助動詞：
être）

(131) entrer
[動詞] 入る　―――　（助動詞：
être）

(132) sortir
[動詞]外出する・出る　―――　
（助動詞：être）

(133) rentrer
[動詞] 帰る　―――　（助動詞：
être

(134) retourner
[動詞] 引き返す・戻る・帰って
行く　―――　（助動詞：être）
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(135) revenir
[動詞]帰ってくる　―――　（助
動詞：être）

(136) tomber
[動詞]落ちる・倒れる　―――　
（助動詞：être）

(137) rester
[動詞]留まる　―――　（助動詞：
être）

2.2.9 位置

(138) côté [名詞・男性]側・脇腹・側面

(139) gauche
[名詞・女性]左・左側　―――　⇔
droite

(140) droite
[名詞・女性]右・右側　―――　⇔
gauche

(141) fond [名詞・男性]底・奥

2.2.10 国

(142) pays [名詞・男性]国

(143) la France [名詞・女性]フランス

(144) les États-Unis [名詞・男性]アメリカ

(145) l’Angleterre [名詞・女性]イングランド

(146) le Japon [名詞・男性]日本

(147) la Chine [名詞・女性]中国

(148) la Corée [名詞・女性]韓国
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2.2.11 場所を表す名詞

(149) restaurant [名詞・男性]レストラン

(150) café [名詞・男性]喫茶店

(151) cinéma [名詞・男性]映画・映画館

(152) aller au cinéma [熟語]映画を見に行く

(153) école [名詞・女性]学校

(154) bureau [名詞・男性]事務所・会社

(155) église [名詞・女性]教会

(156) gare [名詞・男性]駅

(157) hôtel [名詞・男性]ホテル

(158) jardin [名詞・男性]公園・庭

(159) place [名詞・女性]場所・広場

(160) poste [名詞・女性]郵便局

(161) tour [名詞・女性]塔・タワー

(162) rue [名詞・女性]通り・街

(163) mer [名詞・女性]海

(164) montagne [名詞・女性]山

(165) champs [名詞・男性複数]野原

(166) campagne [名詞]田舎

(167) village [名詞・男性]村　―――　 ⇔ ville

(168) ville
[名詞・女性]都市・都会　―――　
⇔ village
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(169) capitale [名詞]首都

(170) maison [名詞・女性]家

(171) chambre [名詞・女性]寝室

(172) salle
[名詞・女性]部屋（用途の決まっ
た）

(173) salle à manger [熟語]食堂

(174) salle de bain [熟語]浴室

(175) douche [名詞・女性]シャワー

(176) cour [名詞・女性]中庭

(177) toilettes [名詞・女性複数]トイレ

2.3 人間に関わる表現
身体の部分

(178) cheveu
[名詞・男性] 髪　―――　複数形：
cheveux

(179) tête [名詞・女性]頭

(180) visage [名詞・男性]顔

(181) œil [名詞・男性]片目

(182) yeux [名詞・男性・複数]両目

(183) bouche [名詞・女性]口

(184) dos [名詞・男性]背中

(185) bras [名詞・男性]腕
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(186) main [名詞・女性]手

(187) doigt [名詞・男性]指

(188) jambe [名詞・女性]脚

(189) pied [名詞・男性]足

2.3.1 人物を表す単語

(190) gens [名詞・男性]人々［複数］

(191) personne [名詞・女性]人物・人

(192) quelqu’un [名詞]誰か

(193) tout le monde [熟語]皆・全員

(194) dame [名詞・女性]婦人・レディ

(195) homme [名詞・男性]男の人

(196) femme [名詞・女性]女性

(197) fille [名詞・女性]少女

(198) garçon [名詞・男性]少年

(199) jeune [形容詞]若い　―――　 ⇔ vieux

(200) vieux

[形容詞] 古い・年老いた　―――
　男性複数 vieux (vieil), 女性単

数 vieille ; ⇔ jeune, nouveau

(201) riche
[形容詞] 金持ちの　―――　女性
単数 riche ; ⇔ pauvre
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(202) pauvre
[形容詞] 貧乏な　―――　女性単
数 pauvre ⇔ riche

(203) cher
[形容詞]親愛なる（名詞の前で）
　―――　 chère

(204) fatigué [形容詞]疲れた

(205) malade
[形容詞] 病気の　―――　女性単
数 malade ; ⇔ sain

(206) gentil
[形容詞] 親切な　―――　女性単
数 gentille ; ⇔ méchant

(207) doux

[形容詞]甘い・優しい　―――　
男性複数形：doux；女性単数形：

douce ; ⇔ amère (苦い)

(208) sérieux
[形 容 詞] まじめな　―――　
sérieuse

(209) tranquille
[形容詞] 静かな　―――　 ⇔
bruyant

(210) heureux

[形容詞] 幸福な　―――　男性
複数 heureux, 女性単数 heu-

reuse ; ⇔ malheureux

(211) malheureux

[形容詞] 不幸な　―――　男性複
数 malheureux, 女性単数 mal-

heureuse ; ⇔ heureux

(212) content [形容詞]満足な

(213) libre [形容詞]暇な
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2.3.2 家族

(214) femme [名詞・女性]妻

(215) mari [名詞・男性]夫

(216) famille [名詞・女性]家族・家庭

(217) père [名詞・男性]父

(218) mère [名詞・女性]母

(219) parents [名詞・男性複数]両親

(220) fille [名詞・女性]娘

(221) fils [名詞・男性]息子

(222) enfant

[名詞・男性/女性] 子供　―――　
子供が男でも女でも、綴りは変わ

らない。

(223) frère [名詞・男性]兄弟

(224) sœur [名詞・女性]姉妹

(225) voisin [名詞・男性]隣人（男）

(226) voisine [名詞・女性]隣人（女）

(227) ami [名詞・男性]男友達

(228) amie [名詞・女性]女友達

2.3.3 職業・身分

(229) professeur [名詞・男性]先生

(230) médecin [名詞・男性]医者
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(231) étudiant [名詞・男性]男子学生

(232) étudiante [名詞・女性]女子学生

2.3.4 国籍

(233) étranger
[形容詞] 外国人の・外国の　
―――　étrangère

(234) Français [名詞・男性]フランス人（男性）

(235) Française [名詞・女性]フランス人（女性）

(236) français
[形容詞] フランスの・フランス
人の

(237) Japonais [形容詞]日本人（男性）

(238) Japonaise [名詞・女性]日本人（女性）

(239) japonais [名詞・男性]日本の・日本人の

2.4 慣用表現
2.4.1 avoirを用いた慣用表現

(240) avoir besoin de [熟語]～が必要だ

(241) avoir de la peine [熟語]苦労する・苦心する

(242) avoir envie de [熟語]～したい

(243) avoir faim [熟語]空腹である

(244) avoir soif [熟語]喉が渇いている

(245) avoir froid
[熟語]寒い（主観的に感じる際）



フランス語基本単語集 59

(246) avoir chaud
[熟語]暑い（主観的に感じる際）

(247) avoir l’air
[熟語] ～のように見える（後に
形容詞が続く）

(248) avoir mal à [熟語]～が痛い

(249) avoir peur que [熟語]～［接続法］を恐れる

(250) avoir raison [熟語]正しい・言う通りである

2.4.2 非人称表現

(251) Il fait beau. [熟語]天気がよい

(252) Il fait chaud. [熟語]気温が高い・暑い

(253) Il fait froid. [熟語]気温が低い・寒い

(254) Il neige.
[熟語]雪が降る［非人称表現］　
―――　 < neiger

(255) Il pleut.
[熟語]雨が降る［非人称表現］　
―――　 < pleuvoir

(256) il y a [熟語]～がある

(257) il faut
[熟語] ～する必要がある［非人
称表現］　―――　 < falloir

(258) il reste
[熟語] ～が残っている［非人称
表現］　―――　 < rester

(259) il arrive
[熟語]～が起こる［非人称表現］
　―――　 < arriver



60 フランス語基本単語集

2.4.3 色

(260) couleur [名詞・女性]色

(261) blanc
[名詞・男性／形容詞] 白（い）　
―――　女性単数形：blanche

(262) vert [名詞・男性／形容詞]緑色（の）

(263) jaune [名詞・男性／形容詞]黄色（い）

(264) rouge [名詞・男性／形容詞]赤（い）

(265) bleu
[名詞・男性／形容詞] 青（い）　
―――　 bleus, bleue, bleues

(266) noir [名詞・男性／形容詞]黒（い）

2.4.4 交通・旅行

(267) voyage [名詞・男性]旅行

(268) tour [名詞・男性]一周

(269) chemin [名詞・男性]道・経路

(270) route [名詞・女性]道路

(271) voiture
[名詞・女性] 自動車　―――　=

auto

(272) moto [名詞・女性]バイク

(273) bicyclette
[名詞・女性] 自転車　―――　=

vélo

(274) train [名詞・男性]列車

(275) chemin de fer [熟語]鉄道
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(276) avion [名詞・男性]飛行機

(277) taxi [名詞・男性]タクシー

(278) bus [名詞・男性]バス

(279) passeport [名詞・男性]パスポート

(280) valise
[名詞・女性]旅行鞄・スーツケー
ス

(281) billet [名詞・男性]紙幣・切符

(282) accident [名詞・男性]事故

(283) pas [名詞・男性]歩（一歩、二歩の）

(284) vue [名詞・女性]眺め・視覚

(285) vite
[副詞] 速く　―――　 ⇔ lente-

ment

(286) lentement [副詞]遅く　―――　 ⇔ vite

(287) feu [名詞・男性]信号

(288) conduire [動詞]自動車を）運転する

(289) courir [動詞]走る

(290) marcher [動詞]歩く

(291) arrêter

[動詞] 止まらせる・止める　
―――　 s’arrêter で「立ち止ま

る」

(292) traverser [動詞]渡る・横切る

(293) tourner [動詞]回る・道を曲がる
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(294) quitter

[動詞] 離れる　―――　 quitter

Paris で「パリを離れる」（他動詞

であることに注意）

(295) conduire [動詞]案内する

(296) suivre [動詞]後に続く・ついて行く

(297) partir
[動詞] 出発する・出かける　
―――　（助動詞：être）

(298) arriver

[動詞] 到着する　―――　 arri-

ver à で「～に到着する」/（助動

詞：être

(299) monter
[動詞]乗る・上る・登る　―――
　（助動詞：être）

(300) descendre
[動詞]降りる　―――　（助動詞：
être）

(301) faire le tour de [熟語]～を一回りする

2.5 生活
2.5.1 人生

(302) vie [名詞・女性]人生・生活

(303) habitude
[名詞・女性]習慣・癖　―――　⇒
d’habitude

(304) chance [名詞・女性]幸運

(305) faute [名詞・女性]間違い・過失

(306) vacances
[名詞・女性]［常に複数形］ヴァ
カンス
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(307) travail [名詞・男性]仕事・勉強

(308) habiter
[動詞] 住む　―――　 habiter à

で「～（地域）に住む」

(309) passer [動詞]過ごす

(310) coucher
[動詞] 寝かせる　―――　 se

coucher で「寝る」

(311) dormir [動詞]眠る

(312) mort
[動詞・過去分詞] mourir（死ぬ）
　―――　（助動詞：être）

(313) né
[動詞・過去分詞] naı̂tre（生まれ
る）　―――　（助動詞：être）

2.5.2 家具・身の回り品

(314) chaise [名詞・女性]いす

(315) table [名詞・女性]テーブル

(316) bureau [名詞・男性]机

(317) lit [名詞・男性]ベッド

(318) porte [名詞・女性]ドア

(319) fenêtre [名詞・女性]窓

(320) mur [名詞・男性]壁

(321) robe [名詞・女性]ドレス

(322) lunettes [名詞・女性複数]眼鏡

(323) montre [名詞・女性]腕時計
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(324) porter [動詞]身につけている

(325) mettre [動詞]身につける

(326) tenir [動詞]手に持つ

2.5.3 金銭・経済

(327) euro [名詞・男性]ユーロ

(328) franc
[名詞・男性]フラン（フランスの
旧通貨）

(329) argent [名詞・男性]お金

(330) somme [名詞・女性]金額

(331) prix [名詞・男性]値段

(332) courses

[名詞・女性複数] （女）買い物　
―――　 faire des courses で

「買い物をする」

(333) cher
[形容詞]高価な（名詞の後で）　
―――　 chère

(334) travailler [動詞]働く・勉強する

(335) gagner [動詞]稼ぐ

(336) payer [動詞]払う

(337) acheter [動詞]買う

(338) vendre [動詞]売る

(339) coûter [動詞]値段が～である

(340) essayer [動詞]試す
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(341) changer [動詞]変える

(342) choisir [動詞]選ぶ

(343) décider [動詞]決める

2.5.4 食事・飲食物

(344) cuisine
[名詞・女性] 料理　―――　 faire

la cuisine で「料理をする」

(345) petit-déjeuner [名詞・男性]朝食

(346) déjeuner [名詞・男性]昼食

(347) dı̂ner [名詞・男性]夕食

(348) café [名詞・男性]コーヒー

(349) eau [名詞・女性]水

(350) vin [名詞・男性]ワイン

(351) thé [名詞・男性]茶

(352) huile [名詞・女性]油

(353) gâteau
[名詞・男性] ケーキ　―――　
gâteaux

(354) pain [名詞・男性]パン

(355) beurre [名詞・男性]バター

(356) confiture [名詞・女性]ジャム

(357) fromage [名詞・男性]チーズ

(358) viande [名詞・女性]肉

(359) faim
[名詞・男性] 空腹　―――　 ⇒
avoir faim
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(360) soif
[名詞・男性] のどの渇き　―――
　 ⇒ avoir soif

(361) verre [名詞・男性]グラス

(362) service [名詞・男性]手助け・奉仕・給仕

(363) frais
[形容詞] 新鮮な　―――　男性単
数形：frais；女性複数形：fraı̂che

(364) couper [動詞]切る

(365) boire [動詞]飲む

(366) manger [動詞]食べる

(367) servir [動詞]役立つ・給仕する

(368) prendre [動詞]とる

2.5.5 娯楽

(369) chanter [動詞]歌う

(370) danser [動詞]踊る・ダンスする

(371) jouer
[動詞] 遊ぶ　―――　 jouer au

tennis で「テニスをする」

(372) tennis [名詞・男性]テニス

2.5.6 学校

(373) leçon [名詞・女性]レッスン・授業

(374) classe [名詞・女性]クラス・授業

(375) examen [名詞・男性]試験
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(376) question [名詞・女性]質問

(377) chanson [名詞・女性]歌

(378) musique [名詞・女性]音楽

(379) histoire [名詞・女性]歴史・物語

(380) sac [名詞・男性]袋・バッグ

(381) livre [名詞・男性]本

(382) revue [名詞・女性]雑誌

(383) crayon [名詞・男性]鉛筆

(384) papier
[名詞・男性] 紙（不可算）・書類
（多く複数形）

(385) timbre [名詞・男性]切手

(386) lettre [名詞・女性]手紙

(387) journal [名詞・男性]新聞・日記

(388) nouvelle [名詞・女性]ニュース

(389) apprendre [動詞]学ぶ・教える

(390) étudier [動詞]学ぶ・勉強する

(391) comprendre [動詞]理解する

(392) oublier [動詞]忘れる

(393) écrire [動詞]書く・手紙を書く

(394) lire [動詞]読む

(395) expliquer [動詞]説明する

(396) raconter [動詞]物語る
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(397) demander [動詞]尋ねる・求める

(398) répondre [動詞]答える

(399) présenter [動詞]紹介する・見せる

(400) montrer

[動詞] 見せる　―――　 mon-

trer ∼ à . . . で「～を . . . に見せ

る」

2.6 言語・コミュニケーション
2.6.1 自己紹介

(401) nom [名詞・男性]名前

(402) âge [名詞・男性]年齢

(403) numéro de téléphone [名詞・男性]電話番号

(404) numéro [名詞・男性]番号

(405) adresse [名詞・女性]住所

(406) rencontrer [動詞]出会う

(407) appeler
[動詞] 呼ぶ　―――　 s’appeler

で「名前は～である」

2.6.2 言語

(408) le japonais
[名詞・男性]日本語　―――　国語
名には通常定冠詞がつく

(409) le français
[名詞・男性] フランス語　―――
　国語名には通常定冠詞がつく
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(410) mot [名詞・男性]単語

2.6.3 コミュニケーション

(411) téléphoner [動詞]電話する

(412) dire [動詞]言う

(413) parler

[動詞]話す　―――　 parler àで

「～に話しかける」　 parler deで

「～について話す」

(414) envoyer [動詞]送る

(415) offrir [動詞]贈る・提供する

(416) donner
[動詞] 与える　―――　 donner

∼ à . . . で「～を . . . に与える」

(417) rendre [動詞]返す

(418) recevoir [動詞]受け取る

2.7 精神活動
2.7.1 論理

(419) chose [名詞・女性]もの・こと

(420) idée [名詞・女性]アイデア・思想

(421) cause
[名詞・女性]原因・動機　―――　
⇒ à cause de ; ⇔ effet (結果)

(422) moyen [名詞・男性]方法
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(423) raison
[名詞・女性]理性・理由　―――　
⇒ avoir raison

(424) sorte [名詞・女性]種類

(425) accord
[名詞・男性]一致・同意　―――　
⇒ d’accord

(426) demi
[名詞・男性/女性]半分（の）　―――
　 une demie

(427) partie
[名詞・女性]部分　―――　⇔ en-

tier (全体)

(428) fin
[名詞・女性] 終わり　―――　 ⇒
à la fin de ; ⇔ début

(429) mouvement [名詞・男性]動き・運動

2.7.2 感情

(430) amour [名詞・男性]愛・愛情

(431) peur
[名詞・女性]恐怖・恐れ　―――　
⇒ avoir peur

(432) envie
[名詞・女性]欲求・羨望　―――　
⇒ avoir envie de

(433) besoin
[名詞・男性]必要・欲求　―――　
⇒ avoir besoin de

(434) attention [名詞・女性]注意

(435) courage [名詞・男性]勇気

(436) plaisir
[名詞・男性]喜び・快楽　―――　
⇒ avec plaisir



フランス語基本単語集 71

(437) mal
[名詞・男性]痛み・悪・害　―――
　 ⇒ avoir mal

(438) peine
[名詞・女性]苦労・苦痛　―――　
⇒ avoir de la peine

2.7.3 判断に関わる形容詞

(439) intéressant [形容詞]おもしろい

(440) curieux
[形容詞] 奇妙な・興味深い　
―――　女性単数形：curieuse

(441) naturel [形容詞]当然な・自然な

(442) possible [形容詞]可能な・あり得る

(443) impossible [形容詞]ありえない

(444) sûr [形容詞]確かな・確信のある

(445) certain
[形容詞]確実な・確かな［名詞の
後で］

(446) vrai [形容詞]本当の

(447) important [形容詞]重要な

(448) nécessaire [形容詞]必要な

(449) clair [形容詞]明晰な

(450) difficile
[形容詞] 難しい　―――　女性単
数 difficile ; ⇔ facile

(451) facile
[形容詞] 易しい・簡単な　―――
　女性単数 facile ; ⇔ difficile

(452) simple
[形容詞] 単純な・簡単な　―――
　 ⇔ compliqué
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(453) différent [形容詞]異なった・違う

(454) autre
[形容詞]他の・ほかの　―――　
⇔ même

(455) même

[形容詞]同じ［定冠詞をつけて、
名詞の前に置く］　―――　 ⇔
autre

(456) pareil [形容詞]似た・同様の

2.7.4 思考・感情を表す動詞

(457) penser
[動詞] 考える　―――　 penser

à で「～のことを考える」

(458) croire [動詞]思う・信じる

(459) espérer [動詞]望む

(460) sentir [動詞]感じる

(461) paraı̂tre
[動詞] ～のように見える［属詞
をとる］

(462) sembler [動詞]～（属詞）に見える

(463) ressembler
[動詞] ～（間接目的）に似てい
る

(464) aimer [動詞]愛する

(465) préférer [動詞]～の方を好む

(466) plaire
[動詞] ～（主語）が～（間接目
的）の気に入る

(467) rire [動詞]笑う

(468) pleurer [動詞]泣く
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(469) écouter [動詞]聞く

(470) entendre [動詞]聞く

(471) regarder [動詞]見る

(472) voir [動詞]見る

(473) être sûr de [熟語]～について確信がある

2.8 自然物

(474) soleil
[名詞・男性]太陽　―――　 le So-

leil （天体として）

(475) terre
[名詞・女性]大地・地球　―――　
la Terre（天体として）

(476) lune
[名詞・女性]月（天体の）　―――
　 la Lune（天体として）

(477) monde [名詞・男性]世界

(478) étoile [名詞・女性]星

(479) bruit [名詞・男性]音・物音

(480) air
[名詞・男性]空気・風　―――　⇒
avoir l’air de

(481) vent [名詞・男性]風

(482) feu [名詞・男性]火

(483) arbre [名詞・男性]木

(484) fleur [名詞・女性]花
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(485) bois [名詞・男性]森

(486) bois [名詞・男性]木材

(487) verre [名詞・男性]ガラス

2.9 社会

(488) guerre
[名詞・女性] 戦争　―――　 ⇔
paix (女性名詞：平和)

(489) public
[形容詞] 公共の　―――　女性単
数形：publique

(490) cour [名詞・女性]法廷

2.9.1 接続詞

(491) et [接続詞]そして・～と～

(492) mais [接続詞]しかし・けれども

(493) ou [接続詞]あるいは・～か～

(494) comme [接続詞]～のように・～なので

(495) pour que [接続詞]～［接続法］するために

(496) bien que [接続詞]～［接続法］なのに

2.9.2 程度・数量を表す表現

(497) très bien [副詞]とてもよく
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(498) trop [副詞]あまりに

(499) tout [副詞]全く・完全に

(500) assez de [熟語]十分な

(501) beaucoup de [熟語]多くの

(502) aussi [副詞]同様に・同じくらい

(503) autant [副詞]同じくらい・同程度に

(504) beaucoup [副詞]大いに

(505) ainsi [副詞]このように・こんな風に

(506) tant [副詞]それほどまでに・非常に

(507) quelques [形容詞]いくつかの

(508) aucun
[形容詞] [ne とともに] 　いかな
る～も～ない

(509) jamais
[副詞] [neとともに]決して～な
い

(510) ni
[接続詞] ～でもなければ～でも
ない

(511) peu [副詞]ほとんど～ない

(512) rien
[形容詞] [neとともに］～も～な
い

2.10 形容詞
(513) tout [形容詞]全ての・あらゆる

(514) chaque [形容詞]それぞれの・各自の

(515) prochain [形容詞]次の
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(516) droit
[形容詞] 右の・まっすぐな　
―――　 ⇔ gauche

(517) gauche
[形容詞] 左の・不器用な　―――
　 ⇔ droit

(518) premier
[形 容 詞] 最 初 の　 ――― 　
première ; ⇔ dernier

(519) dernier
[形 容 詞] 最 後 の　 ――― 　
dernière ; ⇔ premier

(520) léger
[形容詞] 軽い　―――　女性単数
形：légère ; ⇔ lourd

(521) lourd [形容詞]重い　―――　 ⇔ léger

(522) haut [形容詞]高い　―――　 ⇔ bas

(523) bas
[形容詞] 低い　―――　女性単数
形：basse ; ⇔ haut

(524) profond [形容詞]深い

(525) large
[形容詞] 幅の広い　―――　 ⇔
étroit

(526) long [形容詞]長い　―――　 ⇔ court

(527) court [形容詞]短い　―――　 ⇔ long

(528) gros
[形容詞] 太い　―――　男性複数
gros ; 女性形 grosse ; ⇔ fin

(529) grand
[形容詞]大きな　―――　 ⇔ pe-

tit

(530) petit
[形容詞] 小さな　―――　 ⇔
grand

(531) meilleur [形容詞]より良い
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(532) bon
[形容詞] 良い　―――　女性単数
bonne ; ⇔ mauvais

(533) mauvais
[形容詞] 悪い　―――　男性複数
mauvais ; ⇔ bon

(534) fort [形容詞]強い　―――　 ⇔ faible

(535) plein
[形容詞] 満たされた・いっぱい
の

(536) libre [形容詞]自由な

(537) fini [形容詞]終わった

(538) propre
[形容詞] 清潔な　―――　 ⇔
sale

(539) joli
[形容詞] きれいな　―――　 ⇔
laid

(540) beau

[形容詞] 美しい　―――　男性複
数 beaux (bel), 女性単数 belle ;

⇔ laid

(541) nouveau

[形容詞] 新しい　―――　男性複
数 nouveaux (nouvel), 女性単

数 nouvelle ; ⇔ vieux, ancien

(542) ancien

[形容詞] 古い・昔の・古代の　
―――　女性単数形：ancienne ;

⇔ nouveau

(543) chaud
[形容詞] 暑い・熱い　―――　
avoir froidで「寒い」;⇔ chaud

(544) froid
[形容詞]寒い・冷たい　―――　
avoir chaudで「暑い」;⇔ froid
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(545) frais
[形容詞] 冷たい　―――　男性単
数形：frais；女性複数形：fraı̂che

(546) sec
[形容詞] 乾いた　―――　女性単
数形：sèche ; ⇔ humide

(547) clair [形容詞]明るい

2.11 動詞
2.11.1 様々な動詞

(548) préparer [動詞]準備する

(549) aider [動詞]助ける

(550) ouvrir [動詞]開く

(551) fermer [動詞]閉める

(552) pousser [動詞]押す　―――　 ⇔ tirer

(553) tirer
[動詞]引く・引っ張る　―――　
⇔ pousser

(554) jeter [動詞]投げる

(555) frapper [動詞]叩く・ノックする

(556) laver
[動詞] 洗う　―――　 se laver

les mains で「手を洗う」

(557) passer [動詞]渡す

(558) attendre [動詞]待つ

(559) chercher [動詞]探す

(560) cacher [動詞]隠す



フランス語基本単語集 79

(561) trouver [動詞]見つける

(562) perdre [動詞]失う

(563) devenir
[動詞] なる　―――　（助動詞：
être）

(564) toucher à [熟語]～に触る

(565) mettre [動詞]置く

(566) poser [動詞]置く

(567) porter [動詞]運ぶ

(568) apporter [動詞]持ってくる

2.11.2 動詞を補助する動詞

(569) vouloir [動詞]欲する

(570) devoir [動詞]しなければならない

(571) pouvoir [動詞]～できる・可能である

(572) savoir [動詞]できる・知っている

(573) connaı̂tre [動詞]知っている

(574) faire
[動詞]する・作る・させる［使役
表現］

(575) laisser
[動詞] 放置する・するがままに
させておく［放任表現］

(576) commencer
[動詞]始める　―――　— à + (不

定法)

(577) finir
[動詞] 終える　―――　— de +

(不定法)
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(578) continuer
[動詞] 続ける・～し続ける　
―――　— à + (不定法)

(579) réussir
[動詞]成功する　―――　— à +

(不定法)

(580) manquer

[動詞]～（主語）が欠けている・
～（直接目的）を逃す／しくじ
る

2.12 その他
2.12.1 基数詞

(581) un [数詞] 1

(582) deux [数詞] 2

(583) trois [数詞] 3

(584) quatre [数詞] 4

(585) cinq [数詞] 5

(586) six [数詞] 6

(587) sept [数詞] 7

(588) huit [数詞] 8

(589) neuf [数詞] 9

(590) dix [数詞] 10

(591) onze [数詞] 11

(592) douze [数詞] 12

(593) treize [数詞] 13

(594) quatorze [数詞] 14
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(595) quinze [数詞] 15

(596) seize [数詞] 16

(597) dix-sept [数詞] 17

(598) dix-huit [数詞] 18

(599) dix-neuf [数詞] 19

(600) vingt [数詞] 20

2.12.2 序数詞

(601) premier
[序 数 詞] 1 番目の　―――　
première

(602) unième
[序数詞] ～1 番目の　―――　
vignt et unième (21 番目の)

(603) deuxième [序数詞] 2 番目の

(604) second
[序数詞] 2 番目の　―――　発音
注意

(605) troisième [序数詞] 3 番目の

(606) quatrième [序数詞] 4 番目の

(607) cinquième [序数詞] 5 番目の

(608) sixième [序数詞] 6 番目の

(609) septième [序数詞] 7 番目の

(610) huitième [序数詞] 8 番目の

(611) neuvième [序数詞] 9 番目の

(612) dixième [序数詞] 10 番目の

(613) onzième [序数詞] 11 番目の
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(614) douzième [序数詞] 12 番目の

(615) treizième [序数詞] 13 番目の

(616) quatorzième [序数詞] 14 番目の

(617) quinzième [序数詞] 15 番目の

(618) seizième [序数詞] 16 番目の

(619) dix-septième [序数詞] 17 番目の

(620) dix-huitième [序数詞] 18 番目の

(621) dix-neuvième [序数詞] 19 番目の

(622) vingtième [序数詞] 20 番目の

2.12.3 疑問副詞

(623) où [疑問副詞]どこに・どこで

(624) d’où [疑問副詞]どこから

(625) quand [疑問副詞]いつ

(626) depuis quand [疑問副詞]いつから

(627) pourquoi [疑問副詞]なぜ

(628) parce que [接続詞]なぜなら～だから

(629) combien [疑問副詞]どのくらい

(630) combien de
[疑問副詞]いくつの・どのくらい
の量の

(631) comment [疑問副詞]どのように
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2.12.4 その他

(632) l’un à l’autre
[熟語] 一方が他方に　―――　
l’une à l’autre

(633) l’un l’autre
[熟語] 一方が他方を　―――　
l’une l’autre

(634) à cause de [熟語]～が原因で・～のせいで

(635) plein de [熟語]～に満ちた

(636) avec
[前置詞] ～と一緒に・～を用い
て

(637) sans [前置詞]～なしで

(638) pour [前置詞]～のために

(639) seulement [副詞]～だけ・ただ～だけ

(640) peut-être [副詞]たぶん・かも知れない

(641) plutôt [副詞]むしろ

(642) ensemble [副詞]一緒に

(643) surtout [副詞]何よりも・とりわけ

(644) mal [副詞]悪く・ひどく

(645) quelque chose [名詞]何か

(646) un certain

[形容詞] とある［名詞の前で、
不定冠詞をつけて］　―――　
une certaine

(647) une sorte de [熟語]ある種の～
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(648) seul
[形容詞]唯一の・たった一人の・
たった一つの

(649) vraiment [副詞]本当に

(650) debout
[副詞] 立って・立ち上がった状
態で


