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—本書は下記の援助なしでは存在し得なかった—

組版には、フリーソフトウェア TEX- LATEXを利用した。
発音記号表記には、フリーフォントの TIPAを使用した。
和仏混在環境の実現には、babelパッケージを利用した。
ここの囲み枠および、略語の囲み枠には fancyboxパッケージ
データ操作には、フリーソフトウェアの PERL および、TEXShop を特によく利
用した。
データの作成については、『DICO仏和辞典』を始めとし、種々の学習仏和辞典
を活用した。

本書は非営利目的である限り、自由にコピーし、再配布して構わない。最新版は
下記のサイトで入手できる。

http://www.eonet.ne.jp/˜ogurisu/
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はじめに

序文 (2006年度版)

題名に反し、実際に収録されている単語数は 6000語ほどで、残りは、広い意味での連語
（定型文や熟語、定型的な語連鎖など）である。さらに、重複しているものも少なくない。暗
記しやすいようにとの配慮からである。
収録した単語は基本語彙（非常に基本的な語は省いてある）ばかりであるが、連語は、筆
者の興味に従い、ある程度の偏向がある。
データは、作成の際には、細心の注意を払い、その後も、何度も目を通したが、いかんせ
ん、筆者個人の作業によるものである。誤字・脱字・誤謬の払拭は、とうてい望めない。怪
しいと思ったら、かならず、辞書等で確認して欲しい。

序文 (2007年度版)

予定を前倒しして、2006 年度中に 2007 年度版を出すことにしたのには二つ理由がある。
第一の理由は、旧版では Tの節が丸ごと脱落していたこと、である。むろん、前版の時点か
ら、Tの節はデータとしては存在していた。だが、最終的な出力に際し、あろうことか、その
データを取り込むのを忘れたのである。
第二の理由は、数百カ所に及ぶ間違いを修正しなければならなくなったこと、である。予想
されたこととはいえ、見直してみると、ことのほか、多くの間違いが見つかった。間違いの多
くは本書の後半部分に見られた。すでに本単語集を使って学習を初めている場合、後半部分
を差し替えるだけで、ほぼ、筆者の意図する単語集を得ることができる。
さて、Tの項目を読み込んだことにより、本単語集の語彙数は 1万を超えた。表題を「フ
ランス語単語 10000万」と改めたのは、そのためである。
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[26] accompagnement
¤£ ¡¢男 エスコート・伴奏

[27] accompagner
¤£ ¡¢動 エスコートする・伴奏する

[28] accompli
¤£ ¡¢形 完了した・申し分のない

[29] accomplir
¤£ ¡¢動 完了する・実現する

[30] accoster
¤£ ¡¢動 接岸する・話しかける

[31] accouchement
¤£ ¡¢男 出産

[32] accoucher de
¤£ ¡¢動 を生む

[33] accroc [akro]
¤£ ¡¢男 かぎ裂き・汚点

[34] accrochage
¤£ ¡¢男 ひっかけること・接触事故

[35] accrocher
¤£ ¡¢動 ひっかける・掛ける

[36] s’accroupir
¤£ ¡¢動 しゃがむ

[37] accuser réception de
¤£ ¡¢連 (郵便物の) 受領通知する

[38] acharnement
¤£ ¡¢男 執念・猛烈さ

[39] s’acharner à
¤£ ¡¢動 [— qch / inf.]～にむきになる

[40] acheminer
¤£ ¡¢動 発送する・運送する

[41] acidité
¤£ ¡¢女 酸味

[42] aciérie
¤£ ¡¢女 製鋼所

[43] acompte
¤£ ¡¢男 前金・前祝い

[44] additionner
¤£ ¡¢動 足し算する・合計する

[45] adhérent
¤£ ¡¢名 会員・党員

[46] admettre
¤£ ¡¢動 入学許可する

[47] admirateur (admiratrice)
¤£ ¡¢名 ファン

[48] admission
¤£ ¡¢女 入学許可・加入許可

[49] adolescence
¤£ ¡¢女 思春期・青年期

[50] adorable
¤£ ¡¢形 すてきな・かわいい

[51] s’adosser à
¤£ ¡¢動 ～にもたれる [contre も可]

[52] adoucir
¤£ ¡¢動 和らげる

[53] adresse
¤£ ¡¢女 器用さ

[54] adresser
¤£ ¡¢動 (郵便物を)送る・言葉をかける

[55] aération
¤£ ¡¢女 換気

[56] aérer
¤£ ¡¢動 換気する

[57] aérien (aérienne)
¤£ ¡¢形 航空の

[58] aéro-club
¤£ ¡¢男 パイロット養成所

[59] aérodrome
¤£ ¡¢男 小規模な飛行場

[60] aérogare
¤£ ¡¢女 エアターミナル

[61] aéronautique
¤£ ¡¢形 航空機の



5

目次

第 1章 A 7

第 2章 B 15

第 3章 C 23

第 4章 D 47

第 5章 E 65

第 6章 F 83

第 7章 G 97

第 8章 H 109

第 9章 I 117

第 10章 J 135

第 11章 K 139

第 12章 L 141

第 13章 M 149

第 14章 N 177

第 15章 O 183

第 16章 P 193

第 17章 Q 237

第 18章 R 239



6 フランス語単語 10000語

第 19章 S 289

第 20章 T 335

第 21章 U 367

第 22章 V 371

第 23章 WXYZ 395

凡例

¤£ ¡¢男 男性名詞¤£ ¡¢女 女性名詞¤£ ¡¢名 名詞（男性・女性）¤£ ¡¢動 動詞¤£ ¡¢形 形容詞¤£ ¡¢副 副詞¤£ ¡¢連 連語¤£ ¡¢接 接続詞¤£ ¡¢間 間投詞

¤£ ¡¢複 複数／複数形¤£ ¡¢直目 直接目的格補語¤£ ¡¢間目 間接目的格補語¤£ ¡¢属詞 属詞
inf. infinitif 不定法
ind. indicatif 直説法
subj. subjonctif 接続法
qqc quelque chose「もの」
qqn quelqu’n「ひと」
† 有音の h

1. []で挟まれているのは、発音記号もしくは、語義説明における文法的・語法的情報で
ある。

2. 語義の前におかれた [ ]内の記述は、それ以降の全ての語義に当てはまる。他方、語
義の後におかれた [ ]内の記述は、その語義にしか当てはまらない。

3. 見出し語の後に=で導入される語は、基本的に、綴りの変異である。一方、語彙の後
で=に導入される語は、同じ意味を持つ、異なった単語（連語）である。

4. 発音表記は例外的なもの・迷いそうなものにのみ、付した。すべて、I.P.A.で示した。
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第 1章

A

[1] abattement
¤£ ¡¢男 衰弱

[2] abattu
¤£ ¡¢形 衰弱した

[3] abcès
¤£ ¡¢男 はれもの

[4] abdomen [abdOmEn]
¤£ ¡¢男 腹部

[5] abdominal (abdominale /

abdomi-naux)

¤£ ¡¢形 腹部の

[6] abîmé
¤£ ¡¢形 (作物などが) いたんだ

[7] abîmer
¤£ ¡¢動 (作物などを) いためる

[8] abominable
¤£ ¡¢形 おぞましい

[9] abominablement
¤£ ¡¢副 おそろしく

[10] abonné
¤£ ¡¢形 予約している・加入している

[11] abonnement
¤£ ¡¢男 予約・加入

[12] abonner
¤£ ¡¢名 予約する・加入する

[13] abordable
¤£ ¡¢形 (値段が)手頃な

[14] abruti
¤£ ¡¢形 頭がぼうっとした

[15] abrutir
¤£ ¡¢動 頭をぼうっとさせる

[16] absorbé
¤£ ¡¢形 没頭した

[17] absorber
¤£ ¡¢動 吸収する・没頭させる

[18] accaparer
¤£ ¡¢動 独占する・買い占める

[19] acclamation
¤£ ¡¢女 歓声・拍手喝采

[20] acclamer
¤£ ¡¢動 拍手喝采する

[21] accolade
¤£ ¡¢女 中括弧・ブレース

[22] accommodant
¤£ ¡¢形 協調性のある

[23] accommoder
¤£ ¡¢動 調理する

[24] s’accommoder à
¤£ ¡¢動 に順応する

[25] accompagné
¤£ ¡¢形 エスコートされて・伴奏付きの
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[169] annuaire
¤£ ¡¢男 年鑑・電話帳

[170] annulaire
¤£ ¡¢男 薬指

[171] antigel
¤£ ¡¢男 不凍液

[172] antiquaire
¤£ ¡¢名 骨董品屋

[173] antiseptique
¤£ ¡¢男 消毒薬 (

¤£ ¡¢形 ：消毒の)

[174] antivol (antivol (invariable))
¤£ ¡¢男 盗難防止装置 (

¤£ ¡¢形 盗難防止の)

[175] apiculteur (apicultrice)
¤£ ¡¢名 養蜂家

[176] apiculture
¤£ ¡¢女 養蜂

[177] appareiller
¤£ ¡¢動 出航準備する

[178] appât
¤£ ¡¢男 (釣などの) えさ

[179] appâter
¤£ ¡¢動 えさでおびき寄せる

[180] faire appel à
¤£ ¡¢連 助けを求める

[181] appétissant
¤£ ¡¢形 おいしそうな・食欲をそそる

[182] application
¤£ ¡¢女 塗布・接着

[183] applique
¤£ ¡¢女 壁面照明器具

[184] appliqué
¤£ ¡¢形 まじめな・注意深い

[185] appliquer
¤£ ¡¢動 貼付ける・塗る

[186] approvisionnement
¤£ ¡¢男 供給・補給

[187] approvisionner
¤£ ¡¢動 供給する

[188] apte à
¤£ ¡¢連 に適した

[189] aquarelle [akwarEl]
¤£ ¡¢女 水彩画

[190] aquatique
¤£ ¡¢形 水棲の

[191] arachide
¤£ ¡¢女 ピーナツ

[192] arbitrage
¤£ ¡¢男 審判・判定

[193] arbuste
¤£ ¡¢男 小灌木

[194] archet
¤£ ¡¢男 楽器の弓

[195] archipel
¤£ ¡¢男 列島・諸島

[196] arête
¤£ ¡¢女 魚の骨

[197] argenté
¤£ ¡¢形 銀メッキの

[198] argenterie
¤£ ¡¢女 銀食器

[199] argile
¤£ ¡¢女 粘土

[200] aride
¤£ ¡¢形 乾燥して不毛の

[201] armateur
¤£ ¡¢男 船主

[202] armature
¤£ ¡¢女 骨組み

[203] armistice
¤£ ¡¢男 休戦

[204] arôme (= arome)
¤£ ¡¢男 アロマ
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[62] l’affaire d’un jour
¤£ ¡¢連 たった一日の仕事

[63] l’affaire d’un instant
¤£ ¡¢連 たった一瞬の仕事

[64] avoir affaire à
¤£ ¡¢連 に関わり合う

[65] faire l’affaire de
¤£ ¡¢連 にとって用をなす

[66] affaissement
¤£ ¡¢男 沈下・陥没

[67] affaisser
¤£ ¡¢動 へこませる

[68] affecté
¤£ ¡¢形 悲しんだ

[69] affecter
¤£ ¡¢動 悲しませる・悪影響を与える

[70] affection
¤£ ¡¢女 愛着・疾病

[71] affectueux (affectueuse)
¤£ ¡¢形 愛情のこもった・優しい

[72] d’affilée [dafile]
¤£ ¡¢連 続けざまに

[73] affluence
¤£ ¡¢女 混雑・雑踏

[74] affluent
¤£ ¡¢男 支流

[75] affluer
¤£ ¡¢動 殺到する

[76] affolant
¤£ ¡¢形 ひどく心配にさせるような

[77] affolé
¤£ ¡¢形 取り乱した状態の

[78] affolement
¤£ ¡¢男 動転・恐慌

[79] affoler
¤£ ¡¢動 動転させる

[80] affranchir
¤£ ¡¢動 解放する・切手を貼る

[81] affront
¤£ ¡¢男 侮辱

[82] affronter
¤£ ¡¢動 ～に立ち向かう

[83] affût
¤£ ¡¢男 待ち伏せ

[84] affûter
¤£ ¡¢動 刃物を研ぐ

[85] agglomération
¤£ ¡¢女 市街地

[86] agité
¤£ ¡¢形 落ち着かない・波乱に満ちた

[87] agiter
¤£ ¡¢動 揺り動かす・振る

[88] agrafe
¤£ ¡¢女 留め金・ホッチキスの針

[89] agrafer
¤£ ¡¢動 留める・固定する

[90] agrafeuse
¤£ ¡¢女 ホッチキス

[91] aux aguets
¤£ ¡¢連 見張って・警戒して

[92] ahuri
¤£ ¡¢形 あぜんとした

[93] aigreur
¤£ ¡¢女 酸味・辛辣さ

[94] aiguillage
¤£ ¡¢男 方針

[95] battre de l’aile
¤£ ¡¢連 危機に陥っている

[96] ailier
¤£ ¡¢男 サッカー (ラグビー) のウィング

[97] et ainsi de suite
¤£ ¡¢連 以下同様
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[98] courant d’air
¤£ ¡¢連 風通し

[99] en l’air
¤£ ¡¢連 空中に

[100] au grand air
¤£ ¡¢連 野外で

[101] en plein air
¤£ ¡¢連 屋外で

[102] air
¤£ ¡¢男 表情・顔つき

[103] en avoir l’air
¤£ ¡¢連 そのように見える

[104] n’avoir l’air de rien
¤£ ¡¢連 たいしたことはないように見え
る

[105] air
¤£ ¡¢男 旋律・アリア

[106] aire
¤£ ¡¢女 エリア・面積

[107] ajournement
¤£ ¡¢男 延期・不合格

[108] ajourner
¤£ ¡¢動 延期する・不合格にする

[109] ajustage
¤£ ¡¢男 調整

[110] ajuster
¤£ ¡¢動 調整する

[111] ajusteur
¤£ ¡¢男 仕上げをする人

[112] alarmant
¤£ ¡¢形 憂慮すべき・気がかりな

[113] alarme
¤£ ¡¢女 警報・不安

[114] alarmer
¤£ ¡¢動 不安にさせる

[115] album
¤£ ¡¢男 アルバム

[116] alcoolique
¤£ ¡¢形 アルコール中毒の・アルコール
の

[117] alcoolisé
¤£ ¡¢形 アルコールを含む

[118] alcoolisme
¤£ ¡¢男 アルコール中毒

[119] alerte
¤£ ¡¢形 機敏な

[120] alerte
¤£ ¡¢女 警報

[121] alerter
¤£ ¡¢動 通報する・知らせる

[122] algue
¤£ ¡¢女 藻

[123] aliéné
¤£ ¡¢名 精神病者

[124] alignement
¤£ ¡¢男 列・並び

[125] aligner
¤£ ¡¢動 並べる

[126] allaiter
¤£ ¡¢動 授乳する

[127] alléchant
¤£ ¡¢形 おいしそうな・魅惑的な

[128] aller et retour (aller-retour)
¤£ ¡¢連 往復

[129] alliage
¤£ ¡¢男 合金

[130] allocation
¤£ ¡¢女 手当

[131] allocution
¤£ ¡¢女 短い演説・スピーチ

[132] à toute allure
¤£ ¡¢連 全速力で



フランス語単語 10000語 11

[133] avoir de l’allure
¤£ ¡¢連 気品がある・堂々としている

[134] alouette
¤£ ¡¢女 ヒバリ

[135] alourdir
¤£ ¡¢動 重くする

[136] alpage
¤£ ¡¢男 高地の遊牧地

[137] alvéole
¤£ ¡¢女 蜂の巣の房室・歯茎

[138] alvéolé
¤£ ¡¢形 蜂の巣状の・小さな穴がたくさ
んある

[139] amabilité
¤£ ¡¢女 愛想の良さ・親切

[140] amarrage
¤£ ¡¢男 (船舶の) 係留

[141] amarre
¤£ ¡¢女 係留ロープ

[142] amarrer
¤£ ¡¢動 係留する

[143] aménagement
¤£ ¡¢男 整備

[144] aménager
¤£ ¡¢動 整備する

[145] amende
¤£ ¡¢女 罰金

[146] amendement
¤£ ¡¢男 修正・修正案

[147] amerrir
¤£ ¡¢動 着水する

[148] ameublement
¤£ ¡¢男 家具調度一式

[149] amical (amicale / amicaux)
¤£ ¡¢形 親しみのこもった

[150] amincir
¤£ ¡¢動 (服が人を) スマートに見せる

[151] amiral
¤£ ¡¢男 海軍大将

[152] amonceler
¤£ ¡¢動 積み上げる

[153] amont
¤£ ¡¢男 川上

[154] amorce
¤£ ¡¢女 紙火薬・撒き餌

[155] amorphe
¤£ ¡¢形 無気力な

[156] amortir
¤£ ¡¢動 和らげる・ショックを吸収する

[157] amortisseur
¤£ ¡¢男 ショックアブソーバー

[158] amphithéâtre
¤£ ¡¢男 円形闘技場・階段教室

[159] amphore
¤£ ¡¢女 アンフォラ (古代の把手付の壷)

[160] ampoule
¤£ ¡¢女 電球・アンプル

[161] amygdale [ami(g)dal]
¤£ ¡¢女 扁桃腺

[162] anémie
¤£ ¡¢女 貧血

[163] anémier
¤£ ¡¢動 貧血を起こさせる

[164] anémique
¤£ ¡¢形 貧血症の

[165] anesthésie
¤£ ¡¢女 麻酔

[166] anesthésier
¤£ ¡¢動 麻酔をかける

[167] anesthésique
¤£ ¡¢男 麻酔剤 (

¤£ ¡¢形 ：「麻酔の」)

[168] angine
¤£ ¡¢女 扁桃腺炎 (アンギーナ)
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[291] balisage
¤£ ¡¢男 道路標識

[292] balise
¤£ ¡¢女 標識

[293] baliser
¤£ ¡¢動 標識を設置する

[294] ballaste
¤£ ¡¢男 バラスト・敷き砂利

[295] ballerine
¤£ ¡¢女 バレリーナ

[296] ballon
¤£ ¡¢男 バルーン・ボール

[297] ballot
¤£ ¡¢男 (衣服や商品の)包み

[298] ballottage
¤£ ¡¢男 バロタージュ

[299] balustrade
¤£ ¡¢女 手すり・欄干

[300] bambin (bambine)
¤£ ¡¢名 (2-4 才の) 幼児

[301] bambou
¤£ ¡¢男 竹

[302] pousse de bambou
¤£ ¡¢連 タケノコ

[303] ban
¤£ ¡¢男 拍手喝采・布告

[304] bananier
¤£ ¡¢男 バナナの木

[305] bandage
¤£ ¡¢男 包帯すること

[306] bande
¤£ ¡¢男 包帯・テープ

[307] bande
¤£ ¡¢女 一団・一味

[308] faire bande à part
¤£ ¡¢連 分派をなす

[309] bandeau
¤£ ¡¢男 目隠し

[310] bander
¤£ ¡¢動 包帯する・目隠しする

[311] banderole
¤£ ¡¢女 横断幕・バナー

[312] bandit
¤£ ¡¢男 強盗・追いはぎ

[313] banditisme
¤£ ¡¢男 [集合的に]犯罪行為

[314] banlieusard
¤£ ¡¢名 郊外の住人

[315] banquette
¤£ ¡¢女 座席・シート

[316] banquier
¤£ ¡¢男 銀行家

[317] banquise
¤£ ¡¢女 氷原・浮氷塊

[318] baquet
¤£ ¡¢男 手桶・たらい

[319] baraque
¤£ ¡¢女 バラック

[320] baraquement
¤£ ¡¢男 仮宿舎

[321] barbecue [barb@ky]
¤£ ¡¢男 バーベキュー

[322] barbelé
¤£ ¡¢形 とげのある

[323] barboter
¤£ ¡¢動 (泥や水の中を) 動き回る

[324] barbouillage
¤£ ¡¢男 (ペンキなどを) 塗りたくること

[325] barbouiller
¤£ ¡¢動 塗りたくる・書きなぐる

[326] barbu
¤£ ¡¢形 ひげを生やした
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[205] arqué
¤£ ¡¢形 弓なりに曲がった

[206] s’arranger pour
¤£ ¡¢連 何とか～する

[207] arrhes
¤£ ¡¢女 [常に複数] 手付金

[208] arrière-goût
¤£ ¡¢男 後味

[209] arrondissement
¤£ ¡¢男 区・郡

[210] arrosage
¤£ ¡¢男 水まき

[211] arroser
¤£ ¡¢動 水をかける

[212] artère
¤£ ¡¢女 動脈・幹線道路

[213] feu d’artifice
¤£ ¡¢連 花火

[214] asperge
¤£ ¡¢女 アスパラガス

[215] asperger
¤£ ¡¢動 (水を) ひっかける・軽く振りか
ける

[216] asphyxie
¤£ ¡¢女 窒息

[217] asphyxier
¤£ ¡¢動 窒息 (死) させる

[218] aspirateur
¤£ ¡¢男 掃除機

[219] assagir
¤£ ¡¢動 静める・賢くならせる

[220] assidu
¤£ ¡¢形 熱心な・たゆまぬ

[221] assiduité
¤£ ¡¢女 熱心さ・精勤

[222] assommant
¤£ ¡¢形 退屈きわまりない

[223] assommer
¤£ ¡¢動 頭を殴って気絶させる・退屈さ
せる

[224] assortiment
¤£ ¡¢男 料理の盛り合わせ

[225] assortir
¤£ ¡¢動 組み合わせる・配合する

[226] assoupir
¤£ ¡¢動 居眠りさせる

[227] asthme [asm]
¤£ ¡¢男 喘息

[228] astuce
¤£ ¡¢女 巧妙な手段

[229] astucieux (astucieuse)
¤£ ¡¢形 巧妙な

[230] athlétisme
¤£ ¡¢男 陸上競技

[231] atout
¤£ ¡¢男 切り札

[232] âtre
¤£ ¡¢男 暖炉の火床・暖炉

[233] atroce
¤£ ¡¢形 残忍な

[234] atrocité
¤£ ¡¢女 残忍な行為

[235] attentat
¤£ ¡¢男 テロ行為

[236] atterrir
¤£ ¡¢動 着陸する

[237] atterrissage
¤£ ¡¢男 着陸

[238] attroupement
¤£ ¡¢男 人だかり・群衆

[239] attrouper
¤£ ¡¢動 群がる
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[240] auditoire
¤£ ¡¢男 聴衆

[241] auge
¤£ ¡¢女 飼料桶

[242] auriculaire
¤£ ¡¢形 聴覚の

[243] auriculaire
¤£ ¡¢女 小指

[244] ausculter
¤£ ¡¢動 聴診する

[245] autocollant
¤£ ¡¢形 のり付きの

[246] autodrome
¤£ ¡¢男 自動車サーキット

[247] auto-école
¤£ ¡¢女 自動車学校

[248] autographe
¤£ ¡¢形 自筆の

[249] autoritaire
¤£ ¡¢形 専制的な・威圧的な

[250] autoroute
¤£ ¡¢女 高速道路

[251] auto-stop
¤£ ¡¢男 ヒッチハイク

[252] auto-stoppeur (auto-

stoppeuse)

¤£ ¡¢名 ヒッチハイカー

[253] auvent
¤£ ¡¢男 玄関のひさし

[254] avalanche
¤£ ¡¢女 なだれ

[255] avant-bras
¤£ ¡¢男 前腕

[256] avant-centre
¤£ ¡¢男 サッカーのセンターフォワード

[257] avarié
¤£ ¡¢形 痛んだ・腐った

[258] s’aventurer
¤£ ¡¢動 危険を冒す

[259] aventurier (aventurière)
¤£ ¡¢名 冒険家

[260] avertisseur (avertisseuse)
¤£ ¡¢男 クラクション (

¤£ ¡¢形 警告の)

[261] aviation
¤£ ¡¢女 航空・飛行

[262] avide de
¤£ ¡¢形 ～に飢えた・～を渇望する

[263] aviron
¤£ ¡¢男 ボートのオール・ボート競技

[264] azote
¤£ ¡¢男 窒素
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第 2章

B

[265] baba
¤£ ¡¢男 ババ (ケーキの一種)

[266] bâbord
¤£ ¡¢男 左舷

[267] bac [bak]
¤£ ¡¢男 渡し船

[268] baccalauréat
¤£ ¡¢男 バカロレア

[269] bâcher
¤£ ¡¢動 シートをかける

[270] bâcler
¤£ ¡¢動 いい加減にする

[271] badaud
¤£ ¡¢名 野次馬

[272] badigeon
¤£ ¡¢男 石灰塗料

[273] badigeonner
¤£ ¡¢動 (薬や塗料) を塗る

[274] bafouiller
¤£ ¡¢動 口ごもる

[275] bagarre
¤£ ¡¢女 乱闘

[276] bague
¤£ ¡¢女 指輪

[277] baie
¤£ ¡¢女 湾

[278] baie
¤£ ¡¢女 窓

[279] baignade
¤£ ¡¢女 水浴

[280] baignoire
¤£ ¡¢女 浴槽

[281] bâillon
¤£ ¡¢男 猿ぐつわ

[282] bâillonner
¤£ ¡¢動 猿ぐつわをかませる

[283] bain de soleil
¤£ ¡¢連 日光浴

[284] être en baisse
¤£ ¡¢連 下落している

[285] balader
¤£ ¡¢動 (子供などを)散歩させる

[286] manche à balai
¤£ ¡¢連 操縦桿

[287] balançoire
¤£ ¡¢女 ブランコ

[288] balayage
¤£ ¡¢男 掃除

[289] balayeur (balayeuse)
¤£ ¡¢名 道路清掃人

[290] balbutier [balbysje]
¤£ ¡¢動 片言で言う・口ごもる
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[433] bouille
¤£ ¡¢女 おかゆ

[434] bouilloire
¤£ ¡¢女 やかん・湯沸かし

[435] bouleau
¤£ ¡¢男 白樺

[436] bouledogue
¤£ ¡¢男 ブルドック

[437] bouquin
¤£ ¡¢男 本

[438] bourdon
¤£ ¡¢男 マルハナバチ (昆虫)

[439] bourdonner
¤£ ¡¢動 (蜂などが) ぶんぶんいう

[440] bourgeon
¤£ ¡¢男 (植物の) 芽

[441] bourgeonner
¤£ ¡¢動 芽吹く

[442] bourrasque
¤£ ¡¢女 突風・敵対行動

[443] bourrer
¤£ ¡¢動 詰め込む

[444] bourru
¤£ ¡¢形 ぶっきらぼうな

[445] bousculade
¤£ ¡¢女 雑踏

[446] bousculer
¤£ ¡¢動 突き飛ばす

[447] se bousculer
¤£ ¡¢動 押し合いへし合いする

[448] boussole
¤£ ¡¢女 羅針盤

[449] bout à bout [butabu]
¤£ ¡¢連 両端をつなげて

[450] boutonnière
¤£ ¡¢女 ボタンホール

[451] boxe
¤£ ¡¢女 ボクシング

[452] boxeur
¤£ ¡¢男 ボクサー

[453] boyau (boyaux)
¤£ ¡¢男 [多く複数形]腸・ガット

[454] braconner
¤£ ¡¢動 密猟する・密漁する

[455] braconnier
¤£ ¡¢男 密猟者・密漁者

[456] braguette
¤£ ¡¢女 ズボンのチャック

[457] brailler
¤£ ¡¢動 わめく・どなる

[458] brancard
¤£ ¡¢男 担架

[459] branchement
¤£ ¡¢男 接続・配線

[460] brancher
¤£ ¡¢動 つなぐ・接続する

[461] braquer
¤£ ¡¢動 (銃口などを) 向ける

[462] brasier
¤£ ¡¢男 猛火・大火事

[463] brassard
¤£ ¡¢男 腕章

[464] brasse
¤£ ¡¢女 平泳ぎ

[465] brassée
¤£ ¡¢女 一抱えの量

[466] braver
¤£ ¡¢動 勇敢に立ち向かう

[467] bravoure
¤£ ¡¢女 勇敢

[468] brebis
¤£ ¡¢女 メヒツジ
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[327] baril
¤£ ¡¢男 小さな樽・[単位] バレル

[328] barman (barmen)
¤£ ¡¢男 バーテン

[329] barquette
¤£ ¡¢女 小舟型のパイ

[330] barrage
¤£ ¡¢男 通行止め・バリケード

[331] barreau
¤£ ¡¢男 格子

[332] barrette
¤£ ¡¢女 髪留めクリップ

[333] barreur
¤£ ¡¢名 操舵手 (barreuse)

[334] barricade
¤£ ¡¢女 バリケード・[複数形で]市街戦

[335] barricader
¤£ ¡¢動 しっかり閉める

[336] barrique
¤£ ¡¢女 大樽

[337] au bas de
¤£ ¡¢連 ～の足下に

[338] bas-côté
¤£ ¡¢男 路肩

[339] à base de
¤£ ¡¢連 ～を主成分とした [無冠詞名詞
と]

[340] basse-cour (basses-cours)
¤£ ¡¢女 家禽飼育場・家禽

[341] bassin
¤£ ¡¢男 泉水・ドック

[342] bassine
¤£ ¡¢女 洗い桶

[343] bastingage
¤£ ¡¢男 (船の上甲板の) 手すり

[344] batailleur (batailleuse)
¤£ ¡¢形 喧嘩っ早い

[345] bataillon
¤£ ¡¢男 大隊

[346] batterie
¤£ ¡¢女 電池・

¤£ ¡¢複 手段
[347] batteur

¤£ ¡¢男 泡立て器・ドラム奏者

[348] se battre avec
¤£ ¡¢動 [contre も可]～とけんかする
(se battre)

[349] bave
¤£ ¡¢女 よだれ

[350] baver
¤£ ¡¢動 よだれをたらす

[351] bavoir
¤£ ¡¢男 よだれかけ

[352] bavure
¤£ ¡¢女 にじみ・しみ

[353] bazar
¤£ ¡¢男 雑貨店・スーパーマーケット

[354] bêcher
¤£ ¡¢動 鋤で耕す

[355] bégaiement
¤£ ¡¢男 どもりること・どもり・吃音

[356] bégayer
¤£ ¡¢動 どもる

[357] bègue
¤£ ¡¢名 どもる人

[358] beignet
¤£ ¡¢男 衣揚げ

[359] bêlement
¤£ ¡¢男 メエメエという鳴き声

[360] bêler
¤£ ¡¢動 メエメエ鳴く

[361] belette
¤£ ¡¢女 ベレット (イタチ科の動物)
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[362] belote
¤£ ¡¢女 ブロット (トランプゲームの一
種)

[363] le bénéfice du doute
¤£ ¡¢連 疑わしきは罰せず

[364] bénévole
¤£ ¡¢名 ボランティア

[365] bénin (bénigne)
¤£ ¡¢形 軽微な

[366] bénitier [benitje]
¤£ ¡¢男 聖水盤

[367] benjamin
¤£ ¡¢名 最年少・末っ子

[368] benne
¤£ ¡¢女 (ダンプカーの) 可動式荷台

[369] béquille
¤£ ¡¢女 松葉杖

[370] berceuse
¤£ ¡¢女 子守唄

[371] béret
¤£ ¡¢男 ベレー帽

[372] berge
¤£ ¡¢女 土手

[373] bergerie
¤£ ¡¢女 羊小屋

[374] berlingot
¤£ ¡¢男 テトラパック

[375] besogne
¤£ ¡¢女 仕事

[376] bétail
¤£ ¡¢男 [集合的に]家畜

[377] béton
¤£ ¡¢男 コンクリート

[378] bétonnière
¤£ ¡¢女 コンクリートミキサー車 (=

bétonneuse)

[379] betterave
¤£ ¡¢女 テン菜・ビート

[380] beurrier
¤£ ¡¢男 バターケース

[381] bibelot
¤£ ¡¢男 小さな置物

[382] biberon
¤£ ¡¢男 哺乳瓶

[383] biceps [bisEps]
¤£ ¡¢男 力こぶ

[384] bidon
¤£ ¡¢女 ブリキ缶

[385] bien-être
¤£ ¡¢男 充足感・安楽

[386] bienfaiteur (bienfaitrice)
¤£ ¡¢名 恩人・篤志家

[387] bienveillance
¤£ ¡¢女 (目下の者に対する) 厚意

[388] bigoudi
¤£ ¡¢男 カーラー (髪につける)

[389] bijoutier [biZutje]
¤£ ¡¢名 宝石商・宝石細工人

[390] bile
¤£ ¡¢女 胆汁

[391] billard
¤£ ¡¢男 ビリヤード

[392] biscotte
¤£ ¡¢女 ラスク (パンの一種)

[393] biscuit
¤£ ¡¢男 ビスケット・スポンジケーキ

[394] bison
¤£ ¡¢男 野牛・バイソン

[395] bizarrerie
¤£ ¡¢女 奇妙さ

[396] blague
¤£ ¡¢女 冗談・法螺



フランス語単語 10000語 19

[397] blanchissage
¤£ ¡¢男 クリーニング

[398] blanchisserie
¤£ ¡¢女 クリーニング店

[399] blasé
¤£ ¡¢形 無感覚な・無感動な

[400] blême
¤£ ¡¢形 (顔色が)青い

[401] blêmir
¤£ ¡¢動 顔が青ざめる

[402] blindé
¤£ ¡¢男 装甲車

[403] se blottir
¤£ ¡¢動 身をすくめる

[404] blouse
¤£ ¡¢女 作業服

[405] blouson
¤£ ¡¢男 ブルゾン

[406] bleu-jean
¤£ ¡¢男 ブルージーンズ

[407] bluff
¤£ ¡¢男 こけおどし・ブラフ

[408] bluffer
¤£ ¡¢動 はったりをきかす

[409] bobine
¤£ ¡¢女 糸巻き・リール

[410] bocal
¤£ ¡¢男 広口瓶 (bocaux)

[411] bombardier
¤£ ¡¢男 爆撃機

[412] en avoir de bonnes
¤£ ¡¢連 冗談を言う・無茶を言う

[413] sentir bon
¤£ ¡¢連 良いにおいがする

[414] bond
¤£ ¡¢男 跳躍・ジャンプ

[415] bond en avant
¤£ ¡¢連 急成長

[416] faire faux bond à
¤£ ¡¢連 約束をすっぽかす・ドタキャン
する

[417] bondé
¤£ ¡¢形 超満員の

[418] bonhomme (bonshommes)
¤£ ¡¢男 男・やつ

[419] borné
¤£ ¡¢形 偏狭な

[420] bosse
¤£ ¡¢女 こぶ

[421] bottillon
¤£ ¡¢男 ショートブーツ

[422] bouc émissaire
¤£ ¡¢連 スケープゴート

[423] bouchée
¤£ ¡¢女 一口分

[424] boucher
¤£ ¡¢動 ふさぐ・栓をする

[425] bouchon
¤£ ¡¢男 栓・交通渋滞

[426] bouder
¤£ ¡¢動 ふくれる・すねる

[427] boudeur
¤£ ¡¢形 ふてくされた (boudeuse)

[428] boudin
¤£ ¡¢男 (豚の血と脂の)腸詰め

[429] boue
¤£ ¡¢女 どろ

[430] bouée
¤£ ¡¢女 ブイ

[431] bougie
¤£ ¡¢女 ろうそく・点火プラグ

[432] bouillabaisse
¤£ ¡¢女 ブイヤベース



24 フランス語単語 10000語

[539] cagoule
¤£ ¡¢女 目出し帽・覆面

[540] cahot
¤£ ¡¢男 地面の凹凸・[複数形で] 紆余
曲折

[541] caillé
¤£ ¡¢形 牛乳が凝縮した

[542] cailler
¤£ ¡¢動 (牛乳や血液を)凝固させる

[543] calcaire
¤£ ¡¢形 石灰質の

[544] calciner
¤£ ¡¢動 黒こげにする・高熱で焼く

[545] calcul mental
¤£ ¡¢連 暗算

[546] cale
¤£ ¡¢女 船倉

[547] calembour
¤£ ¡¢男 しゃれ

[548] cale-pied
¤£ ¡¢男 自転車ペダルのつま先止め

[549] caler
¤£ ¡¢動 固定する・エンストする

[550] calibre
¤£ ¡¢男 口径

[551] calibrer
¤£ ¡¢動 大きさでよりわける

[552] calice
¤£ ¡¢男 (ミサで葡萄酒を注ぐ)聖杯・カ
リス

[553] calice
¤£ ¡¢男 (花の) がく

[554] à califourchon
¤£ ¡¢連 馬乗りになって

[555] calmant
¤£ ¡¢男 鎮痛剤

[556] calot
¤£ ¡¢男 カロ (縁なし帽)

[557] calque
¤£ ¡¢男 トレーシング・ペーパー

[558] camaraderie
¤£ ¡¢女 仲間付き合い

[559] cambouis [kÃbwi]
¤£ ¡¢男 機械などの黒く汚れた油

[560] cambriolage
¤£ ¡¢男 押し込み強盗

[561] cambrioler
¤£ ¡¢動 強盗に入る

[562] cambrioleur
¤£ ¡¢名 押し込み強盗 (人) (cambri-

oleuse)

[563] camelote
¤£ ¡¢女 粗悪品・安物

[564] camionneur
¤£ ¡¢男 トラック運転手・トラック運送
業者

[565] campagnard
¤£ ¡¢形 田舎の

[566] maison de campagne
¤£ ¡¢連 別荘

[567] camper
¤£ ¡¢動 キャンプする

[568] campeur
¤£ ¡¢名 キャンパー (campeuse)

[569] canaille
¤£ ¡¢女 悪党

[570] canalisation
¤£ ¡¢女 航行可能化・(ガスや水道の)配
管
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[469] bredouille
¤£ ¡¢形 (狩猟で)成果なしの

[470] breloque
¤£ ¡¢女 時計の鎖などにつける小さな飾
り

[471] bretelle
¤£ ¡¢女 ズボン吊り・連絡道路

[472] brevet
¤£ ¡¢男 証明書・免許状

[473] bride
¤£ ¡¢女 手綱

[474] bridé
¤£ ¡¢形 (目が)切れ長の

[475] bridge
¤£ ¡¢男 ブリッジ (トランプゲームの一
種)

[476] brigadier
¤£ ¡¢男 巡査部長・伍長

[477] brimer
¤£ ¡¢動 いじめる・いやがらせをする

[478] brin
¤£ ¡¢男 細い茎

[479] brindille [brẼdij]
¤£ ¡¢女 細い枝

[480] brocanteur (brocanteuse)
¤£ ¡¢名 古物商

[481] brochet
¤£ ¡¢男 カワカマス

[482] brochure
¤£ ¡¢女 パンフレット

[483] broder
¤£ ¡¢動 刺繍する

[484] bronche
¤£ ¡¢女 気管支

[485] bronchite
¤£ ¡¢女 気管支炎

[486] bronzage
¤£ ¡¢男 日焼け

[487] bronzé
¤£ ¡¢形 日に焼けた

[488] bronzer
¤£ ¡¢動 日に焼く

[489] brouette
¤£ ¡¢女 一輪手押し車

[490] brouettée
¤£ ¡¢女 手押し車一台分の量

[491] brouillard
¤£ ¡¢男 霧

[492] brouille
¤£ ¡¢女 仲違い

[493] brouillé
¤£ ¡¢形 かき混ぜた・仲違いした

[494] brouiller
¤£ ¡¢動 かき混ぜる・曇らせる

[495] se brouiller avec
¤£ ¡¢連 ～と仲違いする

[496] broussaille
¤£ ¡¢女 茂み

[497] brousse
¤£ ¡¢女 低木林

[498] brouter
¤£ ¡¢動 (動物が草や新芽を) 食べる

[499] broyer
¤£ ¡¢動 砕く・粉にする

[500] Ça sent le brûlé.
¤£ ¡¢連 焦げ臭い・きな臭い

[501] brûlure
¤£ ¡¢女 火傷

[502] brumeux
¤£ ¡¢形 もやのかかった

[503] brunir
¤£ ¡¢動 日焼けさせる
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[504] brusquer
¤£ ¡¢動 せかせる・手荒に扱う

[505] brusquerie
¤£ ¡¢女 ぶっきらぼう

[506] brutaliser
¤£ ¡¢動 虐待する

[507] brute
¤£ ¡¢女 粗野な人間

[508] bruyère
¤£ ¡¢女 ヒース (植物の一種)

[509] budget
¤£ ¡¢男 予算

[510] budgétaire
¤£ ¡¢形 予算の

[511] buisson
¤£ ¡¢男 やぶ・しげみ

[512] bulle
¤£ ¡¢女 泡・気泡

[513] bulletin
¤£ ¡¢男 成績通知表・預かり証

[514] buté
¤£ ¡¢形 頑固な

[515] buter
¤£ ¡¢動 つまずく・ぶつかる
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第 3章

C

[516] cabane
¤£ ¡¢女 小屋・家畜小屋

[517] cabine de téléphone
¤£ ¡¢連 電話ボックス

[518] cabine d’essayage
¤£ ¡¢連 試着室

[519] cabinet
¤£ ¡¢男 小部屋・官房・トイレ [多く複
数形で]

[520] cabinet de toilette
¤£ ¡¢連 化粧室

[521] câble
¤£ ¡¢男 ケーブル

[522] télévision par câble
¤£ ¡¢連 ケーブルテレビ

[523] cabosser
¤£ ¡¢動 へこませる

[524] cabrer
¤£ ¡¢動 (馬を)後脚で立たせる・反抗さ
せる

[525] cabriole
¤£ ¡¢女 [複数形で]飛び跳ねること

[526] cacahouète (= cacahouette,

cacahuète)

¤£ ¡¢女 落花生

[527] cacao
¤£ ¡¢男 カカオの実

[528] cachalot
¤£ ¡¢男 マッコウクジラ

[529] cache-cache
¤£ ¡¢男 かくれんぼう

[530] cache-nez
¤£ ¡¢男 マフラー ([invariable])

[531] cacheter
¤£ ¡¢動 封をする

[532] cachot
¤£ ¡¢男 独房

[533] cactus [kaktys]
¤£ ¡¢男 サボテン

[534] cadence
¤£ ¡¢女 リズム・テンポ

[535] cadran
¤£ ¡¢男 計器や時計の文字盤

[536] cadrer avec
¤£ ¡¢動 ～と一致する

[537] cage
¤£ ¡¢女 鳥かご

[538] cageot
¤£ ¡¢男 かご・ケース
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[674] championnat
¤£ ¡¢男 選手権試合

[675] coup de chance
¤£ ¡¢連 まぐれ・思わぬ幸運

[676] chanceux
¤£ ¡¢名 運の良い人

[677] chandail
¤£ ¡¢男 セーター

[678] chandelier
¤£ ¡¢男 燭台・ろうそく立て

[679] gagner au change
¤£ ¡¢連 得な取引をする

[680] perdre au change
¤£ ¡¢連 損な取引をする

[681] chantage
¤£ ¡¢男 恐喝

[682] faire chanter
¤£ ¡¢連 (人を) 恐喝する・ゆする

[683] en chantier
¤£ ¡¢連 進行中の・製作中の

[684] chantonner
¤£ ¡¢動 小声で歌う・口ずさむ

[685] chaos [kao]
¤£ ¡¢男 カオス

[686] chapelet
¤£ ¡¢男 数珠

[687] chapelure
¤£ ¡¢女 パン粉

[688] chapiteau
¤£ ¡¢男 サーカスの天幕・柱頭 (建築物
の)

[689] au chapitre de
¤£ ¡¢連 ～に関して (３語)

[690] sur le chapitre de
¤£ ¡¢連 ～について (４語)

[691] char
¤£ ¡¢男 二輪馬車・戦車 (現代の)

[692] charade
¤£ ¡¢女 言葉遊び

[693] charcuterie
¤£ ¡¢女 豚肉販売店・豚肉製品

[694] charcutier
¤£ ¡¢名 豚肉屋の主人

[695] chardon
¤£ ¡¢男 アザミ

[696] être à la charge de
¤£ ¡¢連 ～の負担である (費用などが)・
～に養われている

[697] prendre en charge
¤£ ¡¢連 ～を引き受ける

[698] chargement
¤£ ¡¢男 荷積・荷役

[699] chariot
¤£ ¡¢男 荷車・カート

[700] être charmé de
¤£ ¡¢連 ～がうれしい

[701] charnière
¤£ ¡¢女 蝶番・接点

[702] charretier
¤£ ¡¢名 荷車引き

[703] charrier
¤£ ¡¢動 (川などが) 押し流す

[704] châssis
¤£ ¡¢男 サッシ・窓枠・シャーシー (自
動車の)

[705] châtaigne
¤£ ¡¢女 栗の実

[706] châtaignier
¤£ ¡¢男 栗の木

[707] châtain
¤£ ¡¢形 栗色の



フランス語単語 10000語 25

[571] canapé
¤£ ¡¢男 ソファー

[572] canari
¤£ ¡¢男 カナリア

[573] cancéreux
¤£ ¡¢形 癌の

[574] candidature
¤£ ¡¢女 立候補・出願

[575] cane
¤£ ¡¢女 メスの鴨

[576] caneton
¤£ ¡¢男 アヒルやカモのひな

[577] canette
¤£ ¡¢女 糸巻き

[578] cape
¤£ ¡¢女 ケープ

[579] capital et intérêt
¤£ ¡¢連 元金と利子

[580] capitulation
¤£ ¡¢女 降伏

[581] capituler
¤£ ¡¢動 降伏する

[582] capot
¤£ ¡¢男 ボンネット

[583] capote
¤£ ¡¢女 馬車の幌

[584] caprice
¤£ ¡¢男 気まぐれ

[585] capricieux
¤£ ¡¢形 気まぐれな

[586] capsule
¤£ ¡¢女 瓶の栓

[587] captivant
¤£ ¡¢形 心を奪うような

[588] captiver
¤£ ¡¢動 魅了する

[589] capture
¤£ ¡¢女 捕獲・捕獲物

[590] capturer
¤£ ¡¢動 捕獲する

[591] capuche
¤£ ¡¢女 フード

[592] capuchon
¤£ ¡¢男 フード・(ペンの) キャップ

[593] carafe
¤£ ¡¢女 水差し・カラフ

[594] carambolage
¤£ ¡¢男 玉突き事故

[595] se caramboler
¤£ ¡¢動 車同士が玉突き衝突する

[596] caraméliser
¤£ ¡¢動 カラメル状にする

[597] carapace
¤£ ¡¢女 甲羅・甲殻

[598] caravane
¤£ ¡¢女 キャラバン・キャンピングカー

[599] carboniser
¤£ ¡¢動 黒こげにする

[600] carburant
¤£ ¡¢男 エンジン用燃料

[601] carcasse
¤£ ¡¢女 骸骨 (動物の)・骨組み

[602] cardiaque
¤£ ¡¢形 心臓の・心臓病の

[603] caressant
¤£ ¡¢形 甘えん坊の

[604] cargaison
¤£ ¡¢女 積み荷 (船の)

[605] cargo
¤£ ¡¢男 貨物船

[606] cargo pétrolier
¤£ ¡¢連 タンカー
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[607] cargo mixte
¤£ ¡¢連 貨客船

[608] carie
¤£ ¡¢女 虫歯

[609] carillon
¤£ ¡¢男 (教会などの組鐘)・カリヨン

[610] carnassier
¤£ ¡¢形 肉食の・肉食獣

[611] carnet
¤£ ¡¢男 手帳・(切符や切手の)綴り

[612] carnivore
¤£ ¡¢形 肉食性の・肉食動物

[613] carpe
¤£ ¡¢女 鯉

[614] carreau
¤£ ¡¢男 窓ガラス・タイル

[615] carreaux
¤£ ¡¢男 [複数で] チェック・格子

[616] carrière
¤£ ¡¢女 職業

[617] carrière
¤£ ¡¢女 石切り場

[618] carrosserie
¤£ ¡¢女 自動車のボディ

[619] carrure
¤£ ¡¢女 (衣服の) 肩幅

[620] cartable
¤£ ¡¢男 通学鞄・ランドセル

[621] carton
¤£ ¡¢男 ボール紙・ボール箱

[622] cartonné
¤£ ¡¢形 (本が) ハードカバーの

[623] cartouche
¤£ ¡¢女 薬莢・カートリッジ

[624] cascade
¤£ ¡¢女 滝

[625] cascadeur
¤£ ¡¢名 スタントマン (cascadeuse)

[626] case
¤£ ¡¢女 小屋・仕切り・マス目

[627] caser
¤£ ¡¢動 詰め込む

[628] caserne
¤£ ¡¢女 兵舎

[629] casier
¤£ ¡¢男 仕切り棚・整理棚

[630] casque
¤£ ¡¢男 ヘルメット・ドライヤー (美容院
の)

[631] casquette
¤£ ¡¢女 ひさしのついた帽子

[632] casse-croûte
¤£ ¡¢男 簡単な食事・弁当 ([invariable])

[633] casse-tête
¤£ ¡¢男 難問・骨の折れる仕事 ([invari-

able])

[634] catastrophé
¤£ ¡¢形 呆然とした・意気阻喪した

[635] catch
¤£ ¡¢男 プロレスリング

[636] catcheur
¤£ ¡¢名 プロレスラー (catcheuse)

[637] catéchisme
¤£ ¡¢男 公教要理

[638] cauchemar
¤£ ¡¢男 悪夢

[639] causant
¤£ ¡¢形 話し好きな

[640] causer
¤£ ¡¢動 おしゃべりする

[641] causerie
¤£ ¡¢女 講話・談義・おしゃべり
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[642] caveau
¤£ ¡¢男 地下納骨所 (caveaux)

[643] caverne
¤£ ¡¢女 洞窟

[644] cellule
¤£ ¡¢女 独房・細胞

[645] censurer
¤£ ¡¢動 発禁処分にする・不信任案決議
する

[646] centenaire
¤£ ¡¢男 百年祭

[647] centrale hydraulique
¤£ ¡¢連 水力発電所

[648] centrale thermique
¤£ ¡¢連 火力発電所

[649] centrale nucléaire
¤£ ¡¢連 原子力発電所 (centrale atom-

ique)

[650] centriste
¤£ ¡¢名 中道派

[651] cercle littéraire
¤£ ¡¢連 文学サークル

[652] cérébral
¤£ ¡¢形 脳の (cérébrale, cérébraux)

[653] cerf-volant
¤£ ¡¢男 凧

[654] cerner
¤£ ¡¢動 取り囲む・範囲を狭める

[655] certificat
¤£ ¡¢男 証明書・修了証書

[656] certifier
¤£ ¡¢動 証明する・保証する

[657] se creuser la cervelle
¤£ ¡¢連 頭を絞る

[658] cessez-le-feu
¤£ ¡¢男 停戦・停戦命令

[659] chahut 男性・名詞 大騒ぎ・野次
[660] chahuter

¤£ ¡¢動 大騒ぎする・野次る

[661] chaîne
¤£ ¡¢女 ステレオコンポ

[662] châle
¤£ ¡¢男 ショール

[663] chalet
¤£ ¡¢男 ヨーロッパ山岳部の木造民家・
シャレー

[664] chaleureusement
¤£ ¡¢副 熱意をこめて

[665] chaleureux
¤£ ¡¢形 熱意にあふれた・真心のこもっ
た

[666] chaloupe
¤£ ¡¢女 大型ボート

[667] chaloupe de sauvetage
¤£ ¡¢連 救命ボート

[668] chalumeau
¤£ ¡¢男 溶接用トーチランプ・ストロー

[669] se chamailler
¤£ ¡¢動 つまらないことでけんかする

[670] chamois
¤£ ¡¢男 シャモア (羚羊の一種)・シャモ
ア革

[671] champs d’action
¤£ ¡¢連 活動分野

[672] champêtre
¤£ ¡¢形 田園の・田舎の

[673] champignon vénéneux
¤£ ¡¢連 毒キノコ
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[814] en pleine clarté
¤£ ¡¢連 白日のもとに・光をいっぱい浴
びて

[815] en toute clarté
¤£ ¡¢連 非常に明快に

[816] faire la classe
¤£ ¡¢連 授業を行う

[817] classeur
¤£ ¡¢男 書籍戸棚

[818] clavicule
¤£ ¡¢女 鎖骨

[819] cliché
¤£ ¡¢男 写真・ネガ

[820] clientèle
¤£ ¡¢女 客 [集合的に]・患者

[821] clou
¤£ ¡¢男 釘・ショーの目玉・横断歩道
[複数で]

[822] clouer
¤£ ¡¢動 釘や鋲で固定する

[823] faire le clown [fEr l@ klun]
¤£ ¡¢連 おどけてみせる

[824] club [klœb]
¤£ ¡¢男 クラブ・サークル

[825] se coaguler
¤£ ¡¢動 凝固する・凝結する

[826] cobaye [kObaj]
¤£ ¡¢男 モルモット

[827] cobra
¤£ ¡¢男 コブラ

[828] cocarde
¤£ ¡¢男 軍用機の国籍マーク

[829] cocher
¤£ ¡¢男 御者

[830] cocotier [kOkOtje]
¤£ ¡¢男 ココヤシの木

[831] coéquipier
¤£ ¡¢名 チームメート

[832] de tout son cœur
¤£ ¡¢連 心底から・精一杯

[833] coffre
¤£ ¡¢男 大箱・車のトランク

[834] coffre-fort
¤£ ¡¢男 金庫 (coffres-forts)

[835] coffret
¤£ ¡¢男 小箱

[836] cogner
¤£ ¡¢動 [sur, à, contre、を] 打つ・叩
く・ぶつかる

[837] se cogner la tête contre

les murs

¤£ ¡¢連 行き詰まる

[838] cohabitation
¤£ ¡¢女 同居・保革共存

[839] cohue
¤£ ¡¢女 雑踏・人ごみ・群衆

[840] coiffé
¤£ ¡¢形 髪を整えた・[de,を]かぶった

[841] coiffer
¤£ ¡¢動 人の髪を整える・かぶらせる

[842] se coiffer
¤£ ¡¢動 自分の髪をとく

[843] coiffeur
¤£ ¡¢名 理髪師・美容師 (coiffeuse)

[844] coiffure
¤£ ¡¢女 髪型・かぶり物

[845] coincé
¤£ ¡¢形 動かない・身動きできない

[846] se coincer
¤£ ¡¢動 自分の～をはさむ
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[708] chatouillement
¤£ ¡¢男 くすぐること

[709] chatouiller
¤£ ¡¢動 くすぐる

[710] chatouilleux
¤£ ¡¢形 くすぐったがりの・敏感な

[711] chaudement
¤£ ¡¢副 暖かく・熱烈に

[712] chaudière
¤£ ¡¢女 ボイラー

[713] plaque chauffante
¤£ ¡¢連 ホットプレート

[714] chauffeur de camion
¤£ ¡¢連 トラック運転手

[715] chaume
¤£ ¡¢男 藁

[716] chaumière
¤£ ¡¢女 藁葺きの家

[717] chaussée
¤£ ¡¢女 車道

[718] chausse-pied
¤£ ¡¢男 靴べら

[719] chausser du
¤£ ¡¢連 ～サイズの靴をはく

[720] chaussette
¤£ ¡¢女 ソックス

[721] chausson
¤£ ¡¢男 スリッパ

[722] chaussure
¤£ ¡¢女 靴

[723] chauve-souris (chauves-

souris)

¤£ ¡¢女 コウモリ

[724] chaux
¤£ ¡¢女 石灰

[725] chavirer
¤£ ¡¢動 転覆する

[726] chef-lieu [SEfljø] (chefs-lieux)
¤£ ¡¢男 県庁所在地

[727] cheminot
¤£ ¡¢名 鉄道員

[728] chemise
¤£ ¡¢女 男性用シャツ・ワイシャツ・ファ
イル

[729] chemisette
¤£ ¡¢女 半袖シャツ

[730] chemisier
¤£ ¡¢男 女性用シャツ・ブラウス

[731] chêne
¤£ ¡¢男 コナラ・オーク

[732] chèque de voyage
¤£ ¡¢連 トラベラーズチェック

[733] chèque sans provision
¤£ ¡¢連 不渡り小切手

[734] chéquier
¤£ ¡¢男 小切手帳

[735] chercheur (chercheuse)
¤£ ¡¢名 研究者・研究員

[736] chétif (chétive)
¤£ ¡¢形 ひ弱な

[737] cheval de pur sang
¤£ ¡¢連 サラブレッド

[738] chevalin
¤£ ¡¢形 馬の (chevaline)

[739] chevelure
¤£ ¡¢女 長い髪・彗星の尾

[740] cheville
¤£ ¡¢女 くるぶし・ボルト

[741] chewing-gum [SwiNgOm]
¤£ ¡¢男 チューインガム

[742] chicane
¤£ ¡¢女 ジグザグ通路
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[743] chicorée
¤£ ¡¢女 エンダイブ (植物)

[744] chiffon
¤£ ¡¢男 布切れ・ぞうきん

[745] chiffonner
¤£ ¡¢動 しわくちゃにする

[746] chiffonnier
¤£ ¡¢名 廃品回収業者・くずひろいする
人

[747] chiffre d’affaire
¤£ ¡¢連 企業の総売上高

[748] en chiffres ronds
¤£ ¡¢連 端数切り捨てで

[749] réaction chimique
¤£ ¡¢連 化学反応

[750] chimpanzé
¤£ ¡¢男 チンパンジー

[751] chips [Sips]
¤£ ¡¢女 [常に複数] ポテトチップス

[752] opération chirurgicale
¤£ ¡¢連 外科手術

[753] chirurgie esthétique
¤£ ¡¢連 美容整形外科

[754] chirurgien
¤£ ¡¢名 外科医

[755] chlorophylle
¤£ ¡¢女 葉緑素

[756] en chœur
¤£ ¡¢連 全員一致で

[757] chômer
¤£ ¡¢動 失業する

[758] chômeur
¤£ ¡¢名 失業者

[759] choral (chorals)
¤£ ¡¢男 合唱用聖歌・コラール

[760] chorale
¤£ ¡¢女 合唱団

[761] chouette
¤£ ¡¢女 フクロウ

[762] chouette
¤£ ¡¢形 すてきな

[763] chrome
¤£ ¡¢男 クロム

[764] chromer
¤£ ¡¢動 クロムメッキする

[765] chronique
¤£ ¡¢形 慢性の

[766] chronomètre
¤£ ¡¢男 ストップウオッチ

[767] chronométrer
¤£ ¡¢動 時間を正確に計る

[768] chronométreur
¤£ ¡¢名 計時係・タイムキーパー

[769] chrysanthème
¤£ ¡¢男 菊

[770] chuchotement
¤£ ¡¢男 ささやき

[771] chuchoter
¤£ ¡¢動 ささやく

[772] cible
¤£ ¡¢女 標的・的

[773] cicatrice
¤£ ¡¢女 傷跡

[774] se cicatriser
¤£ ¡¢動 傷が癒着する

[775] cigale
¤£ ¡¢女 蝉

[776] cigare
¤£ ¡¢女 葉巻

[777] cime
¤£ ¡¢女 頂き・梢

[778] ciment
¤£ ¡¢男 セメント
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[779] cimenter
¤£ ¡¢動 セメントで固める

[780] cinéaste
¤£ ¡¢名 映画監督

[781] cingler
¤£ ¡¢動 激しく打つ・風雨が叩きつける

[782] cintre
¤£ ¡¢男 ハンガー

[783] cirage
¤£ ¡¢男 靴墨・ワックス

[784] circoncision
¤£ ¡¢女 割礼

[785] circonférence
¤£ ¡¢女 円周・周囲

[786] circuit
¤£ ¡¢男 一周

[787] circulaire
¤£ ¡¢形 円形の

[788] circulation
¤£ ¡¢女 交通・循環

[789] circuler
¤£ ¡¢動 通行する・循環する

[790] cire
¤£ ¡¢女 ロウ・ワックス

[791] cirer
¤£ ¡¢動 ワックスをかける・みがく

[792] cirque
¤£ ¡¢男 サーカス・円形闘技場

[793] ciseaux
¤£ ¡¢男 [常に複数形で] はさみ

[794] citadelle
¤£ ¡¢女 城塞・牙城・拠点

[795] citadin
¤£ ¡¢名 都会人

[796] citerne
¤£ ¡¢女 貯水槽・タンク

[797] citrouille
¤£ ¡¢女 カボチャ

[798] civet
¤£ ¡¢男 シヴェ (料理の一種)

[799] civière
¤£ ¡¢女 担架

[800] en civil
¤£ ¡¢連 平服で・私服で

[801] civique
¤£ ¡¢形 市民の・公民の

[802] voir clair
¤£ ¡¢連 はっきり見える

[803] clairière
¤£ ¡¢女 林間の空き地

[804] clairon
¤£ ¡¢男 軍隊のラッパ

[805] clairsemé
¤£ ¡¢形 まばらな

[806] clairvoyant
¤£ ¡¢形 洞察力のある

[807] clameur
¤£ ¡¢女 叫び声・怒号

[808] clandestin
¤£ ¡¢形 非合法の

[809] claquage
¤£ ¡¢男 肉離れ

[810] claquement
¤£ ¡¢男 バタン・ピシリ・カチカチ

[811] claquer
¤£ ¡¢動 音を出す (バタン・ピシリ・カチ
カチ)

[812] clarinette
¤£ ¡¢女 クラリネット

[813] avec clarté
¤£ ¡¢連 明快に・はっきりと
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[946] à ce compte
¤£ ¡¢連 そんな風なら・この分では (à ce

compte-là)

[947] compte à rebours
¤£ ¡¢連 カウントダウン

[948] en fin de compte
¤£ ¡¢連 要するに・結局 (４語)

[949] se rendre compte de
¤£ ¡¢連 [de / que + ind.]～に気づく・
～を理解する

[950] tenir compte de
¤£ ¡¢連 ～を考慮する

[951] tout compte fait
¤£ ¡¢連 結局のところ・つまるところ (３
語)

[952] compter
¤£ ¡¢動 数える・勘定に入れる・[— inf.]

～するつもりだ

[953] sans compte de
¤£ ¡¢連 [— qch / que + ind.]～を別に
しても

[954] compter sur
¤£ ¡¢動 ～をあてにする

[955] compte rendu (comptes ren-

dus)

¤£ ¡¢男 報告書

[956] compteur
¤£ ¡¢男 計器・カウンター

[957] comptoir
¤£ ¡¢男 (バーなどの) カウンター

[958] comte
¤£ ¡¢男 伯爵

[959] comtesse
¤£ ¡¢女 伯爵夫人

[960] concave
¤£ ¡¢形 凹面の

[961] concentration
¤£ ¡¢女 集中

[962] camp de concentration
¤£ ¡¢連 強制収容所

[963] concentré
¤£ ¡¢形 濃縮した

[964] lait concentré
¤£ ¡¢連 コンデンスミルク

[965] concentrer
¤£ ¡¢動 ～を集中する

[966] conception
¤£ ¡¢女 観念・着想・受胎

[967] concerner
¤£ ¡¢動 [— qch, に] 関係する・関わる

[968] en ce qui concerne
¤£ ¡¢連 [— qch]～に関しては

[969] concevoir
¤£ ¡¢動 理解する・解る・着想する・構
想する

[970] en conclusion
¤£ ¡¢連 結論としては

[971] concorder avec
¤£ ¡¢動 ～と一致する

[972] concourir à
¤£ ¡¢動 [qch / inf.]～を目指す・目指し
て協力する

[973] concours
¤£ ¡¢男 選抜試験・協力

[974] condition
¤£ ¡¢女 条件・料金・状況 [多く複数形]
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[847] colique
¤£ ¡¢女 [多く複数形]腹痛・下痢

[848] colis
¤£ ¡¢男 小包

[849] collant
¤£ ¡¢形 接着性の

[850] collant
¤£ ¡¢男 パンティーストッキング

[851] collecte
¤£ ¡¢女 募金

[852] collectionneur (collection-

neuse)

¤£ ¡¢名 コレクター

[853] collectivité
¤£ ¡¢女 共同体

[854] collège libre
¤£ ¡¢連 私立中学校

[855] collégien
¤£ ¡¢名 中学生

[856] collier
¤£ ¡¢男 ネックレス・犬の首輪

[857] colombe
¤£ ¡¢女 白鳩

[858] colonie de vacances
¤£ ¡¢連 林間学校・臨海学校

[859] colonnade
¤£ ¡¢女 列柱

[860] colorer
¤£ ¡¢動 [de, 色に]染める

[861] colorier
¤£ ¡¢動 彩色する

[862] colosse
¤£ ¡¢男 巨人

[863] coma
¤£ ¡¢男 昏睡

[864] combatif
¤£ ¡¢形 戦闘的な

[865] combattant
¤£ ¡¢名 戦闘員

[866] combattre
¤£ ¡¢動 ～を相手に戦う

[867] combinaison
¤£ ¡¢女 組み合わせ・計略

[868] combiner
¤£ ¡¢動 組み合わせる・計略を練る

[869] comble
¤£ ¡¢男 絶頂・屋根裏部屋 [多く複数形]

[870] comblé
¤£ ¡¢形 ～に満ちた [de]・満ち足りた

[871] combler
¤£ ¡¢動 埋める・(願いを) 叶える

[872] combustible nucléaire
¤£ ¡¢連 核燃料

[873] comestible
¤£ ¡¢形 食用に適した

[874] comestible
¤£ ¡¢男 [多く複数形]食料品

[875] comité
¤£ ¡¢男 委員会・委員 [集合的に]

[876] commandant
¤£ ¡¢男 指揮官・少佐・艦長・機長

[877] commande
¤£ ¡¢女 注文・操縦

[878] commandement
¤£ ¡¢男 命令・指揮

[879] commander
¤£ ¡¢動 命令する [de + inf.]・注文する

[880] commentateur (commenta-

trice)

¤£ ¡¢名 コメンテーター

[881] commerçant
¤£ ¡¢名 商人
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[882] ville commerçante
¤£ ¡¢連 商業都市

[883] commerce
¤£ ¡¢男 商業・商店

[884] maison de commerce
¤£ ¡¢連 商社

[885] commercial (commerciale,

commerciaux)

¤£ ¡¢形 商業の

[886] balance commerciale
¤£ ¡¢連 貿易収支

[887] commère
¤£ ¡¢女 おしゃべり女

[888] commis
¤£ ¡¢男 店員・事務職員

[889] commissaire
¤£ ¡¢男 警視・警察署長・委員

[890] commissariat
¤£ ¡¢男 警察署・委員会

[891] commission
¤£ ¡¢女 委員会・買い物

¤£ ¡¢複 ・手数料
[892] commissionnaire

¤£ ¡¢名 使い走りする人・取次業者・問
屋兼仲買人

[893] commode
¤£ ¡¢形 便利な・簡単な・楽な

[894] commode
¤£ ¡¢女 整理ダンス

[895] commodément
¤£ ¡¢副 楽に・くつろいで

[896] en commun
¤£ ¡¢連 共同で・共同の

[897] commune
¤£ ¡¢女 市町村

[898] communiant
¤£ ¡¢名 聖体拝領する子

[899] moyen de communica-

tion

¤£ ¡¢連 メディア

[900] communier
¤£ ¡¢動 聖体拝領する

[901] communion
¤£ ¡¢女 聖体拝領

[902] communiquer
¤£ ¡¢動 情報などを伝達する

[903] compact [kÕpakt]
¤£ ¡¢形 ぎっしりと詰まった・コンパクト
な

[904] en compagnie de
¤£ ¡¢連 ～と一緒に

[905] tenir compagnie à
¤£ ¡¢連 ～と一緒にいる・～の相手をす
る

[906] compagnon
¤£ ¡¢男 仲間・連れ (compagne)

[907] comparaître
¤£ ¡¢動 出廷する (法律用語)

[908] compas [kÕpA]
¤£ ¡¢男 コンパス (円を書く)・羅針盤

[909] en compensation
¤£ ¡¢連 そのかわりに・代償として

[910] pour compenser
¤£ ¡¢連 かわりに・埋め合わせに

[911] compère
¤£ ¡¢男 相棒 (手品師などの)・さくら

[912] compétence
¤£ ¡¢女 専門能力・権限

[913] compétent
¤£ ¡¢形 専門能力のある・権限のある
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[914] compétitif
¤£ ¡¢形 競争力のある

[915] compétition
¤£ ¡¢女 対抗試合・競争

[916] complaisance
¤£ ¡¢女 心遣い・媚び・自己満足

[917] complaisant
¤£ ¡¢形 親切な [pour,～に対して]・甘
すぎる．自惚れた

[918] C’est complet !
¤£ ¡¢連 泣き面に蜂だ

[919] complet
¤£ ¡¢男 三つ揃いのスーツ

[920] complication
¤£ ¡¢女 もめごと・合併症

¤£ ¡¢複
[921] complice

¤£ ¡¢名 共犯者・加担者

[922] complicité
¤£ ¡¢女 共犯・共謀

[923] compliment
¤£ ¡¢男 お世辞・祝辞

[924] complot
¤£ ¡¢男 陰謀・謀議

[925] comploter
¤£ ¡¢動 [qch, de inf, を]企む・謀る

[926] comportement
¤£ ¡¢男 振る舞い

[927] comporter
¤£ ¡¢動 含む・内包する

[928] se comporter
¤£ ¡¢動 振る舞う・行動する

[929] se composer de
¤£ ¡¢動 ～で構成される

[930] composition
¤£ ¡¢女 成分・学校の試験

[931] composition informa-

tique

¤£ ¡¢連 コンピューター組版

[932] compote
¤£ ¡¢女 コンポート (果物の砂糖煮)

[933] compréhensif
¤£ ¡¢形 理解のある・優しい

[934] comprendre quelque

chose à

¤£ ¡¢動 [qch, が]多少はわかる

[935] compresse
¤£ ¡¢女 ガーゼ

[936] compresseur
¤£ ¡¢男 コンプレッサー

[937] comprimé
¤£ ¡¢形 圧縮した

[938] comprimé
¤£ ¡¢男 錠剤

[939] comprimer
¤£ ¡¢動 圧縮する

[940] y compris
¤£ ¡¢連 [— qch]～を含めて

[941] comptabilité
¤£ ¡¢女 会計・簿記

[942] comptable
¤£ ¡¢形 会計の・責任がある・可算の
[言語]

[943] comptant
¤£ ¡¢形 現金の

[944] payer comptant
¤£ ¡¢連 即金で全額支払う

[945] compte
¤£ ¡¢男 計算・勘定・会計・口座
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[1070] contrarier
¤£ ¡¢動 邪魔する・困らせる・苛立たせ
る

[1071] contrariété
¤£ ¡¢女 不愉快・不満

[1072] contrat de louage
¤£ ¡¢連 賃貸契約

[1073] contravention
¤£ ¡¢女 罰金・違反

[1074] par contre
¤£ ¡¢連 その代わりに・それに反して

[1075] contre-attaque
¤£ ¡¢女 反撃・逆襲

[1076] contrebande
¤£ ¡¢女 密輸入・密輸入品

[1077] contrebandier (contre-

bandière)

¤£ ¡¢名 密輸業者

[1078] contrecarrer
¤£ ¡¢動 妨害する

[1079] à contrecœur
¤£ ¡¢連 不承不承・いやいや・しぶしぶ

[1080] à contre-jour
¤£ ¡¢連 逆光で

[1081] contremaître (con-

tremaı̂tresse)

¤£ ¡¢名 職工長・現場監督

[1082] contre-pied
¤£ ¡¢男 正反対

[1083] à contre-pied
¤£ ¡¢連 逆をついて・意表をついて

[1084] contre-plaqué
¤£ ¡¢連 合板・ベニア板

[1085] contrer
¤£ ¡¢動 反撃する

[1086] contretemps
¤£ ¡¢男 思いがけない不都合・不測の事
態

[1087] contribuable
¤£ ¡¢名 納税者

[1088] contrôleur (contrôleuse)
¤£ ¡¢名 車掌・検札係

[1089] convalescence
¤£ ¡¢女 回復期

[1090] convalescent
¤£ ¡¢形 回復期にある

[1091] convenable
¤£ ¡¢形 礼儀正しい・適切な

[1092] convenablement
¤£ ¡¢副 礼儀正しく・適切に

[1093] convergence
¤£ ¡¢女 集中・収斂

[1094] lentille convergente
¤£ ¡¢連 凸レンズ

[1095] converger
¤£ ¡¢動 集中する・収斂する

[1096] convier
¤£ ¡¢動 (食事や祝宴に)招く・招待する

[1097] convive
¤£ ¡¢名 招待客・列席者

[1098] convocation
¤£ ¡¢女 呼び出し通知・出頭命令・召喚

[1099] convoquer
¤£ ¡¢動 招集する・召喚する

[1100] coopérant
¤£ ¡¢名 (途上国援助の) 派遣隊

[1101] coopérative de consom-

mation

¤£ ¡¢連 生活協同組合
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[975] à condition de
¤£ ¡¢連 [inf. / que subj / ind.fut.] ～
という条件で

[976] à une condition
¤£ ¡¢連 ひとつの条件付きで

[977] dans ces conditions
¤£ ¡¢連 このような条件では・こういう
状況では

[978] conditionné
¤£ ¡¢形 操作された

[979] conditionnel
¤£ ¡¢男 [文法] 条件法

[980] condoléances
¤£ ¡¢女 [常に複数形] 弔意

[981] conduite
¤£ ¡¢女 行動・運転・(ガス・水道の) パ
イプ

[982] cône
¤£ ¡¢男 円錐

[983] cône de pin
¤£ ¡¢連 松ぼっくり

[984] confection
¤£ ¡¢女 (料理を)作ること・既製服製造

[985] confectionner
¤£ ¡¢動 調理する

[986] conférence
¤£ ¡¢女 講演・会議

[987] conférence de presse
¤£ ¡¢連 記者会見

[988] conférencier
¤£ ¡¢名 講演者

[989] se confesser
¤£ ¡¢動 [à qqn de qch] 人に物事につ
いて告白する

[990] abus de confiance
¤£ ¡¢連 背任罪

[991] de confiance
¤£ ¡¢連 信用・安心して

[992] confiant
¤£ ¡¢形 人を信じやすい・自信のある

[993] confidence
¤£ ¡¢女 打ち明け話

[994] en confidence
¤£ ¡¢連 内密に

[995] confident
¤£ ¡¢名 心許せる相手

[996] confidentiel (confidentielle)
¤£ ¡¢形 内密の

[997] se confier
¤£ ¡¢動 心中を打ち明ける

[998] confiserie
¤£ ¡¢女 砂糖菓子・菓子屋

[999] confiseur (confiseuse)
¤£ ¡¢名 菓子屋の店主

[1000] confisquer
¤£ ¡¢動 [qch à qqn] 人から物を没収す
る

[1001] confit
¤£ ¡¢形 砂糖や酢に漬けた

[1002] confiture
¤£ ¡¢動 ジャム

[1003] conflit
¤£ ¡¢男 対立・衝突

[1004] conflit armé
¤£ ¡¢連 武力衝突

[1005] confondre
¤£ ¡¢動 [avec, et, と] を取り違える・混
同する
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[1006] conforme
¤£ ¡¢形 [à, に] 適うような・一致するよ
うな

[1007] conformément à
¤£ ¡¢連 ～にしたがって

[1008] conformer
¤£ ¡¢動 [A à B]A を B に一致させる

[1009] se conformer à
¤£ ¡¢動 に順応する・～に服従する・～
に応ずる

[1010] conformité
¤£ ¡¢女 適合性・合致

[1011] confort
¤£ ¡¢男 快適さ・設備 (住居の)

[1012] confrère
¤£ ¡¢男 同業者 (自由業の)

[1013] confronter
¤£ ¡¢動 対決させる・照合する

[1014] confusément
¤£ ¡¢副 漠然と

[1015] congeler
¤£ ¡¢動 (食品を) 冷凍する

[1016] congestion
¤£ ¡¢女 充血

[1017] congestionner
¤£ ¡¢動 充血させる

[1018] congressiste
¤£ ¡¢名 会議の参加者

[1019] conjoint à
¤£ ¡¢形 ～に結びついた

[1020] conjoncture
¤£ ¡¢女 状況・景気

[1021] conjugaison
¤£ ¡¢女 ¤£ ¡¢動 の活用・連携

[1022] conjuguer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢動 を活用させる・連携する

[1023] faire la connaissance de
¤£ ¡¢連 知り合いになる・～を初めて経
験する

[1024] faire connaissance avec
¤£ ¡¢連 知り合いになる

[1025] perdre connaissance
¤£ ¡¢連 気を失う

[1026] reprendre connaissance
¤£ ¡¢連 意識を取り戻す

[1027] connaisseur (connaisseuse)
¤£ ¡¢名 玄人・目利き

[1028] s’y connaître en
¤£ ¡¢連 ～に詳しい・～に精通している

[1029] avoir conscience de
¤£ ¡¢連 [qch / inf. / que +ind.]～を自
覚する・～に気づく (avoir)

[1030] prendre conscience de
¤£ ¡¢連 [qch / inf. / que +ind.]～を自
覚する・～に気づく (prendre)

[1031] consciencieux
¤£ ¡¢形 誠実な・良心的な

[1032] consentement
¤£ ¡¢男 同意・承諾

[1033] consentement informé
¤£ ¡¢連 インフォームド・コンセント

[1034] par conséquent
¤£ ¡¢連 従って・だから・それ故に

[1035] instinct de conservation
¤£ ¡¢連 生存本能

[1036] conserve
¤£ ¡¢女 缶詰・保存食 [多く複数形]
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[1037] consigne automatique
¤£ ¡¢連 コインロッカー

[1038] consistance
¤£ ¡¢女 粘り気・堅実さ・一貫性

[1039] consistant
¤£ ¡¢形 粘り気のある・無矛盾の

[1040] consister dans
¤£ ¡¢連 [dans / en]～からなる

[1041] consister à
¤£ ¡¢連 ～することが (主語の) 本質で
ある

[1042] se consoler de
¤£ ¡¢連 ～から立ち直る

[1043] consommateur (consomma-

trice)

¤£ ¡¢名 消費者

[1044] consommation
¤£ ¡¢女 消費・飲食物 (カフェなどの)

[1045] consommer
¤£ ¡¢動 飲み食いする・消費する

[1046] constamment
¤£ ¡¢副 いつも・絶えず

[1047] constat
¤£ ¡¢男 調書・公式の証明書

[1048] constatation
¤£ ¡¢女 確認・確認事項

[1049] consternation
¤£ ¡¢女 悲嘆・落胆

[1050] consterner
¤£ ¡¢動 悲嘆させる・悲しませる・がっ
かりとさせる

[1051] constructif
¤£ ¡¢形 建設的な・積極的な

[1052] consul
¤£ ¡¢男 領事・執政官 (古代ローマの)

[1053] consulat
¤£ ¡¢男 領事館

[1054] consultation
¤£ ¡¢女 診察・診療・辞書を引くこと

[1055] consulter
¤£ ¡¢動 診察をうける・調べる (辞書を)

[1056] prendre contact avec
¤£ ¡¢連 ～と連絡をとる

[1057] contacter
¤£ ¡¢動 連絡をとる

[1058] contagieux
¤£ ¡¢形 伝染性の

[1059] contagion
¤£ ¡¢女 伝染・感染

[1060] contamination
¤£ ¡¢女 汚染・伝染・感染

[1061] contenance
¤£ ¡¢女 容量・容積

[1062] contentement
¤£ ¡¢男 満足

[1063] contestataire
¤£ ¡¢形 反対派の

[1064] contour
¤£ ¡¢男 輪郭・縁・蛇行 (道などの)

[1065] contourner
¤£ ¡¢動 迂回する・遠回りする

[1066] contracter
¤£ ¡¢動 収縮させる・緊張させる

[1067] contrainte
¤£ ¡¢女 強制

[1068] contrariant
¤£ ¡¢形 困りものの・不都合な

[1069] contrarié
¤£ ¡¢形 邪魔された・困った・苛立たし
い
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[1200] crâne
¤£ ¡¢男 頭蓋骨

[1201] crânien
¤£ ¡¢形 頭蓋骨の

[1202] craquer
¤£ ¡¢動 ぽきっと折れる・きしむ

[1203] crasse
¤£ ¡¢女 垢・汚れ・滓

[1204] crasseux
¤£ ¡¢形 垢だらけの・不潔な

[1205] cratère
¤£ ¡¢男 噴火口・クレーター

[1206] nager le crawl [krol]
¤£ ¡¢連 クロールで泳ぐ

[1207] crèche
¤£ ¡¢女 託児所・キリスト誕生場面の模
型

[1208] crédit
¤£ ¡¢男 融資・予算

¤£ ¡¢複
[1209] société de crédit

¤£ ¡¢連 クレジット会社

[1210] à crédit
¤£ ¡¢連 クレジットで・分割払いで

[1211] crémaillère
¤£ ¡¢女 自在鉤 (鍋などを吊るす)

[1212] prendre la crémaillère
¤£ ¡¢連 新居祝いのパーティーを開く

[1213] crémier
¤£ ¡¢名 乳製品販売商・牛乳屋

[1214] crêpe
¤£ ¡¢女 クレープ

[1215] crêpe
¤£ ¡¢女 喪章

[1216] crépusculaire
¤£ ¡¢形 黄昏時の・夕暮れの・衰退しつ
つある

[1217] cresson
¤£ ¡¢男 クレソン

[1218] crête
¤£ ¡¢女 とさか・稜線・頂

[1219] creux
¤£ ¡¢形 空洞になった・くぼんだ

[1220] creux
¤£ ¡¢男 くぼみ・空洞

[1221] crevaison
¤£ ¡¢女 タイヤのパンク

[1222] crevasse
¤£ ¡¢女 クレヴァス・亀裂・あかぎれ

[1223] se crever
¤£ ¡¢動 パンクする・死ぬ・枯れる

[1224] crevette
¤£ ¡¢女 小エビ

[1225] cri de guerre
¤£ ¡¢連 ときの声・スローガン

[1226] cribler
¤£ ¡¢動 ふるいにかける・穴だらけにす
る

[1227] cric
¤£ ¡¢男 ジャッキ・ウィンチ

[1228] incendie criminel
¤£ ¡¢連 放火

[1229] crinière
¤£ ¡¢女 たてがみ

[1230] crise morale
¤£ ¡¢連 精神的危機

[1231] crise cardiaque
¤£ ¡¢連 心臓発作

[1232] crise d’appendicite
¤£ ¡¢連 急性虫垂炎
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[1102] coopération
¤£ ¡¢女 協力・途上国援助

[1103] coordinateur (coordinatrice)
¤£ ¡¢名 コーディネイター

[1104] coordination
¤£ ¡¢女 調整・整理・コーディネイト

[1105] coordonner
¤£ ¡¢動 組織立てる・連携させる

[1106] copeau (copeaux)
¤£ ¡¢男 おがくず・木っ端

[1107] copieux
¤£ ¡¢形 たっぷりとある・豊富な

[1108] copropriétaire
¤£ ¡¢名 不動産など共同所有者

[1109] copropriété
¤£ ¡¢女 共有・共有物

[1110] coque
¤£ ¡¢女 (クルミや卵の)殻

[1111] coqueluche
¤£ ¡¢女 百日咳

[1112] coquillage
¤£ ¡¢男 貝・貝殻

[1113] coquille
¤£ ¡¢女 貝殻・殻 (クルミや卵の)

[1114] coquin
¤£ ¡¢形 いたずらな・茶目っ気のある

[1115] cor
¤£ ¡¢男 ホルン・角笛・(足の) 魚の目

[1116] corbeau
¤£ ¡¢男 カラス (大形の)

[1117] corbeille
¤£ ¡¢女 かご・ゴミ箱 (コンピュータの)

[1118] corbillard [kOrbijar]
¤£ ¡¢男 霊柩車

[1119] cordon
¤£ ¡¢男 ひも・リボン

[1120] cordon-bleu
¤£ ¡¢男 料理の達人 (特に女性に対し)

(cordons-bleus)

[1121] cordonnier
¤£ ¡¢名 靴の修理人

[1122] cornac
¤£ ¡¢男 象使い・旅行ガイド

[1123] corne
¤£ ¡¢女 角・角笛

[1124] corne de chaussure
¤£ ¡¢連 靴べら

[1125] corneille
¤£ ¡¢女 カラス

[1126] cornet
¤£ ¡¢男 アイスクリームコーン

[1127] corniche
¤£ ¡¢女 崖っぷちの道・軒蛇腹 (建築用
語)

[1128] cornichon
¤£ ¡¢男 ピクルス

[1129] corolle
¤£ ¡¢女 花冠 (花の花びらの部分)

[1130] punition corporelle
¤£ ¡¢連 体罰

[1131] corps solide
¤£ ¡¢連 固体

[1132] corps liquide
¤£ ¡¢連 液体

[1133] corps gazeux
¤£ ¡¢連 気体

[1134] corpulence
¤£ ¡¢女 太り具合

[1135] corpulent
¤£ ¡¢形 恰幅の良い
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[1136] enseignement par corre-

spondance

¤£ ¡¢連 通信教育

[1137] vente par correspon-

dance

¤£ ¡¢連 通信販売

[1138] corrompre
¤£ ¡¢動 (人を) 買収する

[1139] corsage
¤£ ¡¢男 ブラウス

[1140] corvée
¤£ ¡¢女 嫌な仕事

[1141] cosse
¤£ ¡¢女 (豆などの) さや

[1142] costumé
¤£ ¡¢形 扮装した・仮装した

[1143] côte
¤£ ¡¢女 肋骨・骨付きあばら肉・海岸・
坂道

[1144] côté
¤£ ¡¢男 脇腹・方向・側面

[1145] à côté de
¤£ ¡¢連 (人)～のそばに

[1146] aux côtés de
¤£ ¡¢連 (人)～に味方して・～のそばに

[1147] de côté
¤£ ¡¢連 斜めに・横に・脇に

[1148] mettre de son côté
¤£ ¡¢連 人を味方につける

[1149] du côté de
¤£ ¡¢連 ～の方から・～のそばに・～の
味方で・～に関しては

[1150] coteau
¤£ ¡¢男 小さな丘

[1151] côtelette
¤£ ¡¢女 骨付き背肉・コートレット

[1152] côtier
¤£ ¡¢形 沿岸の

[1153] cotisation
¤£ ¡¢女 会費・分担金

[1154] cotiser
¤£ ¡¢動 会費を払う

[1155] se cotiser
¤£ ¡¢動 金を出し合う・カンパする

[1156] côtoyer
¤£ ¡¢動 (人と頻繁に) 接する・～そって
延びる

[1157] couper le cou à
¤£ ¡¢連 ～の首をはねる

[1158] serrer le cou à
¤£ ¡¢連 ～の首を絞める

[1159] soleil couchant
¤£ ¡¢連 夕日

[1160] couchant
¤£ ¡¢男 日没

[1161] couche
¤£ ¡¢女 層・おむつ

[1162] couche jetable
¤£ ¡¢連 紙おむつ

[1163] coucou
¤£ ¡¢男 カッコウ

[1164] coulée
¤£ ¡¢女 流産

[1165] couleuvre
¤£ ¡¢女 (無毒の) 蛇

[1166] coulisse
¤£ ¡¢女 舞台裏・内幕
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[1167] couloir
¤£ ¡¢男 廊下・コース (陸上競技・水泳
の)

[1168] sur le coup
¤£ ¡¢連 即座に

[1169] tenir le coup
¤£ ¡¢連 持ちこたえる・耐える

[1170] coupe
¤£ ¡¢女 カップ・グラス・優勝カップ

[1171] coupe
¤£ ¡¢女 (髪の) カット・カッティング

[1172] coupe-papier
¤£ ¡¢男 ペーパーナイフ

[1173] coupon
¤£ ¡¢男 端切・クーポン券

[1174] coupure
¤£ ¡¢女 切り傷・供給停止 (ガス・水道・
電気の)

[1175] prise de courant
¤£ ¡¢連 コンセント

[1176] coureur de vitesse
¤£ ¡¢連 短距離ランナー

[1177] coureur de fond
¤£ ¡¢連 長距離ランナー

[1178] courrier électronique
¤£ ¡¢連 電子メール

[1179] en cours
¤£ ¡¢連 進行中の

[1180] en cours de
¤£ ¡¢連 [無冠詞名詞と]～の途中で

[1181] être en courses
¤£ ¡¢連 買い物に出かけている

[1182] course de vitesse
¤£ ¡¢連 短距離走

[1183] course de fond
¤£ ¡¢連 長距離走

[1184] course aux armements
¤£ ¡¢連 軍拡競争

[1185] coursier
¤£ ¡¢名 使い走り・メッセンジャーボー
イ・宅配業者

[1186] être à court de
¤£ ¡¢連 ～が尽きた・～不足に陥った

[1187] coussin
¤£ ¡¢男 クッション

[1188] coûteux
¤£ ¡¢形 高価な・高くつく

[1189] couver
¤£ ¡¢動 (親鳥が卵を) 抱く

[1190] couvercle
¤£ ¡¢男 (鍋などの) ふた

[1191] couvert
¤£ ¡¢男 食器類・ナイフ、フォーク、ス
プーンのセット

[1192] couverture
¤£ ¡¢女 毛布・掛け布団・本の表紙

[1193] crabe
¤£ ¡¢男 カニ

[1194] crachat
¤£ ¡¢男 つば・痰

[1195] cracher
¤£ ¡¢動 つばや痰を吐く

[1196] craintif
¤£ ¡¢形 臆病な・びくびくした

[1197] crampe
¤£ ¡¢女 痙攣

[1198] se cramponer à
¤£ ¡¢動 しがみつく

[1199] cran
¤£ ¡¢男 ベルトの穴
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[1301] déblaiement
¤£ ¡¢男 除去作業

[1302] déblayer le terrain
¤£ ¡¢連 整地する・下準備する

[1303] déboîter
¤£ ¡¢動 車線を変える

[1304] se déboîter
¤£ ¡¢動 脱臼する

[1305] débordé
¤£ ¡¢形 とても忙しい

[1306] déborder
¤£ ¡¢動 あふれる

[1307] déboucher
¤£ ¡¢動 栓を抜く・つまりを直す

[1308] déboucher
¤£ ¡¢動 (sur / dans,に)通じる (道や川
が)

[1309] débourser
¤£ ¡¢動 支払う

[1310] tenir debout
¤£ ¡¢連 しっかり立っている・筋が通る

[1311] déboutonner
¤£ ¡¢動 ボタンを外す

[1312] débraillé
¤£ ¡¢形 服装がだらしない

[1313] débrancher
¤£ ¡¢動 プラグを抜く・電源を切る

[1314] débrayage
¤£ ¡¢男 クラッチを切ること・就業拒否

[1315] débrayer
¤£ ¡¢動 クラッチを切る・仕事を中止す
る

[1316] débris
¤£ ¡¢男 破片・残骸

[1317] débrouillard
¤£ ¡¢名 機転のきく人

[1318] débroussailler
¤£ ¡¢動 薮を刈りはらう

[1319] décacheter
¤£ ¡¢動 開封する (<=>cacheter)

[1320] décalquer
¤£ ¡¢動 複写する

[1321] décaper
¤£ ¡¢動 汚れをとる

[1322] décapotable
¤£ ¡¢形 コンバーチブルの (幌がたため
る) (< capot)

[1323] décapsuler
¤£ ¡¢動 瓶の口金をはずす・栓を抜く (<

capsule)

[1324] décerner
¤£ ¡¢動 授与する

[1325] décès
¤£ ¡¢男 死亡 (公用語で)

[1326] déchaîner
¤£ ¡¢動 (笑いや怒りを) 巻き起こす

[1327] décharge
¤£ ¡¢女 発砲・放電

[1328] se déchausser
¤£ ¡¢動 靴を脱ぐ

[1329] déchet
¤£ ¡¢男 くず [多く複数形]・ロス

[1330] déchiqueter
¤£ ¡¢動 ずたずたにする・ずたずたに切
る

[1331] décidément
¤£ ¡¢副 [多く文頭で] やっぱり・とどの
つまり
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[1233] crispé
¤£ ¡¢形 緊張した・ひきつった・こわばっ
た

[1234] âge critique
¤£ ¡¢連 更年期

[1235] crochet
¤£ ¡¢男 フック・鉤針・寄り道・角括弧
(ブラケット)

[1236] crochu
¤£ ¡¢形 鉤形に曲がった

[1237] crocodile
¤£ ¡¢男 ワニ

[1238] croisière
¤£ ¡¢女 周航・クルージング

[1239] missile de croisière
¤£ ¡¢連 巡航ミサイル・トマホーク

[1240] croissance zéro
¤£ ¡¢連 ゼロ成長

[1241] croquer
¤£ ¡¢動 噛み砕いて食べる

[1242] crotte
¤£ ¡¢女 (ウサギや鹿の丸い) ふん

[1243] crottin
¤£ ¡¢男 (馬や羊の) ふん

[1244] croupe
¤£ ¡¢女 馬の臀部

[1245] en croupe
¤£ ¡¢連 バイクの後部座席に

[1246] croustillant
¤£ ¡¢形 クリスピーな・カリカリする

[1247] croustiller
¤£ ¡¢動 カリカリとした音をたてる

[1248] croûte
¤£ ¡¢女 パンの皮・かさぶた

[1249] croûton
¤£ ¡¢男 パンの端・堅いパンのかけら

[1250] cruche
¤£ ¡¢女 壷 (取っ手と注ぎ口のある)

[1251] crudités
¤£ ¡¢女 ¤£ ¡¢複 生野菜の盛り合わせ

[1252] crustacé
¤£ ¡¢男 エビ・カニ・甲殻類 [複数形で]

[1253] jeu de cube
¤£ ¡¢連 積み木遊び

[1254] racine cubique
¤£ ¡¢連 立方根

[1255] cueillette
¤£ ¡¢女 摘み取り・収穫・収穫物

[1256] cueillir
¤£ ¡¢動 摘み取る

[1257] cuiller à café
¤£ ¡¢連 小さじ

[1258] cuiller à soupe
¤£ ¡¢連 大さじ

[1259] cuir suédé
¤£ ¡¢連 スェード皮

[1260] culbute
¤£ ¡¢女 でんぐり返り・トンボ返り

[1261] culinaire
¤£ ¡¢形 料理の

[1262] cumuler
¤£ ¡¢動 掛け持ちする・兼任する

[1263] curé
¤£ ¡¢男 カトリックの主任司祭

[1264] cure-dent (= cure-dents)
¤£ ¡¢男 爪楊枝

[1265] cure-ongles
¤£ ¡¢男 爪ヤスリ

[1266] cure-oreille (= cure-oreilles)
¤£ ¡¢男 耳かき

[1267] curer
¤£ ¡¢動 さらえる・掃除する
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[1268] cuve
¤£ ¡¢女 桶・タンク

[1269] cuvette
¤£ ¡¢女 洗面器・洗面台の流し

[1270] piste cyclable
¤£ ¡¢形 自転車専用の道 (レーン)

[1271] cyclisme
¤£ ¡¢男 自転車競技・サイクリング

[1272] cylindre
¤£ ¡¢男 円筒・シリンダー

[1273] cylindrée
¤£ ¡¢女 排気量 (エンジンの)

[1274] cylindrique
¤£ ¡¢形 円筒状の

[1275] cymbale
¤£ ¡¢女 シンバル

[1276] cyprès [siprE]
¤£ ¡¢男 糸杉
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[1277] dahlia
¤£ ¡¢男 ダリア (植物の一種)

[1278] daim
¤£ ¡¢男 ダマシカ (鹿の一種)・スエード
皮

[1279] dallage
¤£ ¡¢男 敷石 (タイル)張りの床

[1280] dalle
¤£ ¡¢女 敷石・タイル

[1281] damier
¤£ ¡¢男 チェッカー盤・市松模様

[1282] dancing
¤£ ¡¢男 ダンスホール

[1283] se dandiner
¤£ ¡¢動 身体を左右に揺する

[1284] dard
¤£ ¡¢男 (蜂などの) 毒針

[1285] darder
¤£ ¡¢動 (矢などを) 射る・放つ

[1286] dater
¤£ ¡¢動 日付を記入する

[1287] datte
¤£ ¡¢女 ナツメヤシの実

[1288] dattier
¤£ ¡¢男 ナツメヤシの木

[1289] dauphin
¤£ ¡¢男 イルカ

[1290] dé
¤£ ¡¢男 サイコロ・指ぬき

[1291] déballage
¤£ ¡¢男 荷解き

[1292] déballer
¤£ ¡¢動 荷解きする

[1293] débandade
¤£ ¡¢女 我先に逃げること

[1294] se débarbouiller
¤£ ¡¢動 顔を洗う

[1295] débarcadère
¤£ ¡¢男 船着き場

[1296] débarquement
¤£ ¡¢男 陸揚げ・下船

[1297] débarquer
¤£ ¡¢動 船から降りる・船から降ろす

[1298] débarras
¤£ ¡¢男 物置部屋・厄介払い・総崩れ・
潰走

[1299] débarrasser
¤£ ¡¢動 (de, を)～から取り除く

[1300] débiter
¤£ ¡¢動 小売りする (= détailler)
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[1428] délier
¤£ ¡¢動 ほどく

[1429] délinquance
¤£ ¡¢女 軽犯罪・非行

[1430] délinquant
¤£ ¡¢名 違反者・軽犯罪者

[1431] délirant
¤£ ¡¢形 熱狂的な・精神錯乱の

[1432] délire
¤£ ¡¢男 精神錯乱・熱狂

[1433] délirer
¤£ ¡¢動 うわごとを言う・精神が錯乱す
る

[1434] délit
¤£ ¡¢男 軽罪・軽犯罪・違反 (¡=¿crime)

[1435] flagrant délit
¤£ ¡¢連 現行犯

[1436] déloger
¤£ ¡¢動 追い出す・立ち退かせる

[1437] déloyal (déloyale, déloyaux)
¤£ ¡¢形 卑怯な

[1438] déluge
¤£ ¡¢男 豪雨・(大文字で) ノアの洪水

[1439] démangeaison
¤£ ¡¢女 かゆさ

[1440] démanger
¤£ ¡¢動 ～がむずかゆい

[1441] se démaquiller
¤£ ¡¢動 化粧を落とす

[1442] démarche
¤£ ¡¢女 歩き方・奔走

[1443] démarrage
¤£ ¡¢男 発車・始動

[1444] démarrer
¤£ ¡¢動 発車する・始動する

[1445] démasquer
¤£ ¡¢動 正体を暴く

[1446] démêlé
¤£ ¡¢男 [多く複数形で] トラブル

[1447] démêler
¤£ ¡¢動 ほぐす・解決する

[1448] déménagement
¤£ ¡¢男 引っ越し

[1449] déménager
¤£ ¡¢動 引っ越す

[1450] se démener
¤£ ¡¢動 激しく動き回る・奔走する

[1451] démenti
¤£ ¡¢男 否定

[1452] démentir
¤£ ¡¢動 否定する

[1453] se démettre
¤£ ¡¢動 脱臼する

[1454] à demi
¤£ ¡¢連 半ば・ほとんど・中途半端に

[1455] demi-pension
¤£ ¡¢女 半寄宿制度

[1456] démission
¤£ ¡¢女 辞職・辞表

[1457] donner sa démission
¤£ ¡¢連 辞表を出す

[1458] démissionner
¤£ ¡¢動 辞職する・辞任する

[1459] démobiliser
¤£ ¡¢動 動員解除する

[1460] démodé
¤£ ¡¢形 流行遅れの

[1461] se démoder
¤£ ¡¢動 流行遅れになる

[1462] démolir
¤£ ¡¢動 取り壊す

[1463] démolition
¤£ ¡¢女 取り壊し・

¤£ ¡¢複 残骸
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[1332] décimal (décimale, décimaux)
¤£ ¡¢形 小数の・十進法の

[1333] déclenchement
¤£ ¡¢男 (機械・装置の)始動

[1334] déclic
¤£ ¡¢男 カチャッという音

[1335] décliner
¤£ ¡¢動 辞退する・(身分を) 告げる

[1336] déclouer
¤£ ¡¢動 釘を抜く

[1337] décoder
¤£ ¡¢動 解読する

[1338] décoiffer
¤£ ¡¢動 髪を乱す

[1339] décoller
¤£ ¡¢動 離陸する・はがす

[1340] décolorer
¤£ ¡¢動 変色させる・退色させる

[1341] décombres
¤£ ¡¢男 [常に複数形で]残骸・瓦礫

[1342] décommander
¤£ ¡¢動 キャンセルする・注文を取り消
す

[1343] décomposer
¤£ ¡¢動 分解する

[1344] déconcertant
¤£ ¡¢形 面食らわせるような・理解に苦
しむような

[1345] déconcerter
¤£ ¡¢動 面食らわせる・狼狽させる

[1346] déconseiller
¤£ ¡¢動 [qch à qn / à qn de + inf.] 止
めるように言う

[1347] décontenancé
¤£ ¡¢形 狼狽した・慌てふためいた

[1348] décontracté
¤£ ¡¢形 くつろいだ・のんきな・弛緩し
た

[1349] décontracter
¤£ ¡¢動 リラックスさせる・弛緩させる

[1350] décorateur (décoratrice)
¤£ ¡¢名 インテリアデザイナー・舞台美
術家

[1351] décoration
¤£ ¡¢女 装飾・勲章

[1352] décorer
¤£ ¡¢動 装飾する・勲章を授与する

[1353] décortiquer
¤£ ¡¢動 脱穀する

[1354] découdre
¤£ ¡¢動 縫い目をほどく

[1355] se découdre
¤£ ¡¢動 ほころびる

[1356] découpage
¤£ ¡¢男 切り抜き絵・切ること

[1357] découper
¤£ ¡¢動 切り分ける・切り抜く

[1358] décrasser
¤£ ¡¢動 汚れを落とす・垢を落とす

[1359] décret
¤£ ¡¢男 政令・勅令

[1360] décréter
¤£ ¡¢動 宣言する・布告する・発布する

[1361] décrocher
¤£ ¡¢動 はずす・受話器をとる・手に入
れる

[1362] décupler
¤£ ¡¢動 10 倍にする
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[1363] dédaigner
¤£ ¡¢動 見向きもしない・[de + inf.] を
断る

[1364] dédaigneux
¤£ ¡¢形 侮蔑的な・横柄な・尊大な

[1365] dédain
¤£ ¡¢男 軽蔑・横柄・尊大

[1366] dédommagement
¤£ ¡¢男 損害賠償・弁償

[1367] dédommager
¤£ ¡¢動 損害を賠償する・弁償する

[1368] déduction
¤£ ¡¢女 控除・推論・演繹

[1369] déduire
¤£ ¡¢動 控除する・推論する・演繹する

[1370] défaire
¤£ ¡¢動 荷解きする・解体する・崩す

[1371] défaite
¤£ ¡¢女 敗北

[1372] défaitiste
¤£ ¡¢名 敗北主義者

[1373] à défaut
¤£ ¡¢連 それがなければ代わりに

[1374] à défaut de
¤£ ¡¢連 ～がなければ代わりに

[1375] faire défaut
¤£ ¡¢連 (主語が) が欠けている・が足り
ない

[1376] défavorable
¤£ ¡¢形 [à,に]好意的でない・不利な

[1377] défavoriser
¤£ ¡¢動 不利な立場に置く

[1378] défectueux
¤£ ¡¢形 欠陥のある

[1379] déferler
¤£ ¡¢動 波がくだける・押し寄せる

[1380] mettre au défi de
¤£ ¡¢連 人に～(不定法) してみろと挑発
する

[1381] déficit [defisit]
¤£ ¡¢男 赤字・欠損

[1382] déficitaire
¤£ ¡¢形 赤字の

[1383] défier
¤£ ¡¢動 挑発して～してみろと言う (qn

de inf.)

[1384] défigurer
¤£ ¡¢動 顔を醜くする

[1385] défilé
¤£ ¡¢男 縦列・行進・隘路

[1386] défiler
¤£ ¡¢動 列にわかれて行進する・次々に
現れる

[1387] défini
¤£ ¡¢形 はっきりとした・定義された

[1388] défoncer
¤£ ¡¢動 突き破る・底を抜く

[1389] se défouler
¤£ ¡¢動 憂さ晴らしをする

[1390] défricher
¤£ ¡¢動 開墾する

[1391] se dégager de
¤£ ¡¢連 ～から抜け出す・解放される

[1392] dégainer
¤£ ¡¢動 刀やピストルを抜く

[1393] dégarnir
¤£ ¡¢動 付属物や飾りを取り除く

[1394] dégât
¤£ ¡¢男 損害・被害
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[1395] dégel
¤£ ¡¢男 雪解け

[1396] dégeler
¤£ ¡¢動 氷や雪が溶ける

[1397] dégénérer
¤£ ¡¢動 (en, に) 堕す・悪化する

[1398] dégonfler
¤£ ¡¢動 空気やガスを抜く

[1399] dégouliner
¤£ ¡¢動 液体が滴り落ちる

[1400] se dégourdir
¤£ ¡¢動 手足の痺れや凍えをとる

[1401] dégoût
¤£ ¡¢男 強い嫌悪感・不快感

[1402] dégoûtant
¤£ ¡¢形 不潔な・不愉快きわまりない

[1403] dégoûter
¤£ ¡¢動 胸を悪くさせる・嫌悪感を催さ
せる

[1404] dégrafer
¤£ ¡¢動 ホックをはずす

[1405] dégraisser
¤£ ¡¢動 脂汚れを落とす

[1406] dégringolade
¤£ ¡¢女 転落・墜落・没落・暴落・倒産

[1407] dégringoler
¤£ ¡¢動 転げ落ちる・を駆け下りる

[1408] déguerpir
¤£ ¡¢動 逃げ出す・立ち退く・遺産を放
棄する

[1409] se déguiser en
¤£ ¡¢連 ～に変装する

[1410] dégustation
¤£ ¡¢女 試飲・試食

[1411] déguster
¤£ ¡¢動 味わい楽しむ

[1412] délabré
¤£ ¡¢形 荒廃した・破損した・衰えた

[1413] délai
¤£ ¡¢男 猶予

[1414] dernier délai
¤£ ¡¢連 最終期限・締め切り

[1415] délaisser
¤£ ¡¢動 (人を) ほったらかしにする

[1416] délassement
¤£ ¡¢男 息抜き

[1417] délasser
¤£ ¡¢動 (人の) 疲れを癒す

[1418] se délasser
¤£ ¡¢動 くつろぐ・休息する

[1419] délavé
¤£ ¡¢形 色の薄い・色あせた・洗いざら
して色の落ちた

[1420] délayer
¤£ ¡¢動 液体で溶く

[1421] délégation
¤£ ¡¢女 代表団・権限委譲

[1422] délégué
¤£ ¡¢名 代表

[1423] déléguer
¤£ ¡¢動 代表として送る・派遣する

[1424] délibération
¤£ ¡¢女 討議・熟慮

[1425] délibéré
¤£ ¡¢形 意図的な・断固とした

[1426] délibérer
¤£ ¡¢動 討議する・[sur,について]熟考
する

[1427] délicatesse
¤£ ¡¢女 思いやり
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[1560] désertique
¤£ ¡¢形 砂漠の

[1561] zone désertique
¤£ ¡¢連 砂漠地帯

[1562] climat désertique
¤£ ¡¢連 砂漠気候

[1563] se déshabituer de
¤£ ¡¢連 ～[qch / inf.] の習慣をやめる

[1564] déshonorant
¤£ ¡¢形 不名誉な・恥ずべき

[1565] déshonorer
¤£ ¡¢動 名誉を汚す

[1566] désinfectant
¤£ ¡¢男 消毒薬

[1567] désinfecter
¤£ ¡¢動 消毒する

[1568] désinfection
¤£ ¡¢女 消毒

[1569] désintéressé
¤£ ¡¢形 無私の・公正な

[1570] se désintéresser de
¤£ ¡¢連 ～に興味を失う

[1571] désintoxiquer
¤£ ¡¢動 中毒を治す (他人の)・解毒する

[1572] désinvolte
¤£ ¡¢形 図々しい・無遠慮な・馴れ馴れ
しい

[1573] désinvolture
¤£ ¡¢女 遠慮のなさ・図々しさ

[1574] désireux de
¤£ ¡¢形 ～[inf.] することを欲している

[1575] désobéir
¤£ ¡¢動 ～に従わない

[1576] désobéissance
¤£ ¡¢女 不服従・反抗・違反

[1577] désobéissant
¤£ ¡¢形 従順でない・反抗的な

[1578] désœuvré
¤£ ¡¢形 暇な・することが何もない

[1579] désœuvrement
¤£ ¡¢男 無為・何もすることがない状態

[1580] par désœuvrement
¤£ ¡¢連 暇つぶしに

[1581] désolant
¤£ ¡¢形 痛ましい・悲しい・嫌な・困っ
た

[1582] désoler
¤£ ¡¢動 悲しませる・困らせる

[1583] désordonné
¤£ ¡¢形 片付けのできない・だらしない・
無秩序な

[1584] désorganiser
¤£ ¡¢動 (組織などを)解体する・混乱さ
せる

[1585] désorienté [dezOrjÃte]
¤£ ¡¢形 方向を見失った・道に迷った・
途方に暮れた

[1586] désosser
¤£ ¡¢動 (料理用食肉の) 骨を抜く

[1587] dessécher
¤£ ¡¢動 乾燥させる・からからにする

[1588] se dessécher
¤£ ¡¢動 ひからびる

[1589] desserrer
¤£ ¡¢動 (ベルト・ねじなどを) 緩める

[1590] desservir
¤£ ¡¢動 (交通機関が) 結ぶ・通じてい
る・食器を下げる
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[1464] démontable
¤£ ¡¢形 分解できる・組み立て式の

[1465] démontage
¤£ ¡¢男 分解・取り外し

[1466] démonter
¤£ ¡¢動 分解する・取り外す

[1467] démontrer
¤£ ¡¢動 明らかにする・証明する

[1468] démoraliser
¤£ ¡¢動 がっかりさせる・意気消沈させ
る

[1469] ne pas démordre de
¤£ ¡¢連 ～に固執する・かじりついて放
さない

[1470] dénaturer
¤£ ¡¢動 歪曲する・変質させる

[1471] dénicher
¤£ ¡¢動 巣からとる・探し出す

[1472] dénigrement
¤£ ¡¢男 悪口

[1473] dénigrer
¤£ ¡¢動 悪口を言う

[1474] dénoncer
¤£ ¡¢動 密告する・告発する

[1475] dénonciation
¤£ ¡¢女 密告

[1476] dénoter
¤£ ¡¢動 示す・表す

[1477] dénouement
¤£ ¡¢男 解決・結末

[1478] dénouer
¤£ ¡¢動 ほどく・解決する

[1479] dénoyauter
¤£ ¡¢動 オリーブなどの種を取り除く

[1480] denrée
¤£ ¡¢女 [多く複数形]食料品・滅多にな
いもの

[1481] dense
¤£ ¡¢形 濃い・密集した

[1482] densité
¤£ ¡¢女 濃さ・密度

[1483] dentaire (carie dentaire)
¤£ ¡¢形 歯の

[1484] dentelé
¤£ ¡¢形 ぎざぎざのある

[1485] dentifrice
¤£ ¡¢男 歯磨き粉

[1486] dénuder
¤£ ¡¢動 むき出しにする

[1487] dénué
¤£ ¡¢形 [de,を] 欠いた

[1488] déodorant
¤£ ¡¢男 体臭防除剤

[1489] dépannage
¤£ ¡¢男 修理・窮状打開

[1490] atelier de dépannage
¤£ ¡¢連 修理工場

[1491] mesures de dépannage
¤£ ¡¢連 一時しのぎの施策

[1492] dépanner
¤£ ¡¢動 修理する・窮状を打開する

[1493] assiettes dépareillées
¤£ ¡¢連 半端ものの食器

[1494] volume dépareillé
¤£ ¡¢連 全集の半端本

[1495] département
¤£ ¡¢男 県・省・学科

[1496] départemental

(départementaux, départementale)

¤£ ¡¢形 県の
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[1497] dépassement
¤£ ¡¢男 追い越し・超過

[1498] dépasser
¤£ ¡¢動 追い越す・超過する・勝る

[1499] dépaysement
¤£ ¡¢男 違和感・居心地の悪さ・気分転
換

[1500] dépêche
¤£ ¡¢男 電報・公用文書

[1501] dépêche diplomatique
¤£ ¡¢連 外交文書

[1502] dépeigner
¤£ ¡¢動 (風などが人の)髪を乱す

[1503] dépense
¤£ ¡¢女 支出・消費量

[1504] dépenses du ménage
¤£ ¡¢連 家計費

[1505] dépense annuelle
¤£ ¡¢連 歳出

[1506] dépensier (dépensière)
¤£ ¡¢形 金遣いの荒い・浪費家の

[1507] se dépêtrer de
¤£ ¡¢連 ～から抜け出す・～を逃れる

[1508] se dépeupler
¤£ ¡¢動 人口が減少する

[1509] dépister
¤£ ¡¢動 足跡を見いだす・探し出す

[1510] en dépit de
¤£ ¡¢連 ～にも拘らず

[1511] déplacement
¤£ ¡¢男 移動・出張・旅行・配置転換

[1512] se déplacer
¤£ ¡¢動 移動する・旅行する

[1513] déplaisant
¤£ ¡¢形 不愉快な・気に障る・感じの悪
い

[1514] dépliant
¤£ ¡¢形 折りたたみ式の

[1515] dépliant
¤£ ¡¢男 (折り畳んである) パンフレット

[1516] déplier
¤£ ¡¢動 (折り畳んである物を) 広げる

[1517] déplorable
¤£ ¡¢形 嘆かわしい・残念な・ひどい

[1518] déplorer
¤£ ¡¢動 残念に思う・嘆く・悲しむ

[1519] déployer
¤£ ¡¢動 広げる・示す・誇示する

[1520] déporter
¤£ ¡¢動 強制収容所送りにする・コース
から反らせる

[1521] déposer
¤£ ¡¢動 置く・(車から) 降ろす・預ける

[1522] se déposer
¤£ ¡¢動 (埃などが) たまる

[1523] dépositaire
¤£ ¡¢名 委託販売業者

[1524] déposséder de
¤£ ¡¢連 ～を奪う

[1525] dépôt
¤£ ¡¢男 保管庫・沈殿物・預金

[1526] dépouillement
¤£ ¡¢男 開票・調査・検討・資産没収

[1527] déprimé
¤£ ¡¢形 意気消沈した・抑うつ状態の

[1528] député
¤£ ¡¢名 代議士

[1529] déraillement [derAjmÃ]
¤£ ¡¢男 脱線 (列車の)

[1530] dérailler [derAje]
¤£ ¡¢動 脱線する・調子が狂う
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[1531] dérapage
¤£ ¡¢男 スリップ・暴走 (政治や物価な
どの)

[1532] déraper
¤£ ¡¢動 スリップする・予想外の展開を
する

[1533] dérégler
¤£ ¡¢動 調子を狂わせる・乱す

[1534] dérision
¤£ ¡¢女 嘲り・愚弄・嘲弄・とるに足り
ないもの

[1535] dérisoire
¤£ ¡¢形 とるに足りない・話にならない

[1536] dériver
¤£ ¡¢動 流される (風や波に)・コースを
外れる

[1537] dernièrement
¤£ ¡¢副 最近・ついこの間

[1538] déroutant
¤£ ¡¢形 当惑させるような・厄介な

[1539] dérouter
¤£ ¡¢動 狼狽させる・当惑させる

[1540] derrick [derik]
¤£ ¡¢男 油井やぐら

[1541] désaccord
¤£ ¡¢男 不和・不仲・不一致

[1542] désagréable
¤£ ¡¢形 不愉快な・感じの悪い

[1543] désagréablement
¤£ ¡¢副 不愉快にも・不快にも

[1544] désagrément
¤£ ¡¢男 不愉快なこと・迷惑・厄介

[1545] désaltérant
¤£ ¡¢形 のどの渇きをいやしてくるよう
な

[1546] désaltérer
¤£ ¡¢動 のどの渇きをいやしてやる

[1547] se désaltérer
¤£ ¡¢動 自分ののどを潤す

[1548] désappointé
¤£ ¡¢形 がっかりした・失望した

[1549] désappointement
¤£ ¡¢男 落胆・失望

[1550] désapprobateur

(désapprobatrice)

¤£ ¡¢形 不賛成の・反対の意を示すよう
な

[1551] désapprobation
¤£ ¡¢女 不賛成・反対

[1552] désapprouver
¤£ ¡¢動 賛成しない・反対する・非難す
る

[1553] désastreux
¤£ ¡¢形 災害をもたらす・ひどい

[1554] désavantage
¤£ ¡¢男 不利・不利な点・不都合・難点

[1555] désavantager
¤£ ¡¢動 不利にする

[1556] désavantageux
¤£ ¡¢形 不利な・損になる

[1557] descente
¤£ ¡¢女 降ろすこと (荷物などを)・下り
坂

[1558] désemparé
¤£ ¡¢形 途方に暮れた・運行不能の

[1559] déséquilibrer
¤£ ¡¢動 バランスを失わせる
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[1682] ligne directe
¤£ ¡¢連 ホットライン

[1683] transmettre en direct
¤£ ¡¢連 ～を生中継する

[1684] en direction de
¤£ ¡¢連 ～の方向に

[1685] sous la direction de
¤£ ¡¢連 ～の指導のもとに

[1686] dirigeant
¤£ ¡¢名 リーダー・幹部

[1687] diriger
¤£ ¡¢動 経営する・指揮する

[1688] diriger vers
¤£ ¡¢連 [sur, contre も可]～に向ける

[1689] se diriger vers
¤£ ¡¢連 [sur も可]～に向かう

[1690] avec discernement
¤£ ¡¢連 分別をもって

[1691] discerner
¤£ ¡¢動 見分ける・区別する・見抜く

[1692] discipline
¤£ ¡¢女 規律・規則・学科・科目

[1693] discipliné
¤£ ¡¢形 規則をよく守る・規律正しい・
統制された

[1694] discothèque
¤£ ¡¢女 CD コレクション・CD ライブ
ラリ

[1695] discours
¤£ ¡¢男 演説・スピーチ・駄弁

[1696] discret
¤£ ¡¢形 控えめな・慎み深い・口が堅い

[1697] discrètement
¤£ ¡¢副 控えめに・密かに

[1698] discrétion
¤£ ¡¢女 慎み深さ・控えめ・口の堅さ

[1699] discrétion assurée
¤£ ¡¢連 秘密厳守

[1700] disculper
¤£ ¡¢動 (人の) 無実を証明する

[1701] dislocation
¤£ ¡¢女 解体・崩壊・脱臼

[1702] disloquer
¤£ ¡¢動 (接合部・関節を)外す

[1703] disparition
¤£ ¡¢女 紛失・失踪

[1704] disparu
¤£ ¡¢名 行方不明者

[1705] dispense
¤£ ¡¢女 免除

[1706] disperser
¤£ ¡¢動 散乱させる・散らす・分散する・
散逸させる

[1707] se disperser
¤£ ¡¢動 散り散りになる・潰走する・散
逸する

[1708] dispersion d’une collec-

tion

¤£ ¡¢連 コレクションの散逸

[1709] être bien disposé
¤£ ¡¢連 機嫌が良い

[1710] être mal disposé
¤£ ¡¢連 機嫌が悪い

[1711] être disposé à
¤£ ¡¢連 ～するつもりでいる

[1712] disposer
¤£ ¡¢動 並べる・自由に使える (物が)
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[1591] dessinateur
¤£ ¡¢名 デザイナー・製図家

[1592] en dessous
¤£ ¡¢連 下の・下に・こっそりと・陰険
に

[1593] avoir le dessous
¤£ ¡¢連 圧倒される・敗北する

[1594] avoir le dessus
¤£ ¡¢連 優位に立つ・勝利する

[1595] destinataire
¤£ ¡¢名 郵便物の名宛人

[1596] destination
¤£ ¡¢女 用途・使い道・目的地

[1597] être destiné à
¤£ ¡¢連 [qch / inf]～用である・～に充
てられる

[1598] destruction des cafards
¤£ ¡¢連 ゴキブリ退治

[1599] détachement
¤£ ¡¢男 無関心・超然・心の離反・出
向・分遣隊

[1600] avec détachement
¤£ ¡¢連 無関心に・冷ややかに

[1601] détacher
¤£ ¡¢動 切り離す・はずす・派遣する・
際立たせる

[1602] se détacher
¤£ ¡¢動 はずれる・とれる・離れる・際
立つ

[1603] détacher
¤£ ¡¢動 シミを抜く

[1604] au détail
¤£ ¡¢連 小売りで・バラ売りで

[1605] détailler
¤£ ¡¢動 小売りにする・バラ売りする

[1606] détaler
¤£ ¡¢動 一目散に逃げ出す・ずらかる

[1607] déteindre
¤£ ¡¢動 色あせする・色落ちする・色移
りする [sur, に]

[1608] se détendre
¤£ ¡¢動 自分の緊張を解く・リラックす
る・緩む

[1609] détendu
¤£ ¡¢形 緊張のほぐれた・リラクスした・
緩んだ

[1610] détenir
¤£ ¡¢動 保有する・所持する・拘留する

[1611] détente
¤£ ¡¢女 デタント・緊張緩和

[1612] détenteur (détentrice)
¤£ ¡¢名 保持者・保有者

[1613] détention
¤£ ¡¢女 所持・保有・拘禁・監禁

[1614] détention illégale
¤£ ¡¢連 不法所持

[1615] détérioration
¤£ ¡¢女 悪化 (状況の)・破損・損傷

[1616] détérioration mentale
¤£ ¡¢連 精神的退行

[1617] détériorer
¤£ ¡¢動 台無しにする・損ねる

[1618] déterminant
¤£ ¡¢形 決定的な・決定づける (行動な
どを)
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[1619] déterminé
¤£ ¡¢形 決まった・明確な・断固とした

[1620] être déterminé à
¤£ ¡¢連 ～する決意が固まった状態であ
る

[1621] déterminer
¤£ ¡¢動 確定する・決定づける・決心さ
せる

[1622] se déterminer à
¤£ ¡¢連 ～することに決める・～する決
心をする

[1623] déterrer
¤£ ¡¢動 掘り出す・掘り起こす

[1624] détestable
¤£ ¡¢形 ひどく不快な・ひどい

[1625] détonation
¤£ ¡¢女 爆発音・爆音・銃声

[1626] détour
¤£ ¡¢男 回り道・遠回り・曲がり角

[1627] détourner
¤£ ¡¢動 方向を変える・引き離す

[1628] détraquer
¤£ ¡¢動 故障させる・調子を崩させる

[1629] détresse
¤£ ¡¢女 悲嘆・心痛・遭難

[1630] navire en détresse
¤£ ¡¢連 遭難船

[1631] détromper
¤£ ¡¢動 誤りを悟らせる・間違いを指摘
する

[1632] se détromper
¤£ ¡¢動 間違いに気づく

[1633] dette publique
¤£ ¡¢連 公債・国債

[1634] être en deuil
¤£ ¡¢連 喪に服している

[1635] deux-roues
¤£ ¡¢男 二輪車

[1636] dévaler
¤£ ¡¢動 駆け下りる・転がり落ちる・下
り坂になる

[1637] dévaloriser
¤£ ¡¢動 価値を下げる

[1638] se dévaloriser
¤£ ¡¢動 下落する・価値が下がる

[1639] dévaluation
¤£ ¡¢女 平価切り下げ (通貨の)

[1640] dévaluer
¤£ ¡¢動 平価を切り下げる (通貨の)

[1641] prendre les devants
¤£ ¡¢連 先手を打つ・機先を制する

[1642] devanture
¤£ ¡¢女 陳列品・ショーウィンドウ

[1643] se déverser
¤£ ¡¢動 水が流れ込む

[1644] déviation
¤£ ¡¢女 迂回路・回り道・逸脱・屈折

[1645] dévier
¤£ ¡¢動 迂回させる・反らせる・コース
を逸れる・屈折する (光が)

[1646] devinette
¤£ ¡¢女 なぞなぞ・当て物

[1647] dévisager
¤£ ¡¢動 顔をじろじろ見る

[1648] devise
¤£ ¡¢女 スローガン・モットー・外貨・
外国為替
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[1649] devise étrangère
¤£ ¡¢連 外国通貨

[1650] cours officiel des devises
¤£ ¡¢連 公定為替レート

[1651] dévisser
¤£ ¡¢動 ふたを開ける・栓を抜く

[1652] dévoué
¤£ ¡¢形 献身的な・忠実な

[1653] dévouement
¤£ ¡¢男 献身・奉公・忠誠

[1654] se dévouer
¤£ ¡¢動 献身的に奉仕する

[1655] erreur de diagnostic
¤£ ¡¢連 誤診

[1656] diagonale
¤£ ¡¢女 対角線

[1657] diamant
¤£ ¡¢男 ダイアモンド

[1658] diamètre
¤£ ¡¢男 直径

[1659] diaphragme [djafragm]
¤£ ¡¢男 横隔膜・カメラの絞り

[1660] diapositive
¤£ ¡¢女 スライド

[1661] diapo
¤£ ¡¢女 スライド [省略語]

[1662] avoir la diarrhée
¤£ ¡¢連 下痢をする

[1663] diète
¤£ ¡¢女 食事療法・絶食療法・ダイエッ
ト

[1664] différenciation cellulaire
¤£ ¡¢連 細胞分化

[1665] diffuser
¤£ ¡¢動 放送する・広める

[1666] diffusion
¤£ ¡¢女 放送・伝播

[1667] digérer
¤£ ¡¢動 消化する

[1668] digeste
¤£ ¡¢形 消化の良い

[1669] appareil digestif
¤£ ¡¢連 消化器官

[1670] trouble digestif
¤£ ¡¢連 消化不良

[1671] digestion
¤£ ¡¢女 消化

[1672] empreintes digitales
¤£ ¡¢連 指紋

[1673] digue
¤£ ¡¢女 防波堤・堤防・突堤

[1674] dilater
¤£ ¡¢動 膨張させる・膨らませる

[1675] espace à trois dimen-

sions

¤£ ¡¢連 三次元空間

[1676] la quatrième dimension
¤£ ¡¢連 第四次元

[1677] diminution de prix
¤£ ¡¢連 値下がり・値下げ

[1678] dindon
¤£ ¡¢男 雄の七面鳥 (<=> dinde (雌))

[1679] dînette
¤£ ¡¢女 ままごと・ままごとの道具

[1680] héritier direct
¤£ ¡¢連 直系相続人

[1681] impôts directs
¤£ ¡¢連 直接税
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[1810] chameau
¤£ ¡¢男 フタコブラクダ

[1811] dru
¤£ ¡¢形 密生した

[1812] dru
¤£ ¡¢副 密に

[1813] se battre en duel
¤£ ¡¢連 決闘する

[1814] dune
¤£ ¡¢女 砂丘

[1815] durée du travail
¤£ ¡¢連 労働時間

[1816] dureté
¤£ ¡¢女 硬さ・厳しさ

[1817] duvet
¤£ ¡¢男 綿毛・羽毛・ダウン・寝袋

[1818] dynamite
¤£ ¡¢女 ダイナマイト

[1819] dynamo
¤£ ¡¢女 ダイナモ・発電機 (女性名詞であ

ることに注意)
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[1713] se disposer à
¤£ ¡¢連 まさに～[qch / inf] しようとす
る

[1714] dispositif
¤£ ¡¢男 装置・仕掛け

[1715] dispositif de sûreté
¤£ ¡¢連 安全装置

[1716] disposition
¤£ ¡¢女 配置・並べ方

[1717] dispositions
¤£ ¡¢女 [複数形で] 気持ち・意向・素
質・準備

[1718] disproportionné
¤£ ¡¢形 [à, avec に]不釣り合いな

[1719] dispute de ménage
¤£ ¡¢連 夫婦喧嘩

[1720] chercher dispute à
¤£ ¡¢連 ～に喧嘩を売る

[1721] se disputer
¤£ ¡¢動 言い争う・口喧嘩する

[1722] disqualification
¤£ ¡¢女 失格・出場資格剥奪

[1723] disqualifier
¤£ ¡¢動 失格させる・出場資格を剥奪す
る

[1724] disque noire
¤£ ¡¢連 レコード (CD と区別して)

[1725] disquette
¤£ ¡¢女 フロッピーディスク

[1726] dissimuler
¤£ ¡¢動 隠す

[1727] se dissimuler
¤£ ¡¢動 隠れる

[1728] dissipation
¤£ ¡¢女 消散・浪費・注意散漫

[1729] dissipé
¤£ ¡¢形 注意散漫な・落ち着きのない

[1730] dissiper
¤£ ¡¢動 散らかす・晴らす・気を散らす

[1731] se dissiper
¤£ ¡¢動 はれる・散る．消散する・気が
散る

[1732] dissolution
¤£ ¡¢女 解散・解体・崩壊・溶解

[1733] dissoudre
¤£ ¡¢動 溶解させる・溶かす・解体する

[1734] se dissoudre
¤£ ¡¢動 溶解する・溶ける・解散する

[1735] dissuader de
¤£ ¡¢連 ～[qch / inf] するのを思いとど
まらせる

[1736] prendre ses distances

avec

¤£ ¡¢連 ～と距離を置く

[1737] distancer
¤£ ¡¢動 引き離す・先行する

[1738] distiller [distile]
¤£ ¡¢動 蒸留する

[1739] être distinct de
¤£ ¡¢連 ～とは異なっている・～とは別
である

[1740] distingué
¤£ ¡¢形 上品な・優れた・卓越した

[1741] distraction
¤£ ¡¢女 気晴らし・娯楽・放心・不注意

[1742] par distraction
¤£ ¡¢連 うっかりと
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[1743] se distraire
¤£ ¡¢動 気晴らしをする・楽しむ

[1744] distrait
¤£ ¡¢形 ぼんやりした・うっかりした

[1745] distraitement
¤£ ¡¢副 ぼんやりと・上の空で

[1746] distrayant
¤£ ¡¢形 気晴らしになる・面白い

[1747] distributeur
¤£ ¡¢男 自販機

[1748] distributeur automa-

tique

¤£ ¡¢連 自動販売機

[1749] divan
¤£ ¡¢男 ひじかけや背もたれのない長椅
子

[1750] divergence
¤£ ¡¢女 相違・不一致・対立・発散・分
散

[1751] diverger
¤£ ¡¢動 (意見などが)分かれる・対立す
る

[1752] divers
¤£ ¡¢男 その他・諸雑費

[1753] diversement
¤£ ¡¢副 様々に・色々に

[1754] division
¤£ ¡¢女 分割・割り算・目盛り

[1755] divorcer
¤£ ¡¢名 離婚する (複数の主語が)

[1756] divulguer
¤£ ¡¢動 暴露する・すっぱ抜く

[1757] docile
¤£ ¡¢形 従順な・おとなしい

[1758] docker [dOkEr]
¤£ ¡¢男 沖仲士・荷揚げ人足

[1759] documenter
¤£ ¡¢動 資料で裏付ける

[1760] se documenter
¤£ ¡¢動 参考資料を集める

[1761] dogue
¤£ ¡¢男 ブルドッグ・番犬・気難し屋

[1762] compter sur ses doigts
¤£ ¡¢連 指折り数える

[1763] montrer du doigt
¤£ ¡¢連 ～を指差す・～を非難する

[1764] dôme
¤£ ¡¢男 ドーム・円屋根

[1765] domicile actuel
¤£ ¡¢連 現住所

[1766] certificat de domicile
¤£ ¡¢連 住民票

[1767] vente à domicile
¤£ ¡¢連 訪問販売

[1768] payable à domicile
¤£ ¡¢連 着払いの

[1769] dominos
¤£ ¡¢男 ¤£ ¡¢複 ドミノゲーム

[1770] dompter
¤£ ¡¢動 野獣を飼いならす

[1771] dompteur (dompteuse)
¤£ ¡¢名 猛獣使い・馬の調教師

[1772] donneur (donneuse)
¤£ ¡¢名 献血者・ドナー

[1773] se dorer
¤£ ¡¢動 肌を小麦色に焼く

[1774] dormant
¤£ ¡¢形 静止した・淀んだ・固定した

[1775] cité-dortoir
¤£ ¡¢連 [viile も可] ベッドタウン
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[1776] dans le dos
¤£ ¡¢連 背中に・背後に

[1777] dosage
¤£ ¡¢男 調剤・調合・配合

[1778] dose
¤£ ¡¢女 一服の量・服用量・分量

[1779] dose mortelle
¤£ ¡¢連 致死量

[1780] doser
¤£ ¡¢動 調合する・配合する

[1781] dossard
¤£ ¡¢男 ゼッケン・背番号

[1782] dossier
¤£ ¡¢男 いすの背もたれ・一件書類

[1783] tarif douanier
¤£ ¡¢連 関税率

[1784] barrières douanières
¤£ ¡¢連 関税障壁

[1785] en double
¤£ ¡¢連 二重に・同じ物を二つ・ダブっ
て

[1786] doublé
¤£ ¡¢形 裏地のついた

[1787] doublé en français
¤£ ¡¢連 フランス語に吹き替えられた
(映画が)

[1788] doublure
¤£ ¡¢女 裏地・スタントマン

[1789] se doucher
¤£ ¡¢動 シャワーを浴びる

[1790] être doué de
¤£ ¡¢連 生まれつき～が備わっている

[1791] douillet
¤£ ¡¢形 痛がりの・軟弱の・ふかふかし
た

[1792] dragée
¤£ ¡¢女 糖衣錠

[1793] draguer
¤£ ¡¢動 浚渫する・底ざらえをする

[1794] dramatiser
¤£ ¡¢動 騒ぎ立てる・誇張する

[1795] drap de bain
¤£ ¡¢連 バスタオル

[1796] drap de plage
¤£ ¡¢連 ビーチタオル

[1797] drapeau en berne
¤£ ¡¢連 弔旗

[1798] dressage
¤£ ¡¢男 調教・訓練・設営

[1799] dresser une liste
¤£ ¡¢連 リストを作る

[1800] dresseur (dresseuse)
¤£ ¡¢名 調教師・訓練士

[1801] dribbler
¤£ ¡¢動 ドリブルする

[1802] drogue
¤£ ¡¢女 ドラッグ・麻薬

[1803] se droguer
¤£ ¡¢動 麻薬をする・麻薬中毒になる

[1804] droit civil
¤£ ¡¢連 民法

[1805] droit criminel
¤£ ¡¢連 刑法

[1806] droit commercial
¤£ ¡¢連 商法

[1807] faculté de droit
¤£ ¡¢連 法学部

[1808] droitier
¤£ ¡¢形 右利きの

[1809] dromadaire
¤£ ¡¢男 ヒトコブラクダ (=> chameau)
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[1916] élastique
¤£ ¡¢男 ゴムひも・輪ゴム

[1917] campagne électorale
¤£ ¡¢連 選挙運動

[1918] circonscription élec-

torale

¤£ ¡¢連 選挙区

[1919] électricien
¤£ ¡¢名 電気工・電気屋

[1920] panne d’électricité
¤£ ¡¢連 停電

[1921] électricité statique
¤£ ¡¢連 静電気

[1922] fil électrique
¤£ ¡¢連 電線

[1923] électrocuter
¤£ ¡¢動 感電死させる

[1924] électronique
¤£ ¡¢女 電気工学・エレクトロニクス

[1925] microscope électronique
¤£ ¡¢連 電子顕微鏡

[1926] électrophone
¤£ ¡¢男 レコードプレーヤー

[1927] éléphant d’Afrique
¤£ ¡¢連 アフリカ象

[1928] éléphant d’Asie
¤£ ¡¢連 インド象

[1929] élevage
¤£ ¡¢男 飼育・養殖・牧畜

[1930] élimination
¤£ ¡¢女 除去・排除・選抜・ふるい落と
し

[1931] éliminatoire
¤£ ¡¢形 選抜の・足切りの・予選の

[1932] éliminer
¤£ ¡¢動 取り除く・選抜する

[1933] éloignement
¤£ ¡¢男 遠ざけること・隔たり・疎遠

[1934] émaner
¤£ ¡¢動 発散する．発する

[1935] emballage
¤£ ¡¢男 包装・梱包・荷造り

[1936] emballement
¤£ ¡¢男 逆上・興奮・熱中

[1937] emballer
¤£ ¡¢動 包装する・荷造りする・魅了す
る

[1938] s’emballer
¤£ ¡¢動 夢中になる・かっとなる

[1939] embarcadère
¤£ ¡¢男 埠頭・桟橋・船着き場 (男性で

あることに注意)

[1940] embarcation
¤£ ¡¢女 小舟・ボート

[1941] embarcation de sauve-

tage

¤£ ¡¢連 救命ボート

[1942] embardée
¤£ ¡¢女 突然の進路変更

[1943] embarquement
¤£ ¡¢男 乗船・搭乗・積み込み

[1944] embarquer
¤£ ¡¢動 積み込む・積載する・載せる

[1945] s’embarquer
¤£ ¡¢動 船や飛行機に搭乗する

[1946] embauche
¤£ ¡¢女 職・働き口



65

第 5章

E

[1820] s’ébattre
¤£ ¡¢動 はしゃぎまわる

[1821] ébéniste
¤£ ¡¢男 高級家具職人

[1822] éboueur
¤£ ¡¢男 ゴミ収集人

[1823] s’ébouillanter
¤£ ¡¢動 熱湯でやけどする

[1824] éboulement
¤£ ¡¢男 土砂崩れ

[1825] s’ébouler
¤£ ¡¢動 崩れ落ちる

[1826] ébouriffé
¤£ ¡¢形 髪が乱れた・ぼさぼさの

[1827] ébréché
¤£ ¡¢形 皿などの縁が欠けた・刃こぼれ
した

[1828] ébullition
¤£ ¡¢女 沸騰

[1829] écailler
¤£ ¡¢動 鱗を落とす

[1830] s’écailler
¤£ ¡¢動 ペンキなどがはげ落ちる

[1831] écarquiller
¤£ ¡¢動 (目を) 大きく見開く

[1832] s’écarter
¤£ ¡¢動 [de, から]反れる・脇によける

[1833] échafaudage
¤£ ¡¢男 足場

[1834] échange extérieur
¤£ ¡¢連 対外貿易

[1835] échangeur
¤£ ¡¢男 インターチェンジ・立体交差

[1836] échantillon
¤£ ¡¢男 サンプル・標本

[1837] échappée
¤£ ¡¢女 スパート・振り切ること

[1838] échappement
¤£ ¡¢男 排気ガス

[1839] l’échapper belle
¤£ ¡¢連 危うく逃れる

[1840] écharde
¤£ ¡¢女 とげ

[1841] écharpe
¤£ ¡¢女 マフラー

[1842] avoir le bras en écharpe
¤£ ¡¢連 腕を包帯でつっている

[1843] échauffement
¤£ ¡¢男 ウォーミングアップ

[1844] s’échauffer
¤£ ¡¢連 ウォーミングアップする
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[1845] à l’échelle de
¤£ ¡¢連 ～の規模の [de qch = adj]

[1846] échelon
¤£ ¡¢男 はしごの段

[1847] à l’échelon de
¤£ ¡¢連 ～の段階で [de qch = adj]

[1848] échevelé
¤£ ¡¢形 髪を乱した・混乱した

[1849] écho [Eko]
¤£ ¡¢名 こだま

[1850] éclabousser
¤£ ¡¢動 (車が人に) はねをかける

[1851] éclaboussure
¤£ ¡¢女 [多く複数形] はね・とばっちり

[1852] éclairage
¤£ ¡¢男 照明

[1853] éclaircie
¤£ ¡¢女 晴れ間・雲の切れ目

[1854] éclaircir
¤£ ¡¢動 解明する

[1855] s’éclaircir
¤£ ¡¢動 (空が) 晴れてくる

[1856] éclore
¤£ ¡¢動 卵が孵化する・開花する

[1857] éclosion
¤£ ¡¢女 孵化・開花

[1858] écluse
¤£ ¡¢女 (運河の段差のある) 水門

[1859] écœurant
¤£ ¡¢形 吐き気を催させるような

[1860] écœurer
¤£ ¡¢動 吐き気を催させる

[1861] faire l’économie de
¤£ ¡¢連 ～なしですませる

[1862] économiser
¤£ ¡¢動 節約する・蓄財する

[1863] écorce
¤£ ¡¢女 樹皮・果皮

[1864] écorcher
¤£ ¡¢動 皮を剥ぐ・不快感をあたえる
(耳などが目的語)

[1865] s’écorcher
¤£ ¡¢動 すりむく

[1866] écorchure
¤£ ¡¢女 かすり傷・引っ掻き傷

[1867] écossais
¤£ ¡¢形 スコットランドの

[1868] écoulement
¤£ ¡¢男 流れ・流動

[1869] écouler
¤£ ¡¢動 市場に流通させる

[1870] écourter
¤£ ¡¢動 短縮する

[1871] écrevisse
¤£ ¡¢女 ザリガニ (類)

[1872] par écrit
¤£ ¡¢連 書面で

[1873] écriteau
¤£ ¡¢男 掲示・立て札・張り紙

[1874] écriture idéographique
¤£ ¡¢連 表意文字

[1875] écriture cunéiforme
¤£ ¡¢連 楔形文字

[1876] écroulement
¤£ ¡¢男 崩壊・瓦解

[1877] s’écrouler
¤£ ¡¢動 崩れ落ちる (建物や人が)・崩壊
する

[1878] écueil
¤£ ¡¢男 暗礁

[1879] écuelle
¤£ ¡¢女 碗・深皿 (縁なしの)
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[1880] écumoire
¤£ ¡¢女 穴シャクシ

[1881] écureuil
¤£ ¡¢男 リス

[1882] écurie
¤£ ¡¢女 馬小屋

[1883] écusson
¤£ ¡¢男 ワッペン

[1884] éduquer
¤£ ¡¢動 しつける

[1885] effarant
¤£ ¡¢形 仰天するような

[1886] effaré
¤£ ¡¢形 仰天した

[1887] effarement
¤£ ¡¢男 仰天・茫然自失・周章狼狽

[1888] effectif
¤£ ¡¢男 構成人数・総員数

[1889] effervescence
¤£ ¡¢女 興奮状態・大騒ぎ

[1890] sous l’effet de
¤£ ¡¢連 ～の作用で・～のせいで

[1891] effeuiller
¤£ ¡¢動 花びらをむしる・葉落としする

[1892] effleurer
¤£ ¡¢動 軽く触れる・かすめる

[1893] s’effondrer
¤£ ¡¢動 崩壊する・崩れる

[1894] faire un effort
¤£ ¡¢連 がんばる・努力する

[1895] effronté
¤£ ¡¢形 恥知らず

[1896] effronterie
¤£ ¡¢女 厚かましさ

[1897] égalisation
¤£ ¡¢女 同点

[1898] égaler
¤£ ¡¢動 等しい

[1899] égaliser
¤£ ¡¢動 均等にする・平等にする

[1900] à l’égalité
¤£ ¡¢連 同点の・タイの

[1901] égarer
¤£ ¡¢動 置き忘れる・紛失する

[1902] s’égarer
¤£ ¡¢動 道に迷う・なくなる (物が)

[1903] église romane
¤£ ¡¢連 ロマネスク様式の教会

[1904] égoïstement
¤£ ¡¢副 利己的に・自分本位に

[1905] égorger
¤£ ¡¢動 喉をかき切って殺す

[1906] s’égosiller [egozije]
¤£ ¡¢動 大声で叫ぶ

[1907] égout
¤£ ¡¢男 下水・下水道・下水溝

[1908] plaque d’égout
¤£ ¡¢連 マンホールの蓋

[1909] égoutter
¤£ ¡¢動 水を切る

[1910] égouttoir
¤£ ¡¢男 水切りかご

[1911] s’égratigner
¤£ ¡¢動 引っ掻き傷を負う・すりむく

[1912] égratignure
¤£ ¡¢女 引っ掻き傷・擦過傷

[1913] égrener
¤£ ¡¢動 ～から実や種をとる

[1914] éjecter
¤£ ¡¢動 投げ出す・放り出す・はじき出
す

[1915] élastique
¤£ ¡¢形 伸び縮みする・弾力性のある
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[2047] s’engouffrer
¤£ ¡¢動 吹き込む・流れ込む・殺到する

[2048] engourdi
¤£ ¡¢形 しびれた・かじかんだ

[2049] s’engourdir
¤£ ¡¢動 しびれる・麻痺する

[2050] engrais
¤£ ¡¢男 肥料・こやし

[2051] engrais chimique
¤£ ¡¢連 化学肥料

[2052] engraisser
¤£ ¡¢動 肥育する

[2053] engrenage
¤£ ¡¢男 歯車・歯車装置

[2054] s’enhardir à
¤£ ¡¢連 あえて～する

[2055] d’une enjambée
¤£ ¡¢連 一またぎで

[2056] enlaidir
¤£ ¡¢動 醜くする

[2057] enlèvement
¤£ ¡¢男 誘拐・取り去ること・撤去

[2058] enlever
¤£ ¡¢動 取り除く・誘拐する

[2059] s’enliser
¤£ ¡¢動 はまり込む・のみこまれる

[2060] enneigé
¤£ ¡¢形 雪に覆われた

[2061] enneigement
¤£ ¡¢男 積雪量

[2062] énormément de
¤£ ¡¢連 [無冠詞名詞と] 莫大な～

[2063] enquête
¤£ ¡¢女 調査・捜査 (警察の)

[2064] enquêter
¤£ ¡¢動 調査する・捜査する

[2065] enquêteur (enquêtrice)
¤£ ¡¢名 捜査官・調査員

[2066] enragé
¤£ ¡¢形 狂犬病にかかった・激怒した

[2067] enrhumé
¤£ ¡¢形 風邪をひいた状態の

[2068] s’enrhumer
¤£ ¡¢動 風邪をひく

[2069] enrober
¤£ ¡¢動 包む・くるむ・被覆する

[2070] d’une voix enrouée
¤£ ¡¢連 しゃがれ声で

[2071] s’enrouler dans
¤£ ¡¢連 ～にくるまる

[2072] s’enrouler autour
¤£ ¡¢連 ～に巻き付く

[2073] enseigne
¤£ ¡¢女 看板

[2074] vue d’ensemble
¤£ ¡¢連 全体像

[2075] ensemencer
¤£ ¡¢動 種をまく

[2076] ensevelir
¤£ ¡¢動 埋める・呑み込む

[2077] ensoleillé
¤£ ¡¢形 日当たりの良い

[2078] ensommeillé
¤£ ¡¢形 眠そうな

[2079] entaille
¤£ ¡¢女 切り込み・深い切り傷

[2080] entailler
¤£ ¡¢動 切り込みをいれる

[2081] s’entailler
¤£ ¡¢動 自分の～を深く切る

[2082] entamer
¤£ ¡¢動 着手する・新品に手を付ける・
傷つける
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[1947] embaucher
¤£ ¡¢動 雇う・採用する

[1948] embellir
¤£ ¡¢動 美しくする・美化する・潤色す
る

[1949] embêtant
¤£ ¡¢形 厄介な・困った・うんざりする

[1950] embêter
¤£ ¡¢動 うんざりさせる・困らせる

[1951] emboîter
¤£ ¡¢動 はめ込む

[1952] s’emboîter
¤£ ¡¢動 ぴったりはまる

[1953] embouchure
¤£ ¡¢女 河口・マウスピース (吹奏楽器
の)

[1954] embouteillage
¤£ ¡¢男 交通渋滞

[1955] emboutir
¤£ ¡¢動 (衝突して車を) へこます

[1956] embranchement
¤£ ¡¢男 分岐点・枝分かれ

[1957] embrayage
¤£ ¡¢男 クラッチ

[1958] embrocher
¤£ ¡¢動 串に刺す

[1959] embrouiller
¤£ ¡¢動 もつれさせる・紛糾させる

[1960] s’embrouiller
¤£ ¡¢動 訳が分からなくなる

[1961] émettre
¤£ ¡¢動 発する・表明する・発行する (小
切手・貨幣)

[1962] émietter
¤£ ¡¢動 細かく砕く

[1963] émission
¤£ ¡¢女 テレビ番組・ラジオ番組・放送

[1964] emmanchure [ÃmÃSyr]
¤£ ¡¢女 服の袖ぐり

[1965] emmêler [Ãmele]
¤£ ¡¢動 こんぐらがらせる・紛糾させる

[1966] emménager [ÃmenaZe]
¤£ ¡¢動 引っ越してくる・入居する

[1967] s’emmitoufler [Ãmitufle]
¤£ ¡¢動 毛布などで身を包む

[1968] emmurer [Ãmyre]
¤£ ¡¢動 (落盤などが人を) 閉じ込める

[1969] émotif
¤£ ¡¢形 精神的同様を受けやすい

[1970] avoir des émotions
¤£ ¡¢連 はらはらする

[1971] donner des émotions
¤£ ¡¢連 はらはらさせる

[1972] empailler
¤£ ¡¢動 剥製にする

[1973] empêchement
¤£ ¡¢男 不都合・差し支え

[1974] empereur (impératrice)
¤£ ¡¢男 皇帝

[1975] empester
¤£ ¡¢動 臭くする・臭いにおいを放つ

[1976] s’empêtrer
¤£ ¡¢動 身動きが取れなくなる

[1977] s’empêtrer les pieds

dans

¤£ ¡¢連 ～に足をとられる

[1978] empierrer
¤£ ¡¢動 (道に)砂利を敷く

[1979] empiéter
¤£ ¡¢動 侵害する・浸食する・踏み込む
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[1980] empiler
¤£ ¡¢動 積み重ねる

[1981] l’Empire britannique
¤£ ¡¢連 大英帝国

[1982] l’Empire romain
¤£ ¡¢連 ローマ帝国

[1983] l’Empire du Milieu
¤£ ¡¢動 中華帝国

[1984] emplacement
¤£ ¡¢男 場所・用地・スペース

[1985] mode d’emploi
¤£ ¡¢連 使用法

[1986] employeur (employeuse)
¤£ ¡¢名 雇用者・雇い主

[1987] empoisonnant
¤£ ¡¢形 うんざりさせる・うっとうしい

[1988] empoisonnement
¤£ ¡¢男 中毒・服毒・毒殺

[1989] empoisonnement crim-

inel

¤£ ¡¢連 毒殺

[1990] empoisonner
¤£ ¡¢動 毒殺する・うんざりさせる

[1991] s’empoisonner
¤£ ¡¢動 食中毒になる

[1992] s’empoisonner à
¤£ ¡¢動 ～にうんざりする

[1993] emporté
¤£ ¡¢形 逆上しやすい・逆上した

[1994] emportement
¤£ ¡¢男 逆上・激怒

[1995] se laisser emporter
¤£ ¡¢連 我を忘れる・突き動かされる
[par, に]

[1996] empoté
¤£ ¡¢形 のろまな・不器用な

[1997] empreinte
¤£ ¡¢女 跡・痕跡・指紋・刻印

[1998] empreinte digitale
¤£ ¡¢連 指紋

[1999] avec empressement
¤£ ¡¢連 てきぱきと・いそいそと

[2000] s’empresser de
¤£ ¡¢連 急いで～する

[2001] emprisonnement
¤£ ¡¢男 投獄・禁固・拘禁

[2002] emprunt
¤£ ¡¢男 借金すること・負債・借用

[2003] emprunter à
¤£ ¡¢動 ～から物 [直接目的語] を借り
る

[2004] ému
¤£ ¡¢形 感動した・動揺した・興奮した

[2005] encaisser
¤£ ¡¢動 を受け取る (代金)・を現金化す
る (手形)

[2006] enceinte
¤£ ¡¢形 妊娠している

[2007] encerclement
¤£ ¡¢男 包囲

[2008] encercler
¤£ ¡¢動 包囲する

[2009] enchanteur (enchanteresse)
¤£ ¡¢名 魔法使い

[2010] enclume
¤£ ¡¢女 鉄床

[2011] encoche
¤£ ¡¢女 小さい刻み目・溝・きず

[2012] encombrant
¤£ ¡¢形 場所ふさぎな・邪魔な
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[2013] encombrement
¤£ ¡¢男 交通渋滞・空席なしの状態

[2014] encourageant
¤£ ¡¢形 有望な (結果などが)

[2015] encouragement
¤£ ¡¢男 励まし・奨励・助成

[2016] encourager
¤£ ¡¢動 励ます・奨励する・助成する

[2017] s’endetter de
¤£ ¡¢動 (～額) の借金をする

[2018] endive
¤£ ¡¢女 エンダイブ・チコリ

[2019] endroit perdu
¤£ ¡¢連 人里離れた場所

[2020] épreuve d’endurance
¤£ ¡¢連 耐久レース

[2021] endurant
¤£ ¡¢形 耐久力のある

[2022] s’endurcir
¤£ ¡¢動 体を鍛える

[2023] énergie solaire
¤£ ¡¢連 太陽エネルギー

[2024] énergie nucléaire
¤£ ¡¢連 原子力エネルギー

[2025] économie d’énergie
¤£ ¡¢連 省エネ

[2026] énergique
¤£ ¡¢形 精力的な・断固とした

[2027] énervant
¤£ ¡¢形 神経に障るような・苛立たせる
ような

[2028] enfantin
¤£ ¡¢形 子供らしい・容易な

[2029] classe enfantine
¤£ ¡¢連 幼児学級

[2030] enfiler
¤£ ¡¢動 糸を通す・身につける

[2031] enflammé
¤£ ¡¢形 炎症を起こした

[2032] enflammer
¤£ ¡¢動 火をつける・炎症を起こさせる

[2033] enflé
¤£ ¡¢形 腫れた・ふくれあがった

[2034] enfler
¤£ ¡¢動 腫れる・～を大きくする

[2035] enflure
¤£ ¡¢女 腫れ・むくみ

[2036] enfourner
¤£ ¡¢動 オーブンに入れる

[2037] enfumé
¤£ ¡¢形 煙でいっぱいの

[2038] engageant
¤£ ¡¢形 好感の持てる・いい感じの

[2039] engagement
¤£ ¡¢男 約束・出場登録 (エントリー)

[2040] engager
¤£ ¡¢動 雇う・乗り入れさせる・拘束す
る

[2041] s’engager à
¤£ ¡¢動 ～を約束する

[2042] s’engager dans
¤£ ¡¢連 ～に乗り入れる・～にはまり込
む

[2043] engins de pêche
¤£ ¡¢連 漁具

[2044] engins de chasse
¤£ ¡¢連 猟具

[2045] englober
¤£ ¡¢動 含める・勘定に入れる

[2046] engloutir
¤£ ¡¢動 飲み込む・むさぼり食う
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[2181] équipage
¤£ ¡¢男 乗組員・クルー

[2182] équipement hôtelier
¤£ ¡¢連 宿泊施設

[2183] équipier
¤£ ¡¢名 チームのメンバー

[2184] équitable
¤£ ¡¢形 公正な・公平な

[2185] équitablement
¤£ ¡¢副 公正に・公平に

[2186] équité
¤£ ¡¢女 公正・公平

[2187] érafler
¤£ ¡¢動 擦り傷をつける

[2188] s’érafler
¤£ ¡¢動 自分の～に擦り傷を負う

[2189] éraflure
¤£ ¡¢女 かすり傷・すり傷

[2190] éreintant
¤£ ¡¢形 くたくたに疲れさせる

[2191] éreinté
¤£ ¡¢形 へとへとに疲れた

[2192] éreinter
¤£ ¡¢動 疲れ切らせる・酷評する

[2193] éruption
¤£ ¡¢女 噴火・噴出・発疹

[2194] escabeau
¤£ ¡¢男 脚立

[2195] escadrille
¤£ ¡¢女 飛行小隊・飛行編隊

[2196] escalade
¤£ ¡¢女 よじ上ること

[2197] escalader
¤£ ¡¢動 よじ上る

[2198] escalator
¤£ ¡¢男 エスカレーター

[2199] escale
¤£ ¡¢女 寄港・寄港地・途中着陸・途中
着陸地

[2200] escalier de secours
¤£ ¡¢連 非常階段

[2201] escalier de colimaçon
¤£ ¡¢連 螺旋階段

[2202] escalier roulant
¤£ ¡¢連 エスカレーター (= escalier

mécanique)

[2203] escalope
¤£ ¡¢女 エスカロップ (薄切り肉)

[2204] escamotable
¤£ ¡¢形 収納可能な

[2205] escargot
¤£ ¡¢男 エスカルゴ

[2206] escarpé
¤£ ¡¢形 急峻な・険しい

[2207] escorte
¤£ ¡¢女 護衛・護衛隊・護送

[2208] escorter
¤£ ¡¢動 護衛する・護送する

[2209] escrime
¤£ ¡¢女 フェンシング

[2210] espacement
¤£ ¡¢男 間隔を広げること・間隔

[2211] touche d’espacement
¤£ ¡¢連 スペースバー (キーボードの)

[2212] espacer
¤£ ¡¢動 間隔を空ける・間を置く

[2213] s’espacer
¤£ ¡¢動 間隔が空く・間遠になる

[2214] espadrille
¤£ ¡¢女 エスパドリーユ (縄底のズック
靴)
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[2083] entasser
¤£ ¡¢動 積み上げる

[2084] entente
¤£ ¡¢女 相互理解・好関係・合意・協定

[2085] entêté
¤£ ¡¢名 頑固者・強情もの

[2086] s’entêter dans
¤£ ¡¢連 ～(物) に固執する

[2087] s’entêter à
¤£ ¡¢連 ～することに固執する

[2088] enthousiaste
¤£ ¡¢形 熱狂的な

[2089] s’enthousiasmer pour
¤£ ¡¢連 ～(物) に夢中になる・～(物) に
熱狂する

[2090] nombre entier
¤£ ¡¢連 整数

[2091] en entier
¤£ ¡¢連 フルスペルで・フルネームで・
全部

[2092] entonnoir
¤£ ¡¢男 じょうご・漏斗

[2093] entorse
¤£ ¡¢女 捻挫・歪曲・違反

[2094] se faire une entorse à
¤£ ¡¢連 ～を捻挫する

[2095] entortiller
¤£ ¡¢動 ～を～に [dans] くるむ

[2096] entracte
¤£ ¡¢男 幕間・休憩時間

[2097] s’entraider
¤£ ¡¢動 助け合う

[2098] entrain
¤£ ¡¢男 元気・熱意・活気

[2099] entraînant
¤£ ¡¢形 心を引き込むような

[2100] entraînement
¤£ ¡¢男 トレーニング・熱中・誘惑

[2101] match d’entraînement
¤£ ¡¢連 練習試合

[2102] s’entraîner à
¤£ ¡¢連 ～する訓練をする

[2103] entraîneur
¤£ ¡¢男 コーチ・トレーナー・監督

[2104] entrave
¤£ ¡¢女 妨害・束縛・制限・手かせ・足
かせ

[2105] entraver
¤£ ¡¢動 妨害する・足かせをはめる

[2106] entrebâillement
¤£ ¡¢男 ドアなどの隙間

[2107] entrebâiller
¤£ ¡¢動 少しだけ開ける・半開きにする

[2108] s’entrechoquer
¤£ ¡¢動 ぶつかり合う

[2109] entrelacer
¤£ ¡¢動 組み合わせる・交錯させる

[2110] entreposer
¤£ ¡¢動 倉庫に入れる・一時的に預ける

[2111] entrepôt
¤£ ¡¢男 倉庫

[2112] entrepreneur
¤£ ¡¢名 請け負い業者

[2113] entrepreneur de démé-

nagement

¤£ ¡¢連 引っ越し業者

[2114] entrepreneur de pompes

funèbres

¤£ ¡¢連 葬儀屋
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[2115] entreprise de construc-

tion

¤£ ¡¢連 建設会社

[2116] s’entretenir de
¤£ ¡¢連 ～について話し合う

[2117] s’entretenir avec
¤£ ¡¢連 ～と～について [de]話し合う

[2118] entretien
¤£ ¡¢男 手入れ・維持・会談

[2119] service-entretien
¤£ ¡¢連 アフターサービス

[2120] avoir une entrevue avec
¤£ ¡¢連 ～と会見 (会談) する

[2121] envahir
¤£ ¡¢動 侵略する・占拠する・埋め尽く
す

[2122] enveloppe-réponse
¤£ ¡¢連 返信用封筒

[2123] s’envenimer
¤£ ¡¢動 (傷が) 化膿する・悪化する

[2124] donner envie de
¤£ ¡¢連 ～したい気に～を (à) ならせる

[2125] des environs
¤£ ¡¢男 ¤£ ¡¢複 付近・近郊

[2126] environnant
¤£ ¡¢形 取り囲んでいる・周りの

[2127] envisager
¤£ ¡¢動 計画する・～するつもりだ [de

inf]・検討する

[2128] envoi
¤£ ¡¢男 送ること・派遣・郵便物

[2129] envol
¤£ ¡¢男 離陸・飛び立つこと

[2130] envoler
¤£ ¡¢動 飛び立つ・吹き飛ばされる

[2131] envoyé
¤£ ¡¢名 派遣員・使節

[2132] envoyé spécial
¤£ ¡¢連 特派員

[2133] épaissir
¤£ ¡¢動 厚くする・濃くする

[2134] épanoui
¤£ ¡¢形 表情の輝いた・開花した

[2135] épargnant
¤£ ¡¢名 貯蓄家・預金者・倹約家

[2136] épargne
¤£ ¡¢女 貯蓄・貯蓄高・節約

[2137] épargner
¤£ ¡¢動 節約する・貯金する・免れさせ
る

[2138] éparpiller
¤£ ¡¢動 散らす．ばらまく・散漫にする

[2139] s’éparpiller
¤£ ¡¢動 散らばる・分散する

[2140] épatant
¤£ ¡¢形 すごく良い・すばらしい

[2141] épater
¤£ ¡¢動 びっくりさせる・あっと言わせる

[2142] épauler
¤£ ¡¢動 肩で支える (銃などを)・肩入れ
する・力を貸す

[2143] épeler
¤£ ¡¢動 単語の綴りを言う

[2144] épi
¤£ ¡¢男 穂 (稲などの)・逆毛

[2145] épicé
¤£ ¡¢形 スパイシーな・辛い

[2146] épicerie
¤£ ¡¢女 食料品店
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[2147] épicier
¤£ ¡¢名 食料品店主

[2148] épidémie
¤£ ¡¢女 流行・伝染・伝染病

[2149] épidémie de grippe
¤£ ¡¢連 インフルエンザの流行

[2150] épidémie de choléra
¤£ ¡¢連 コレラの流行

[2151] épier
¤£ ¡¢動 スパイする・待ち受ける

[2152] épilepsie
¤£ ¡¢女 てんかん

[2153] crise d’épilepsie
¤£ ¡¢連 てんかんの発作

[2154] épine
¤£ ¡¢女 (植物や動物の) とげ・いばら

[2155] épineux
¤£ ¡¢形 とげのある・厄介な・微妙な

[2156] épingle
¤£ ¡¢女 ピン

[2157] épingle de cheveux
¤£ ¡¢連 ヘアピン

[2158] épingle de cravatte
¤£ ¡¢連 ネクタイピン

[2159] épingle de sûreté
¤£ ¡¢連 安全ピン

[2160] épingle à linge
¤£ ¡¢連 洗濯バサミ

[2161] épluchage
¤£ ¡¢男 皮むき・下ごしらえ・入念な点
検・あら探し

[2162] éplucher
¤£ ¡¢動 皮を剥く・入念に点検する・あ
ら探しする

[2163] éponge
¤£ ¡¢女 スポンジ・黒板ふき

[2164] éponge métallique
¤£ ¡¢連 金属たわし

[2165] éponger
¤£ ¡¢動 拭き取る・拭う

[2166] s’éponger
¤£ ¡¢動 自分の～を拭う

[2167] épousseter
¤£ ¡¢動 ほこりを払う

[2168] épouvantaille
¤£ ¡¢女 かかし・こけおどし

[2169] épouvante
¤£ ¡¢女 激しい恐怖・ひどい不安

[2170] film d’épouvante
¤£ ¡¢連 ホラー映画

[2171] épouvanter
¤£ ¡¢動 ひどく怖がらせる

[2172] épreuve
¤£ ¡¢女 試験・試合・試練・プリント (写
真の)

[2173] épuration
¤£ ¡¢女 浄化・生成・純化

[2174] épurer
¤£ ¡¢動 不純物を取り除く・純化する

[2175] équatoral
¤£ ¡¢形 赤道の

[2176] équerre
¤£ ¡¢女 直角定規

[2177] équilatéral
¤£ ¡¢形 等辺の

[2178] triangle équilatéral
¤£ ¡¢連 正三角形

[2179] en équilibre
¤£ ¡¢連 釣り合って・バランスがとれて

[2180] équilibriste
¤£ ¡¢名 軽業師・曲芸師
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[2310] s’évaporer
¤£ ¡¢動 蒸発する・気化する

[2311] évasion
¤£ ¡¢女 脱走・逃亡・逃避・気分転換・
息抜き

[2312] évasion fiscale
¤£ ¡¢連 税金逃れ

[2313] évasion de capitaux

(=évasion des capitaux)

¤£ ¡¢連 資本の (国外) 逃避

[2314] donner l’éveil
¤£ ¡¢連 注意を引く・警戒させる

[2315] rêve éveillé
¤£ ¡¢連 白日夢

[2316] éventail
¤£ ¡¢男 扇・選択の幅・品揃え

[2317] éventrer
¤£ ¡¢動 腹を割く

[2318] éventualité
¤£ ¡¢女 可能性・偶発性・起こりえる事
態

[2319] éventuel (éventuelle)
¤£ ¡¢形 起こりえる・不確実な・仮定の

[2320] éventuellement
¤£ ¡¢副 場合によってば・必要ならば

[2321] évêque
¤£ ¡¢男 司教

[2322] évier
¤£ ¡¢男 台所の流し

[2323] évier en inox
¤£ ¡¢連 ステンレスの流し

[2324] ex æquo [Egzeko]
¤£ ¡¢連 同順位に・同位に

[2325] exalté
¤£ ¡¢形 興奮した・熱狂した・昂った

[2326] examinateur (examinatrice)
¤£ ¡¢名 口頭試験の試験官・審査員

[2327] exaspération
¤£ ¡¢女 激しい苛立・激怒

[2328] exaspérer
¤£ ¡¢動 苛立たせる・激怒させる

[2329] excédent [EksedÃ]
¤£ ¡¢男 超過

[2330] sans exception
¤£ ¡¢連 例外なしに

[2331] par exception
¤£ ¡¢連 例外的に

[2332] à l’exception de
¤£ ¡¢連 ～を除いて・～以外は

[2333] faire exception
¤£ ¡¢連 例外をなす

[2334] mesure exceptionnelle
¤£ ¡¢連 異例の措置

[2335] excès de pouvoir
¤£ ¡¢連 越権行為

[2336] excès de vitesse
¤£ ¡¢連 スピード違反

[2337] prix excessif
¤£ ¡¢連 法外な値段

[2338] excessivement
¤£ ¡¢副 過度に・法外に・極端に

[2339] exclu
¤£ ¡¢形 除名された・追放された

[2340] jusqu’à la page 15 exclue
¤£ ¡¢連 15 ページより前まで

[2341] exclure
¤£ ¡¢動 除名する・排除する

[2342] exclusif
¤£ ¡¢形 独占的な・排他的な・偏狭な
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[2215] l’espèce humain
¤£ ¡¢連 人類

[2216] en espèce
¤£ ¡¢連 現金で

[2217] espiègle
¤£ ¡¢名 いたずらっ子・やんちゃな子

[2218] satellite espion
¤£ ¡¢連 スパイ衛星

[2219] service d’espionnage
¤£ ¡¢連 諜報機関

[2220] espionner
¤£ ¡¢動 スパイする

[2221] esplanade
¤£ ¡¢女 広場 (大建築物の前の)・テラ
ス・見晴し台

[2222] perdre l’esprit
¤£ ¡¢連 正気を失う

[2223] reprendre ses esprits
¤£ ¡¢連 意識を取り戻す・正気を取り戻
す

[2224] esquinter
¤£ ¡¢動 壊す・駄目にする

[2225] s’esquinter la santé
¤£ ¡¢連 体を壊す

[2226] esquiver
¤£ ¡¢動 かわす・巧みに逃れる

[2227] esquiver une corvée
¤£ ¡¢連 嫌な仕事からうまく逃げる

[2228] s’esquiver
¤£ ¡¢動 こっそり逃げ出す

[2229] essais et erreurs
¤£ ¡¢連 試行錯誤

[2230] coup d’essai
¤£ ¡¢連 小手調べ

[2231] essaim
¤£ ¡¢男 (ミツバチなどの昆虫の) 群れ・
集団

[2232] salon d’essayage
¤£ ¡¢連 試着室

[2233] poste à essence
¤£ ¡¢連 ガソリンスタンド [男性名詞]

[2234] essorage
¤£ ¡¢男 (洗濯物の) 脱水

[2235] essorer
¤£ ¡¢動 脱水する・洗濯物を絞る

[2236] essoreuse
¤£ ¡¢女 脱水機

[2237] essoufflé
¤£ ¡¢形 息切れした

[2238] essoufflement
¤£ ¡¢男 息切れ

[2239] s’essouffler
¤£ ¡¢動 息が切れる

[2240] essuie-glace (essuie-glaces)
¤£ ¡¢男 ワイパー

[2241] essuie-main (essuie-mains)
¤£ ¡¢男 手ふき・手ぬぐい

[2242] Allemagne de l’Est
¤£ ¡¢連 東ドイツ

[2243] vent d’est
¤£ ¡¢連 東風

[2244] station estivale
¤£ ¡¢連 避暑地

[2245] tenue estivale
¤£ ¡¢連 夏服

[2246] estropié
¤£ ¡¢形 (手や足の)不自由な

[2247] s’estropier
¤£ ¡¢動 手足がきかなくなる・手足に障
害が生じる
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[2248] estuaire
¤£ ¡¢男 河口 (入り江のように大きくなっ
たもの)

[2249] étable
¤£ ¡¢名 牛小屋・家畜小屋

[2250] établi
¤£ ¡¢男 仕事台・作業台

[2251] établissement hospital-

ier

¤£ ¡¢連 医療機関

[2252] établissement scolaire
¤£ ¡¢連 学校・教育施設

[2253] à l’étage
¤£ ¡¢連 (二階建ての家で)二階に・二階
で

[2254] étagère
¤£ ¡¢女 棚・棚板・飾り棚

[2255] étalage
¤£ ¡¢男 陳列・ショーケース・孤児

[2256] étalement
¤£ ¡¢男 (時間の) 分散化・日や時間を
散らすこと

[2257] étalement des paiements
¤£ ¡¢連 延べ払い・支払いの繰り延べ

[2258] étaler
¤£ ¡¢動 広げる・長期に分散する・延ば
して塗る

[2259] étape
¤£ ¡¢女 走行区間 (レースの)・宿泊地

[2260] état d’esprit
¤£ ¡¢連 精神状態

[2261] état de conscience
¤£ ¡¢連 意識の状態

[2262] état de choses
¤£ ¡¢連 事態・事情

[2263] état solide
¤£ ¡¢連 固体の状態

[2264] état du ciel
¤£ ¡¢連 空模様

[2265] homme d’￥’Etat
¤£ ¡¢連 政治家・政府高官

[2266] université d’￥’Etat
¤£ ¡¢連 国立大学

[2267] industrie d’￥’Etat
¤£ ¡¢連 国営企業

[2268] en état de
¤£ ¡¢連 ～することができる状態の

[2269] étau (étaux)
¤£ ¡¢男 万力

[2270] éterniser
¤£ ¡¢動 だらだらと長引かせる・不滅に
する

[2271] s’éterniser
¤£ ¡¢動 長引く・いつまでも終わらない

[2272] pour l’éternité
¤£ ¡¢連 永遠に

[2273] éternuement
¤£ ¡¢男 くしゃみ

[2274] éternuer
¤£ ¡¢動 くしゃみをする

[2275] éther
¤£ ¡¢男 エーテル

[2276] étiqueter
¤£ ¡¢動 値札や荷札を貼る

[2277] étiquette
¤£ ¡¢女 値札・名札・ラベル・レッテル
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[2278] s’étirer
¤£ ¡¢動 伸びをする

[2279] étoffe
¤£ ¡¢女 布・素質・資質

[2280] ciel étoilé
¤£ ¡¢連 星空

[2281] bannière étoilée
¤£ ¡¢連 星条旗

[2282] étourderie
¤£ ¡¢女 軽卒・そそっかしさ

[2283] faute d’étourderie
¤£ ¡¢連 ケアレスミス

[2284] étourdi
¤£ ¡¢形 軽率な・そそかっしい・茫然自
失した

[2285] étourdir
¤£ ¡¢動 目を回させる・ぼんやりさせる・
うるさがらせる

[2286] étourdissement
¤£ ¡¢男 めまい・陶酔・享楽

[2287] étrangler
¤£ ¡¢動 絞殺する・首を絞める・締め付
ける・抑圧する

[2288] étrenne
¤£ ¡¢女 お年玉

[2289] étrenner
¤£ ¡¢動 初めて使う・使い初めをする

[2290] étrier
¤£ ¡¢男 鐙 (あぶみ)

[2291] étriqué
¤£ ¡¢形 窮屈な・狭い・偏狭な

[2292] salaire étriqué
¤£ ¡¢連 薄給

[2293] étroitement
¤£ ¡¢副 狭いところに・厳重に

[2294] étroitesse
¤£ ¡¢女 狭さ・窮屈さ・偏狭さ

[2295] études obligatoires
¤£ ¡¢連 義務教育

[2296] diplôme de fin d’études
¤£ ¡¢連 卒業証書

[2297] voyage d’études
¤£ ¡¢連 調査旅行

[2298] tarif étudiant
¤£ ¡¢連 学生料金

[2299] étui à lunettes
¤£ ¡¢連 眼鏡ケース

[2300] marché européen
¤£ ¡¢連 ヨーロッパ市場

[2301] évacuation
¤£ ¡¢名 退避・撤兵・排水・排泄

[2302] évacuer
¤£ ¡¢動 退避させる・撤兵する・排水す
る

[2303] évadé
¤£ ¡¢名 脱走者・脱獄者

[2304] s’évader d’une prison
¤£ ¡¢連 脱獄する

[2305] évaluation des dom-

mages

¤£ ¡¢連 損害の見積もり

[2306] être évalué
¤£ ¡¢連 [(à)+ 値段]評価額が～である

[2307] évanoui
¤£ ¡¢形 気を失った・消え去った

[2308] s’évanouir
¤£ ¡¢動 気を失う・消え去る

[2309] évanouissement
¤£ ¡¢男 気を失うこと・消え去ること
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[2419] C’est bien fait.
¤£ ¡¢連 いい気味だ・ざまあみろ・自業
自得だ

[2420] tout fait (toute faite)
¤£ ¡¢連 出来合いの・既製の

[2421] faitout
¤£ ¡¢男 深鍋・シチュー鍋 (= fait-tout)

[2422] fakir
¤£ ¡¢男 大道芸人・苦行僧 (イスラム・
ヒンズー)

[2423] falaise
¤£ ¡¢女 断崖・絶壁

[2424] allocation familiale
¤£ ¡¢連 扶養手当 (国が支給する)

[2425] ennuis familiaux
¤£ ¡¢連 家庭の心配事

[2426] se familiariser avec
¤£ ¡¢連 ～に馴れる・なじむ・親しくな
る

[2427] avec familiarité
¤£ ¡¢連 親しみを持って・なれなれしく

[2428] terrain familier
¤£ ¡¢連 得意分野・得意なジャンル

[2429] familièrement
¤£ ¡¢副 くだけた言い回しで・親しく・
なれなれしく

[2430] fané
¤£ ¡¢形 しおれた・しなびた・生気を失っ
た

[2431] se faner
¤£ ¡¢動 しおれる・色あせる

[2432] fanfare
¤£ ¡¢女 ブラスバンド・ファンファーレ

[2433] fanion
¤£ ¡¢男 小旗 (標識用)・小型軍旗・団
体旗

[2434] fanion de la Croix-Rouge
¤£ ¡¢連 赤十字旗

[2435] fantaisiste
¤£ ¡¢形 気まぐれな・思いつきの

[2436] vaisseau fantôme
¤£ ¡¢連 幽霊船

[2437] ville fantôme
¤£ ¡¢連 ゴーストタウン

[2438] farce
¤£ ¡¢女 いたずら・冗談・笑劇

[2439] farce
¤£ ¡¢女 詰め物料理

[2440] farceur (farceuse)
¤£ ¡¢名 いたずら好きの人・冗談好きの
人

[2441] farci
¤£ ¡¢形 詰め物をした (料理)

[2442] fard
¤£ ¡¢男 おしろい・化粧品

[2443] se farder
¤£ ¡¢動 化粧する

[2444] fart
¤£ ¡¢男 スキー用のワックス

[2445] fastidieux
¤£ ¡¢形 うんざりする・退屈な

[2446] fatalement
¤£ ¡¢副 必然的に・否応なく・どうして
も
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[2343] interview exclusif
¤£ ¡¢連 独占インタビュー

[2344] exclusion
¤£ ¡¢女 除名・退学・追放

[2345] exclusive
¤£ ¡¢女 除名処分・追放・除外

[2346] exclusivement
¤£ ¡¢副 もっぱら

[2347] exclusivité
¤£ ¡¢女 独占権・専売品

[2348] excursion
¤£ ¡¢女 遠足・ハイキング

[2349] erreur excusable
¤£ ¡¢連 許せる間違い

[2350] exécrable
¤£ ¡¢形 最悪の・最低の・忌むべき

[2351] exécutant
¤£ ¡¢名 オーケストラの団員・実行者・
執行者

[2352] exécution
¤£ ¡¢女 実行・演奏・処刑

[2353] exemplaire
¤£ ¡¢男 部・冊・枚・通

[2354] exhorter
¤£ ¡¢動 [à qch / à inf]～するように勧め
る・説得する

[2355] exigu (exiguë)
¤£ ¡¢形 (部屋などが)狭い・小さすぎる

[2356] exiguïté
¤£ ¡¢女 (部屋などの) 狭さ・小ささ

[2357] existant
¤£ ¡¢形 現在の・現行の

[2358] expansif
¤£ ¡¢形 外向的な・感情を表に出す

[2359] expansion économique
¤£ ¡¢連 経済成長

[2360] s’expatrier
¤£ ¡¢動 祖国を去る・移住する

[2361] expédier
¤£ ¡¢動 発送する・郵送する・大急ぎで
終える

[2362] expéditeur (expéditrice)
¤£ ¡¢名 差出人・発信元

[2363] expédition
¤£ ¡¢女 発送・探検隊

[2364] vérité d’expérience
¤£ ¡¢連 経験的真実

[2365] expiration
¤£ ¡¢女 息を吐くこと・期限切れ・満期・
満了

[2366] expirer
¤£ ¡¢動 息を引き取る・期限切れになる

[2367] expliciter
¤£ ¡¢動 はっきり述べる・明文化する

[2368] exploiteur (exploiteuse)
¤£ ¡¢名 搾取者

[2369] explorateur (exploratrice)
¤£ ¡¢名 探検家

[2370] exploration
¤£ ¡¢女 探検・調査

[2371] explorer
¤£ ¡¢動 探検する・調査する

[2372] explosif plastique
¤£ ¡¢連 プラスチック爆弾

[2373] attentat à l’explosif
¤£ ¡¢連 爆弾テロ

[2374] exposé à
¤£ ¡¢連 ～の方向を向いた

[2375] bien exposé
¤£ ¡¢連 日当たりの良い
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[2376] exproprier
¤£ ¡¢動 収用する・接収する

[2377] expulser
¤£ ¡¢動 退去させる・追放する・退学さ
せる

[2378] expulsion
¤£ ¡¢女 強制退去・追放・退学

[2379] exquis
¤£ ¡¢形 非常においしい・美味な・洗練
された

[2380] s’extasier devant
¤£ ¡¢連 [sur も可] ～にうっとりする・
夢中になる

[2381] extensible
¤£ ¡¢形 伸張性のある

[2382] exténuant
¤£ ¡¢形 ひどく疲れさせる

[2383] exténué
¤£ ¡¢形 疲れきった・へとへとになった

[2384] commerce extérieur
¤£ ¡¢連 対外貿易

[2385] politique extérieur
¤£ ¡¢連 対外政策

[2386] extérieurement
¤£ ¡¢副 見かけ上は・外側は

[2387] extermination
¤£ ¡¢女 皆殺し・絶滅

[2388] exterminer
¤£ ¡¢動 皆殺しにする・撲滅する

[2389] externe
¤£ ¡¢名 通学生 (<=>interne (寮生))

[2390] extincteur
¤£ ¡¢男 消化器

[2391] extinction
¤£ ¡¢女 明かりを消すこと・消滅

[2392] extorquer
¤£ ¡¢動 強請り取る・だまし取る

[2393] extraction
¤£ ¡¢女 採掘・抽出・分離

[2394] extraction d’une dent
¤£ ¡¢連 抜歯

[2395] extraire
¤£ ¡¢動 採掘する・抽出する・抜く (歯
を)

[2396] moyens extraordinaires
¤£ ¡¢連 非常手段
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第 6章

F

[2397] fabrication
¤£ ¡¢女 製造・生産・偽造・ねつ造

[2398] fabrication en masse
¤£ ¡¢連 大量生産 (= fabrication en série)

[2399] fabrique
¤£ ¡¢女 製造所・小工場

[2400] marque de fabrique
¤£ ¡¢連 商標

[2401] fabriquer
¤£ ¡¢動 製造する・制作する・偽造する

[2402] pays fabuleux
¤£ ¡¢連 おとぎの国

[2403] animal fabuleux
¤£ ¡¢連 神話や伝説の生き物

[2404] de face
¤£ ¡¢連 正面の・正面から (<=> en por-

trait)

[2405] perdre la face
¤£ ¡¢連 メンツを失う

[2406] sauver la face
¤£ ¡¢連 メンツを保つ

[2407] facette
¤£ ¡¢女 カット面 (宝石やガラスの)

[2408] facilité de transport
¤£ ¡¢連 交通の便

[2409] facilité de paiement
¤£ ¡¢連 分割払い

[2410] facteur
¤£ ¡¢男 郵便配達人・要因・因数

[2411] facture
¤£ ¡¢女 請求書・計算書・送り状

[2412] facturier (facturière)
¤£ ¡¢形 請求書作成係・送り状作成係

[2413] café faible
¤£ ¡¢連 薄いコーヒー・マイルドなコー
ヒー

[2414] faiblesse de constitution
¤£ ¡¢連 虚弱体質

[2415] faiblir
¤£ ¡¢動 弱くなる・気弱になる・くじけ
る

[2416] faïence
¤£ ¡¢女 陶器

[2417] fainéant
¤£ ¡¢形 怠惰な・ぐうたらな

[2418] faire bien de
¤£ ¡¢連 ～するとはよいことだ・～する
のが良い [条件法で]



88 フランス語単語 10000語

[2546] marché financier
¤£ ¡¢連 金融市場

[2547] finesse
¤£ ¡¢女 精巧・細かさ・鋭敏

[2548] fisc
¤£ ¡¢男 税務署

[2549] frauder le fisc
¤£ ¡¢連 脱税する

[2550] fiscal
¤£ ¡¢形 税務の・国庫の

[2551] timbre fiscal
¤£ ¡¢連 収入印紙

[2552] fraude fiscale
¤£ ¡¢連 脱税

[2553] fissure
¤£ ¡¢女 裂け目・割れ目・ひび・亀裂

[2554] fixement
¤£ ¡¢副 じっと

[2555] fixer
¤£ ¡¢動 固定する・決める・知らせる
[sur qch]

[2556] flageolet
¤£ ¡¢男 フラジョレ豆 (小粒なインゲン
豆)

[2557] flagrant
¤£ ¡¢形 明白な・歴然とした・現行犯の

[2558] flair
¤£ ¡¢男 嗅覚 (動物の)・勘・直感

[2559] flairer
¤£ ¡¢動 かぎつける

[2560] flambeau
¤£ ¡¢男 松明・明かり・光・光明

[2561] flambée
¤£ ¡¢女 勢い良く燃え上がる火

[2562] flammèche
¤£ ¡¢女 火の粉

[2563] flan
¤£ ¡¢男 カスタードプリン

[2564] flâner
¤£ ¡¢動 ぶらぶら散歩する・のらりくら
りする

[2565] flanquer
¤£ ¡¢動 食らわせる (殴打を)・与える
(恐怖を)

[2566] flanquer dehors
¤£ ¡¢連 外にたたき出す・お払い箱にす
る

[2567] flaque
¤£ ¡¢女 水たまり・液体のたまり

[2568] flash
¤£ ¡¢男 フラッシュ

[2569] flécher
¤£ ¡¢動 矢印で示す

[2570] fléchette
¤£ ¡¢女 投げ矢 (ダーツの)

[2571] fléchissement
¤£ ¡¢男 曲げること・たわみ・低下

[2572] fléchissement de la na-

talité

¤£ ¡¢連 出生率の低下

[2573] se flétrir
¤£ ¡¢動 しおれる (花などが)

[2574] fleuriste
¤£ ¡¢名 花屋 (人)

[2575] flocon
¤£ ¡¢男 雪片・フレーク

[2576] floraison
¤£ ¡¢女 開花・開花期
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[2447] se fatiguer de
¤£ ¡¢連 ～にあきあきする・うんざりす
る

[2448] faubourg
¤£ ¡¢男 都市の周辺部・町外れ・場末

[2449] fauché
¤£ ¡¢形 文無しの

[2450] faucheur (faucheuse)
¤£ ¡¢名 穀物や草を刈り取る人

[2451] faucheuse
¤£ ¡¢女 刈り取り機・草刈り機

[2452] faucille
¤£ ¡¢女 半月形の鎌

[2453] faune
¤£ ¡¢女 動物層 (<=> flore)

[2454] fausser
¤£ ¡¢動 ゆがめる・結果を狂わせる

[2455] faute d’inattention
¤£ ¡¢連 ケアレスミス・不注意ミス

[2456] faute de saisie
¤£ ¡¢連 タイプミス (= faute de frappe)

[2457] faute de
¤£ ¡¢連 ～がないので・～しないので

[2458] fauteuil à bascule
¤£ ¡¢連 ロッキングチェア

[2459] fautif
¤£ ¡¢形 責任がある・違反を犯した・間
違った

[2460] fauve
¤£ ¡¢男 猛獣・野獣・[

¤£ ¡¢形 として] 黄褐
色の

[2461] fausse nouvelle
¤£ ¡¢連 誤報・虚報

[2462] fausse dent (fausses dents)
¤£ ¡¢連 入れ歯

[2463] fausse crainte
¤£ ¡¢連 取り越し苦労・杞憂

[2464] chanter faux
¤£ ¡¢連 調子はずれに歌う

[2465] faux
¤£ ¡¢男 偽物・贋作・偽造文書・虚偽・
誤り

[2466] faux-monnayeur
¤£ ¡¢男 通貨偽造者・偽金作り

[2467] billet de faveur
¤£ ¡¢連 優待券

[2468] fédération
¤£ ¡¢女 連盟・連合・革命時の国民軍

[2469] maladie feinte
¤£ ¡¢連 仮病

[2470] feindre le calme
¤£ ¡¢連 平静を装う

[2471] feindre une maladie
¤£ ¡¢連 仮病を使う

[2472] faire une feinte à
¤£ ¡¢連 ～一杯食わせる・フェイントを
かける

[2473] fêlé
¤£ ¡¢形 ヒビの入った・割れ目の入った

[2474] fêler
¤£ ¡¢動 ヒビや割れ目を入れる

[2475] fêlure
¤£ ¡¢女 ひび・割れ目

[2476] se féliciter de
¤£ ¡¢連 [qch / inf]～して良かったと喜
ぶ

[2477] femelle
¤£ ¡¢女 雌 (<=>mâle)
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[2478] vis femelle [[vis f@mEl]]
¤£ ¡¢連 雌ねじ (<=> vis mâle)

[2479] prise femelle
¤£ ¡¢連 コンセント

[2480] bonne femme
¤£ ¡¢連 おばさん (親しみ・軽蔑ととも
に)

[2481] femme de ménage
¤£ ¡¢連 家政婦・お手伝いさん

[2482] se fendiller [fÃdije]
¤£ ¡¢動 細かなヒビがたくさん入る

[2483] minerai de fer
¤£ ¡¢連 鉄鉱石

[2484] fer forgé
¤£ ¡¢連 練鉄

[2485] âge du fer
¤£ ¡¢連 鉄器時代

[2486] âge de fer
¤£ ¡¢連 暗黒時代 (siècle de fer)

[2487] terre ferme
¤£ ¡¢連 陸地 (海に対して)

[2488] viande ferme
¤£ ¡¢連 身の締まった肉

[2489] fermentation
¤£ ¡¢女 発酵・感情の昂り・興奮

[2490] fermenter
¤£ ¡¢動 発酵する・感情が昂る・動揺す
る

[2491] fermier
¤£ ¡¢名 農夫・小作農

[2492] fermoir
¤£ ¡¢男 留め金・掛け金

[2493] ferraille
¤£ ¡¢女 くず鉄・スクラップ

[2494] ferrailleur
¤£ ¡¢名 くず鉄屋・スクラップ業者

[2495] réseau ferré
¤£ ¡¢連 鉄道網 (= réseau ferroviaire)

[2496] voie ferrée
¤£ ¡¢連 鉄道 (= chemin de fer)

[2497] ferroviaire
¤£ ¡¢形 鉄道の

[2498] accident ferroviaire
¤£ ¡¢連 鉄道事故

[2499] être fertile en
¤£ ¡¢連 [+ 無冠詞複数名詞]～が多い

[2500] fertilité
¤£ ¡¢女 肥沃さ・豊かさ

[2501] fesses
¤£ ¡¢女 [通常複数] 尻

[2502] festin
¤£ ¡¢男 大宴会・饗宴・ご馳走

[2503] fêter l’anniversaire de
¤£ ¡¢連 ～の誕生日を祝う

[2504] fétiche
¤£ ¡¢男 お守り・マスコット

[2505] feu vert
¤£ ¡¢連 青信号

[2506] feu orange
¤£ ¡¢連 黄信号

[2507] feu rouge
¤£ ¡¢連 赤信号

[2508] brûler le feu
¤£ ¡¢連 信号無視する

[2509] donner le feu vert
¤£ ¡¢連 ゴーサインを出す

[2510] baisser le feu
¤£ ¡¢連 火を弱める

[2511] augmenter le feu
¤£ ¡¢連 火を強める

[2512] en feu
¤£ ¡¢連 燃えている状態の (で)
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[2513] feu roulant
¤£ ¡¢連 連射・連続射撃 (feu continu)

[2514] prendre feu
¤£ ¡¢連 火がつく・燃えだす

[2515] feuilleter
¤£ ¡¢動 ページをめくる・走り読みする

[2516] feuilleton
¤£ ¡¢男 連続小説・連続ドラマ

[2517] fiançailles
¤£ ¡¢女 [常に複数]婚約・婚約式・婚約
期間

[2518] se fiancer avec
¤£ ¡¢連 ～と婚約する

[2519] ficeler
¤£ ¡¢動 ひもでくくる・ひもでしばる

[2520] ficelle
¤£ ¡¢女 細紐・フィセル (パンの一種)

[2521] fiche médicale
¤£ ¡¢連 カルテ

[2522] fichier
¤£ ¡¢男 カードボックス・コンピュータ
のファイル

[2523] fichier affiché
¤£ ¡¢連 添付ファイル (= fichier joint)

[2524] fichu
¤£ ¡¢男 婦人用の三角形のスカーフ

[2525] fièvre de l’or
¤£ ¡¢連 ゴールドラッシュ

[2526] fiévreux
¤£ ¡¢形 熱のある・熱狂的な

[2527] figé
¤£ ¡¢形 不動の・こわばった・固定的な

[2528] figer
¤£ ¡¢動 固まらせる・凝固させる・身動
きできなくする

[2529] se figer
¤£ ¡¢動 固まる・凝固する・身動きしな
くなる

[2530] figue
¤£ ¡¢女 イチジクの実

[2531] figuier
¤£ ¡¢男 イチジクの木

[2532] figurant
¤£ ¡¢名 端役・エキストラ

[2533] filature
¤£ ¡¢女 製糸工場・紡績・製糸

[2534] filer
¤£ ¡¢動 突っ走る・急ぐ・尾行する

[2535] fillette
¤£ ¡¢女 養女

[2536] filleul
¤£ ¡¢名 代子 (<= parrain, marraine)

[2537] filmer
¤£ ¡¢動 撮影する (映画を)

[2538] filtrer
¤£ ¡¢動 濾過する・検閲する・検問する

[2539] se filtrer
¤£ ¡¢動 しみ出す・しみ込む

[2540] en fin de
¤£ ¡¢連 [無冠詞名詞と]～の終わりに

[2541] scène finale
¤£ ¡¢連 ラストシーン

[2542] finale
¤£ ¡¢女 決勝戦

[2543] finaliste
¤£ ¡¢名 決勝戦出場選手

[2544] finance
¤£ ¡¢女 財政・金融業

[2545] financier
¤£ ¡¢形 経済状の・金銭上の
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[2669] fourche
¤£ ¡¢女 フォーク・熊手・股・分岐点・
枝毛

[2670] fourchette
¤£ ¡¢女 フォーク・数値の範囲

[2671] fourmi
¤£ ¡¢女 アリ

[2672] fourmilière
¤£ ¡¢女 蟻塚・蟻の巣

[2673] fourneau
¤£ ¡¢男 コンロ・レンジ・かまど

[2674] se fournir
¤£ ¡¢動 買い物をする (日常の)

[2675] fournisseur
¤£ ¡¢男 行きつけの店・供給者

[2676] fournitures
¤£ ¡¢女 [常に複数形]必需品一式

[2677] fourré
¤£ ¡¢形 裏地のついた

[2678] fourrer
¤£ ¡¢動 放り込む・裏地をつける

[2679] se fourrer
¤£ ¡¢動 潜り込む・身を置く

[2680] fourrure
¤£ ¡¢女 毛皮・動物の毛並み

[2681] foyer
¤£ ¡¢男 炉・燃焼室・家庭・会館・発祥
地

[2682] femme au foyer
¤£ ¡¢連 専業主婦

[2683] fonder un foyer
¤£ ¡¢連 家庭を築く

[2684] briser un foyer
¤£ ¡¢連 家庭を壊す

[2685] foyer d’incendie
¤£ ¡¢連 火元

[2686] foyer d’une maladie
¤£ ¡¢連 病巣

[2687] fracas
¤£ ¡¢男 凄まじい音・轟音・喧噪

[2688] fracasser
¤£ ¡¢動 打ち砕く・粉砕する

[2689] fraction
¤£ ¡¢女 一部・部分・分数

[2690] simplifier une fraction
¤£ ¡¢連 約分する

[2691] fracture
¤£ ¡¢女 骨折・断層・破断

[2692] fracturer
¤£ ¡¢動 こじ開ける・壊す

[2693] se fracturer
¤£ ¡¢動 骨折する

[2694] fragmenter
¤£ ¡¢動 砕く・分割する・細分化する

[2695] fraîchement
¤£ ¡¢副 最近・新しく・冷ややかに

[2696] Ça va fraîchement.
¤£ ¡¢連 冷え冷えする (天候が)

[2697] fraîcheur
¤£ ¡¢女 涼しさ・冷たさ・新鮮さ

[2698] fraîchir
¤£ ¡¢動 (天候が) 肌寒くなる・涼しくな
る

[2699] au frais
¤£ ¡¢連 冷えたところに

[2700] prendre le frais
¤£ ¡¢連 涼しい空気にあたる

[2701] frais
¤£ ¡¢男 出費・費用・～費

[2702] frais de nourriture
¤£ ¡¢連 食費
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[2577] floral
¤£ ¡¢形 花の・花に関する

[2578] flore
¤£ ¡¢女 植物相・植物誌 (<=> faune)

[2579] flotte
¤£ ¡¢女 艦隊・船団・海軍

[2580] flotteur
¤£ ¡¢男 浮き (釣りの)・フロート

[2581] flottille
¤£ ¡¢女 小型船団

[2582] flou
¤£ ¡¢形 ぼやけた・あいまいな

[2583] fluide
¤£ ¡¢形 滑らかな・流動的な

[2584] fluide
¤£ ¡¢男 液体

[2585] flûte
¤£ ¡¢女 フルート・フルートグラス (シャ
ンパン用)

[2586] fluvial (fluviale, fluviaux)
¤£ ¡¢形 河川の・川に関する

[2587] bonne foi
¤£ ¡¢連 誠実・誠意・本心

[2588] mauvaise foi
¤£ ¡¢連 不誠実・不正直・虚偽

[2589] foire internationale
¤£ ¡¢連 国際見本市

[2590] Vous avez fait des folies.
¤£ ¡¢連 とんだ散財でしたね (贈り物へ
の礼) (— une folie も可)

[2591] folklorique
¤£ ¡¢形 民間伝承の・民間芸能の

[2592] follement
¤£ ¡¢副 途方もなく・気が狂ったように
熱烈に

[2593] se foncer sur
¤£ ¡¢連 ～に飛びかかる [contre も可]

[2594] se foncer
¤£ ¡¢動 色が濃くなる・突っ走る

[2595] fonction d’enseignement
¤£ ¡¢連 教職

[2596] fonction administrative
¤£ ¡¢連 行政職

[2597] haut fonctionnaire
¤£ ¡¢連 高級官僚

[2598] fonctionnement
¤£ ¡¢男 機能状態・働き具合・動き方

[2599] fonctionner
¤£ ¡¢動 作動する・機能する

[2600] à fond
¤£ ¡¢連 徹底的に・完全に・とことん

[2601] au fond
¤£ ¡¢連 結局・実のところ (２語)

[2602] dans le fond
¤£ ¡¢連 結局・実のところ (３語)

[2603] de fond en comble
¤£ ¡¢連 土台から屋根まで・徹底的に

[2604] vocabulaire fondamen-

tale

¤£ ¡¢連 基本語彙

[2605] fondant
¤£ ¡¢形 すぐに溶ける・溶けた状態の

[2606] fondation de Rome
¤£ ¡¢連 ローマ建国

[2607] fondation
¤£ ¡¢女 創設・基礎・土台

[2608] fondé sur
¤£ ¡¢連 ～に基づいた
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[2609] fondé
¤£ ¡¢形 根拠のある・正当な

[2610] fondement
¤£ ¡¢男 [多く複数形で]基礎・原理・基
本理論

[2611] fonder
¤£ ¡¢動 創設する・根拠を置く

[2612] se fonder sur
¤£ ¡¢連 [主語が]～に基づく・～に根拠
を置く

[2613] fondre
¤£ ¡¢動 溶かす・鋳造する・溶ける・な
くなる

[2614] fonds
¤£ ¡¢男 [多く複数形] 資本金・資金 (単

複同形)

[2615] Fonds Monétaire Inter-

national

¤£ ¡¢連 IMF・国際通貨基金

[2616] fonds d’état
¤£ ¡¢連 国債・公債

[2617] mise de fonds
¤£ ¡¢連 投資・出資

[2618] bailleur de fonds
¤£ ¡¢連 出資者

[2619] fonds de roulement
¤£ ¡¢連 運転資金 (企業の)

[2620] rentrer dans ses fonds
¤£ ¡¢連 資金 (貸付金) を回収する

[2621] footballeur (footballeuse)
¤£ ¡¢名 サッカー選手

[2622] forain
¤£ ¡¢形 市の・縁日の

[2623] marchand forain
¤£ ¡¢連 露天商人 (市や縁日の)

[2624] à force de
¤£ ¡¢連 多くの～のために・大いに～し
たために

[2625] en force
¤£ ¡¢連 大挙して

[2626] de force
¤£ ¡¢連 力づくで

[2627] de toutes ses forces
¤£ ¡¢連 全力で・力の限り

[2628] tout de force
¤£ ¡¢連 力業・至難の業・離れ業・曲芸

[2629] C’est forcé.
¤£ ¡¢連 当然だ・避けられないことだ
(que + subj)

[2630] sourire forcé
¤£ ¡¢連 作り笑い

[2631] travaux forcés
¤£ ¡¢連 懲役・徒刑

[2632] atterrissage forcé
¤£ ¡¢連 不時着

[2633] forcément
¤£ ¡¢副 当然・必然的に

[2634] forcer la vérité
¤£ ¡¢連 真実をねじ曲げる

[2635] se forcer à
¤£ ¡¢連 無理をして、～する・自分に～
することを無理強いする

[2636] forestier
¤£ ¡¢形 森の・森に関する

[2637] région forestière
¤£ ¡¢連 森林地帯
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[2638] chemin forestier
¤£ ¡¢連 林道

[2639] forêt vierge
¤£ ¡¢連 原始林

[2640] forfait
¤£ ¡¢男 棄権・参加取り消し

[2641] déclarer forfait
¤£ ¡¢連 棄権する (スポーツ)

[2642] formuler
¤£ ¡¢動 述べる・表現する・書式に従っ
て書く

[2643] C’est plus fort que moi.
¤£ ¡¢連 自分ではどうにもならない・私
の力を超える・仕方がない

[2644] fortement
¤£ ¡¢副 とても・大いに・強く・しっかり
と

[2645] forteresse
¤£ ¡¢女 要塞・砦・牙城

[2646] fortification
¤£ ¡¢女 要塞・城塞

[2647] fortifiant
¤£ ¡¢男 栄養剤・強壮剤・滋養食品

[2648] se fortifier
¤£ ¡¢動 体力をつける・要塞に立てこも
る

[2649] coûter une fortune
¤£ ¡¢連 大金がかかる・非常に高価であ
る

[2650] faire fortune
¤£ ¡¢連 一財産つくる・成功する

[2651] fortuné
¤£ ¡¢形 裕福な・金持ちな

[2652] fosse
¤£ ¡¢女 穴・墓穴・海溝

[2653] fossé
¤£ ¡¢男 溝・堀・壕・ギャップ・隔たり

[2654] coup de foudre
¤£ ¡¢連 一目惚れ・青天の霹靂

[2655] foudroyer
¤£ ¡¢動 雷でうつ・即死させる

[2656] fouet
¤£ ¡¢男 鞭・鞭打ちの刑罰・泡立て器

[2657] coup de fouet
¤£ ¡¢連 鞭打ち・刺激

[2658] fouetter
¤£ ¡¢動 鞭で打つ・泡立てる

[2659] fougère
¤£ ¡¢女 シダ (植物)

[2660] fouille
¤£ ¡¢女 検査・捜索・遺跡の発掘・発掘
現場・掘削

[2661] fouiller
¤£ ¡¢動 隈無く探す・所持品を調べる

[2662] fouillis
¤£ ¡¢男 雑然とした堆積

[2663] foulard
¤£ ¡¢男 スカーフ・ネッカチーフ

[2664] Il y a foule.
¤£ ¡¢連 大勢の人がいる・混んでいる

[2665] fouler
¤£ ¡¢動 押しつぶす・圧搾する・踏む

[2666] se fouler
¤£ ¡¢動 捻挫する・くじく

[2667] foulure
¤£ ¡¢女 軽い捻挫・筋違え

[2668] petit four
¤£ ¡¢連 プチ・フール (一口ケーキ)





フランス語単語 10000語 93

[2703] frais de logement
¤£ ¡¢連 住居費

[2704] frais divers
¤£ ¡¢連 雑費

[2705] frais généraux
¤£ ¡¢連 企業の経常費

[2706] framboise
¤£ ¡¢名 木いちご

[2707] franchise
¤£ ¡¢女 率直さ・免税・フランチャイズ

[2708] franchise douanière
¤£ ¡¢連 関税免除

[2709] frange
¤£ ¡¢女 ふち飾り・前髪・周辺・境界

[2710] frappant
¤£ ¡¢形 著しい・際立った・一目瞭然の

[2711] fraude
¤£ ¡¢女 不正行為・不法行為・詐欺

[2712] fraude électorale
¤£ ¡¢連 選挙違反

[2713] fraude fiscale
¤£ ¡¢連 脱税

[2714] fraude aux examens
¤£ ¡¢連 カンニング

[2715] en fraude
¤£ ¡¢連 不正に・こっそりと

[2716] frauder
¤£ ¡¢動 不正を行う・違反する

[2717] frauder l’État
¤£ ¡¢連 脱税する・国庫金横領する

[2718] fraudeur (fraudeuse)
¤£ ¡¢名 不正行為者

[2719] fraudeur du fisc
¤£ ¡¢連 脱税者

[2720] se frayer
¤£ ¡¢動 自ら道を切り開く

[2721] frayeur
¤£ ¡¢女 突発的な激しい恐怖

[2722] fredonner
¤£ ¡¢動 口ずさむ・ハミングする

[2723] freezer [frizœr]
¤£ ¡¢男 冷凍室・フリーザー

[2724] freinage
¤£ ¡¢男 ブレーキをかけること

[2725] freiner
¤£ ¡¢動 ブレーキをかける・抑制する

[2726] frémir
¤£ ¡¢動 身を震わせる・震える

[2727] frémissant
¤£ ¡¢形 震えている・かすかに音を立て
ている

[2728] être friand de
¤£ ¡¢連 ～が大好きである

[2729] friandise
¤£ ¡¢女 [多く複数形] お菓子・甘いもの

[2730] friction
¤£ ¡¢女 マッサージ・摩擦・不和・軋轢

[2731] forces de friction
¤£ ¡¢連 摩擦力

[2732] frigorifique
¤£ ¡¢形 冷蔵作用を持つ・冷凍作用を持
つ

[2733] frileux
¤£ ¡¢形 寒がりの・引っ込み思案の

[2734] fripé
¤£ ¡¢形 (服や顔が) しわだらけの

[2735] se friper
¤£ ¡¢動 しわくちゃになる

[2736] frisé
¤£ ¡¢形 縮れ毛の・髪がカールした

[2737] friser
¤£ ¡¢動 カールしている・縮れ毛である
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[2738] frisson
¤£ ¡¢男 身震い・震え・戦慄

[2739] frissonner
¤£ ¡¢動 震える・身震いする

[2740] friture
¤£ ¡¢女 揚げ物・揚げ油

[2741] à froid
¤£ ¡¢連 冷えた状態で・クールに・ぶっ
つけ本番で

[2742] attraper froid
¤£ ¡¢連 風邪をひく

[2743] être en froid
¤£ ¡¢連 仲違いしている

[2744] froidement
¤£ ¡¢副 冷たく・冷静に・冷酷に

[2745] avec froideur
¤£ ¡¢連 冷たく・冷淡に・クールに

[2746] froissé
¤£ ¡¢形 しわくちゃになった・気を悪く
した

[2747] froisser
¤£ ¡¢動 しわくちゃくにする・機嫌を損
ねる

[2748] frôler
¤£ ¡¢動 かすめる・紙一重で避ける

[2749] froncer
¤£ ¡¢動 (眉間などに) しわを寄せる

[2750] froncer les sourcils
¤£ ¡¢連 眉をひそめる

[2751] de front
¤£ ¡¢連 正面から・横に並んで・同時に

[2752] faire front à
¤£ ¡¢連 ～の方を向く・～に立ち向かう

[2753] incident de frontière
¤£ ¡¢連 国境紛争

[2754] fruitier
¤£ ¡¢形 果実のなる

[2755] arbre fruitier
¤£ ¡¢連 果樹

[2756] fuel lourd
¤£ ¡¢連 重油

[2757] fuel domestique
¤£ ¡¢連 灯油

[2758] fugue
¤£ ¡¢女 家出・失踪

[2759] faire une fugue
¤£ ¡¢連 家出する

[2760] être en fugue
¤£ ¡¢連 失踪中である

[2761] fuir
¤£ ¡¢動 逃げる・漏る (容器や蛇口)・漏
る (ガスや水道)

[2762] fuite
¤£ ¡¢女 逃走・脱走・漏れ

[2763] fuite de gaz
¤£ ¡¢連 ガス漏れ

[2764] fuite d’électricité
¤£ ¡¢連 漏電

[2765] fumier
¤£ ¡¢男 肥やし・堆肥

[2766] service funèbre
¤£ ¡¢連 葬式

[2767] veillée funèbre
¤£ ¡¢連 通夜

[2768] pompes funèbres
¤£ ¡¢連 葬儀・葬儀屋

[2769] funiculaire
¤£ ¡¢男 ケーブルカー

[2770] avec fureur
¤£ ¡¢連 熱狂的に・激しく
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[2771] vent furieux
¤£ ¡¢連 暴風

[2772] fusain
¤£ ¡¢男 ニシキギ属の低木・デッサン用
木炭

[2773] fuseau
¤£ ¡¢男 紡錘・糸巻き

[2774] fusée
¤£ ¡¢女 打ち上げ花火・ロケット・信管

[2775] fuselage
¤£ ¡¢男 飛行機の胴体

[2776] fusible
¤£ ¡¢男 ヒューズ・可融性の

[2777] charger un fusil
¤£ ¡¢連 銃を装填する

[2778] tirer au fusil
¤£ ¡¢連 銃を発射する

[2779] fusillade [fyzijad]
¤£ ¡¢女 一斉射撃

[2780] fusiller [fyzije]
¤£ ¡¢動 銃殺する

[2781] fusion
¤£ ¡¢女 合併・統合・融解・溶解

[2782] fusion nucléaire
¤£ ¡¢連 核融合

[2783] point de fusion
¤£ ¡¢連 融点

[2784] en fusion
¤£ ¡¢連 融解状態の

[2785] fusionner
¤£ ¡¢動 合併する・連合する

[2786] fût
¤£ ¡¢男 樽・酒樽

[2787] fût d’un fusil
¤£ ¡¢連 銃床

[2788] futile
¤£ ¡¢形 くだらない・とるに足りない・
軽薄な
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[2864] Ça sent le gaz !
¤£ ¡¢連 ガス臭いぞ

[2865] bec de gaz
¤£ ¡¢連 ガス灯

[2866] gaz lacrymogène
¤£ ¡¢連 催涙ガス

[2867] gaze
¤£ ¡¢女 ガーゼ・包帯・薄織 (綿・絹)・
紗

[2868] gazelle
¤£ ¡¢女 ガゼル (動物)

[2869] gazon
¤£ ¡¢男 芝・芝生

[2870] gazouiller
¤£ ¡¢動 鳥がさえずる・幼児が片言を話
す・せせらぎの音を立てる

[2871] geai
¤£ ¡¢男 カケス (鳥)

[2872] gel
¤£ ¡¢男 結氷・厳寒・厳寒期・凍結

[2873] gel coiffant
¤£ ¡¢連 整髪用ジェル

[2874] gelée
¤£ ¡¢女 氷点下の寒さ・霜・氷結・煮こ
ごり・ゼリー

[2875] gelée de mer
¤£ ¡¢女 クラゲ

[2876] geler
¤£ ¡¢動 凍らせる・麻痺させる・凍る・
凍える

[2877] se geler
¤£ ¡¢動 凍える・寒い

[2878] gémissement
¤£ ¡¢男 うめき声・呻吟・風のうなり声・
きしみ音

[2879] gênant
¤£ ¡¢形 邪魔な・迷惑な・煩わしい

[2880] gencive
¤£ ¡¢女 歯茎・歯肉・あご・歯

[2881] gendarmerie
¤£ ¡¢女 憲兵隊

[2882] gendre
¤£ ¡¢男 娘婿

[2883] gêne
¤£ ¡¢女 肉体的不自由・困難・気詰ま
り・気兼ね・迷惑

[2884] sans gêne
¤£ ¡¢連 無遠慮に

[2885] gêné
¤£ ¡¢形 金に困った・気詰まりな・気兼
ねした・照れた

[2886] gêner
¤£ ¡¢動 邪魔をする・迷惑をかける・困
らせる・窮屈にする

[2887] genêt
¤£ ¡¢男 エニシダ (植物)

[2888] génial (géniale, géniaux)
¤£ ¡¢形 天才的な・天分のある・見事な

[2889] génisse
¤£ ¡¢女 若い雌牛 (出産したことのない)

[2890] genouillère
¤£ ¡¢女 膝あて

[2891] dans le genre
¤£ ¡¢連 この種のものの中では
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第 7章

G

[2789] gâcher
¤£ ¡¢動 台無しにする・浪費する・機会
を逸する・手抜きする・こねる

[2790] gâchis
¤£ ¡¢男 台無しになったもの・浪費・モ
ルタル

[2791] gaffe
¤£ ¡¢女 へま・失言・鉤竿

[2792] gaffer
¤£ ¡¢動 手かぎで引っ掛ける・手かぎで
引き上げる

[2793] se gaffer
¤£ ¡¢動 へまをする・失言する・注意し
て見る

[2794] gage
¤£ ¡¢男 抵当・質草・担保・ゲームの罰・
保証・裏付け・奉公人への給金

[2795] billet gagnant
¤£ ¡¢連 当たりくじ

[2796] numéro gagnant
¤£ ¡¢連 当選番号

[2797] gagnant
¤£ ¡¢名 勝者・当選者・勝ち馬・当たり
くじ

[2798] couleur gaie
¤£ ¡¢連 明るい色

[2799] caractère gai
¤£ ¡¢連 明るい性格・陽気な性格

[2800] gaiement
¤£ ¡¢副 陽気に

[2801] gaillard
¤£ ¡¢形 元気な・はつらつとした・少し
淫らな

[2802] gaillard
¤£ ¡¢名 屈強な男・若者・やつ

[2803] gain
¤£ ¡¢男 利益・儲け・節約・効果

[2804] gaine
¤£ ¡¢女 鞘・ケース・コルセット

[2805] galerie marchande
¤£ ¡¢連 アーケード街・商店街

[2806] galerie
¤£ ¡¢女 回廊・陳列室・坑道・ルーフ
キャリア (自動車)
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[2807] galet
¤£ ¡¢男 砂利 (海岸などの)・小石・キャ
スター (家具の)・ローラー (機械の)

[2808] galette
¤£ ¡¢女 ガレット (丸く平たいパンケー
キ)

[2809] galon
¤£ ¡¢男 縁飾り・飾り紐・階級章・階級

[2810] galopin
¤£ ¡¢男 いたずら小僧・やんちゃ坊主

[2811] gambader
¤£ ¡¢動 跳ね回る・飛び跳ねる

[2812] gamelle
¤£ ¡¢女 弁当箱・飯ごう・えさ (犬など
の)

[2813] gamin
¤£ ¡¢名 子供・少年・少女・ガキ・いた
ずらっ子

[2814] gamme
¤£ ¡¢女 音階・階調 (色)・一連の～・等
級・レベル

[2815] gangster [gÃgstEr]
¤£ ¡¢男 ギャング (の一員)・悪人・悪党

[2816] gants de ménage
¤£ ¡¢連 家事用手袋 (ゴム製や布製の)

[2817] mettre ses gants
¤£ ¡¢連 手袋をはめる

[2818] enlever ses gants
¤£ ¡¢連 手袋を外す

[2819] ganté
¤£ ¡¢形 手袋をはめた

[2820] garage
¤£ ¡¢男 車庫・ガレージ・修理工場

[2821] garagiste
¤£ ¡¢名 自動車修理工場の経営者

[2822] garant
¤£ ¡¢名 保証人・保護者・依拠すべき著
者

[2823] bon de garantie
¤£ ¡¢連 保証書

[2824] garçonnet
¤£ ¡¢男 小さな男の子 (= petit garçon)

[2825] garde du corps
¤£ ¡¢連 ボディガード

[2826] garde
¤£ ¡¢男 番人・監視員・看守・衛兵

[2827] garde
¤£ ¡¢名 付添人・ベビーシッター

[2828] garde
¤£ ¡¢女 管理・保護・監視・当直・

[2829] chien de garde
¤£ ¡¢連 番犬

[2830] garde de nuit
¤£ ¡¢連 夜警 (= gardien de nuit)

[2831] médecin de garde
¤£ ¡¢連 当直医

[2832] garde à vue
¤£ ¡¢連 被疑者の拘留

[2833] faire bonne garde
¤£ ¡¢連 厳重に見張る

[2834] prendre garde à
¤£ ¡¢連 ～に気をつける・～に用心する

[2835] garde-barrière (gardes-

barrières)

¤£ ¡¢名 踏切番・踏切警手

[2836] garde-boue
¤£ ¡¢男 泥よけ
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[2837] garde-chasse
¤£ ¡¢男 密猟監視人

[2838] se garder de
¤£ ¡¢連 ～しないように気をつける (３
語)

[2839] prendre garde de ne pas
¤£ ¡¢連 ～しないように気をつける (５
語)

[2840] gardien
¤£ ¡¢名 管理人 (マンションなどの)・守
衛・看守・ゴールキーパー

[2841] chef de gare
¤£ ¡¢連 駅長

[2842] gare aérienne
¤£ ¡¢連 空港ターミナル

[2843] gare à
¤£ ¡¢連 ～に気をつけろ

[2844] garer
¤£ ¡¢動 (自動車を)駐車させる・車庫に
入れる

[2845] se garer
¤£ ¡¢動 自分の車をとめる・駐車する

[2846] garniture
¤£ ¡¢女 付け合わせ・ひとそろいの備品・
補強部品

[2847] garniture de lit
¤£ ¡¢連 寝具一式

[2848] garniture de bureau
¤£ ¡¢連 文具一式

[2849] garrot
¤£ ¡¢男 止血バンド・鉄管絞首刑 (スペ
イン史)

[2850] gars
¤£ ¡¢男 若い男・奴・男の子

[2851] gâté
¤£ ¡¢形 傷んだ・腐った・悪くなった・
甘やかされた

[2852] dent gâtée
¤£ ¡¢連 虫歯

[2853] enfant gâté
¤£ ¡¢連 甘やかされた子・スポイルされ
た子

[2854] gâter
¤£ ¡¢動 甘やかす・喜ばせる・損なう

[2855] se gâter
¤£ ¡¢動 駄目になる・崩れる (天気が)・
悪化する (状況が)

[2856] voisin de gauche
¤£ ¡¢連 左となりの隣人

[2857] attitude gauche
¤£ ¡¢連 ぎくしゃくした態度

[2858] gaucher
¤£ ¡¢形 左利きの人

[2859] gaufre
¤£ ¡¢女 ゴーフル (菓子)

[2860] gaule
¤£ ¡¢女 長い棒・棹・釣り竿

[2861] se gaver de
¤£ ¡¢連 ～をたらふく食べる・飽食する・
詰め込む (知識など)

[2862] gaz carbonique
¤£ ¡¢連 炭酸ガス

[2863] gaz naturel
¤£ ¡¢連 天然ガス
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[2982] gourmette
¤£ ¡¢女 チェーンブレスレット・時計の
鎖

[2983] gousse
¤£ ¡¢女 豆のさや・ニンニクなどのひと
かけら

[2984] avoir du goût
¤£ ¡¢連 風味が良い・趣味が良い・セン
スがある

[2985] avoir un goût
¤£ ¡¢連 変な味がする

[2986] prendre goût à
¤£ ¡¢連 ～が好きになる

[2987] prendre un goûter
¤£ ¡¢連 おやつを食べる

[2988] goutter
¤£ ¡¢動 したたる・ぽたぽた落ちる・し
ずくをたらす (蛇口などが)

[2989] gouttière
¤£ ¡¢女 とい・副木 (骨折箇所を固定す
る)

[2990] gouvernail
¤£ ¡¢男 舵・指揮・指揮権

[2991] former le gouvernement
¤£ ¡¢連 組閣する

[2992] entrer au gouvernement
¤£ ¡¢連 入閣する

[2993] avoir de la grâce
¤£ ¡¢連 優雅である

[2994] droit de grâce
¤£ ¡¢連 恩赦権

[2995] gracieux
¤£ ¡¢形 優雅な・しとやかな・厚意によ
る・無報酬の

[2996] grade
¤£ ¡¢男 階級・官位・学位

[2997] avancer en grade
¤£ ¡¢連 昇進する (=monter en grade)

[2998] gradin
¤£ ¡¢男 スタンド席・階段席

[2999] graduation
¤£ ¡¢女 目盛り・目盛りをつけること

[3000] graduel (graduelle)
¤£ ¡¢形 漸進的な・段階的な

[3001] grain
¤£ ¡¢男 穀粒・実・粒

[3002] graine
¤£ ¡¢女 種・種子

[3003] grainetier
¤£ ¡¢名 穀物商人

[3004] graisse végétale
¤£ ¡¢連 植物油

[3005] graisse de porc
¤£ ¡¢連 ラード

[3006] graisser
¤£ ¡¢動 油 (グリース)を塗る・注油する

[3007] les cinq grands
¤£ ¡¢連 五大国 (国連の)

[3008] grandeur-nature
¤£ ¡¢連 実物大の (

¤£ ¡¢形 的に)

[3009] grange
¤£ ¡¢女 納屋・穀物倉

[3010] granit
¤£ ¡¢男 花崗岩・御影石 (= granite (地

質学的な意味ではこちらを使用する))

[3011] sucre granulé
¤£ ¡¢連 グラニュー糖
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[2892] jeunes gens
¤£ ¡¢連 青年たち [jeune homme の複
数形]

[2893] géographe
¤£ ¡¢名 地理学者

[2894] professeur de géographie
¤£ ¡¢連 地理学の先生

[2895] géographie humaine
¤£ ¡¢連 人文地理学

[2896] géographie physique
¤£ ¡¢連 自然地理学

[2897] géographie économique
¤£ ¡¢連 経済地理学

[2898] géographie politique
¤£ ¡¢連 政治地理学

[2899] géomètre
¤£ ¡¢名 測量技師

[2900] géométrie non euclidi-

enne

¤£ ¡¢連 非ユークリッド幾何学

[2901] gérance
¤£ ¡¢女 管理・経営・管理期間

[2902] géranium
¤£ ¡¢男 ゼラニウム (植物)

[2903] gérant
¤£ ¡¢名 管理人・支配人

[2904] gerbe
¤£ ¡¢女 束 (麦などの)・花束・柱 (火や
水の)

[2905] se gercer
¤£ ¡¢動 (寒さや乾燥で皮膚が) ひび割
れる

[2906] gerçure
¤£ ¡¢女 あかぎれ・ひび・亀裂・裂け目

[2907] gérer
¤£ ¡¢動 管理する・運営する

[2908] gérer la crise
¤£ ¡¢連 危機をしのぐ

[2909] gérer la situation
¤£ ¡¢連 状況にうまく対応する

[2910] germe de la tuberculose
¤£ ¡¢連 結核菌

[2911] germer
¤£ ¡¢動 芽を出す・発芽する・芽生える
(感情・考えが)

[2912] par gestes
¤£ ¡¢連 身振り手振りで

[2913] gesticuler
¤£ ¡¢動 盛んに身振りをする

[2914] gestion
¤£ ¡¢女 経営・管理・運営・管理期間

[2915] giboulée
¤£ ¡¢女 春の嵐・にわか雨・嵐

[2916] giboyeux
¤£ ¡¢形 獲物の豊富な

[2917] gicler
¤£ ¡¢動 ほとばしる・噴出する・はねか
かる (泥が)

[2918] gifle
¤£ ¡¢女 平手打ち・びんた・侮辱・屈辱

[2919] gifler
¤£ ¡¢動 平手打ちを食らわせる

[2920] gigantesque
¤£ ¡¢形 巨大な・巨人のような・大規模
な・膨大な
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[2921] gigot
¤£ ¡¢男 羊のもも肉・太股

[2922] gilet de sauvetage
¤£ ¡¢連 救命胴衣

[2923] gilet pare-balles
¤£ ¡¢連 防弾チョッキ

[2924] giratoire
¤£ ¡¢形 旋回の・回転の

[2925] girouette
¤£ ¡¢女 風見・風向計・くるくる意見の
変わる人

[2926] gisement
¤£ ¡¢男 鉱脈・鉱床・地層・宝庫

[2927] gitan
¤£ ¡¢女 ジプシーの

[2928] gîte
¤£ ¡¢男 宿・ねぐら・宿泊所・巣 (野兎
などの)・牛のもも肉

[2929] givre
¤£ ¡¢男 霧氷・霜 (冷却時に容器につく)

[2930] politesse glacée
¤£ ¡¢連 慇懃無礼

[2931] glace
¤£ ¡¢女 氷・ガラス・ウィンドウ (車・列
車の)

[2932] glacial (glacials, glaciale)
¤£ ¡¢形 凍るように冷たい・冷ややかな

[2933] zone glaciale
¤£ ¡¢連 寒帯

[2934] glacier
¤£ ¡¢男 氷河

[2935] glacière
¤£ ¡¢女 アイスボックス・氷室・冷蔵庫

[2936] glaçon
¤£ ¡¢男 氷 (飲み物に入れる)・氷塊 (天
然の９

[2937] glaise
¤£ ¡¢女 粘土 (= terre glaise)

[2938] gland
¤£ ¡¢男 ドングリ

[2939] glandes endocrines
¤£ ¡¢連 内分泌腺

[2940] glande lymphatique
¤£ ¡¢連 リンパ腺

[2941] glas
¤£ ¡¢男 弔鐘

[2942] glissade
¤£ ¡¢女 滑ること・相場のじり安

[2943] somme globale
¤£ ¡¢連 総額

[2944] vue globale
¤£ ¡¢連 概観

[2945] globe oculaire
¤£ ¡¢連 眼球

[2946] globules rouges
¤£ ¡¢連 赤血球

[2947] globules blancs
¤£ ¡¢連 白血球

[2948] globules de la lymphe
¤£ ¡¢連 リンパ球

[2949] gloussement
¤£ ¡¢男 鶏のこっこっと鳴く声

[2950] glouton
¤£ ¡¢形 大食の・がつがつと食べる

[2951] gluant
¤£ ¡¢形 ねばねばした・べとつく

[2952] glycine
¤£ ¡¢女 藤 (植物)

[2953] goal
¤£ ¡¢男 ゴールキーパー
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[2954] gobelet en carton
¤£ ¡¢連 紙コップ

[2955] godet
¤£ ¡¢男 絵の具皿・小さな容器・小さな
コップ

[2956] godille [gOdij]
¤£ ¡¢女 ともがい (小舟の船尾のオー
ル)・ウェーデルン (スキー)

[2957] goéland [gOelÃ]
¤£ ¡¢男 カモメ (mouette より大形のも
の)

[2958] golf
¤£ ¡¢男 ゴルフ

[2959] la guerre de Golfe
¤£ ¡¢連 湾岸戦争

[2960] gommer
¤£ ¡¢動 消しゴムで消す・忘れる・ぼか
す・黙殺する

[2961] gonflage
¤£ ¡¢男 膨らませること・膨らみ具合

[2962] gonflé
¤£ ¡¢形 膨らんだ・腫れた・水増しした

[2963] gonfler
¤£ ¡¢動 膨らませる・空気を入れる (タ
イヤに)・水かさを増す (川が)

[2964] se gonfler
¤£ ¡¢動 膨らむ・腫れる・心がいっぱい
になる [de,で]

[2965] s’éclaircir la gorge
¤£ ¡¢連 咳払いをする

[2966] voix de gorge
¤£ ¡¢連 しゃがれ声

[2967] gorgée
¤£ ¡¢女 一口

[2968] gosier
¤£ ¡¢男 喉・咽頭

[2969] gosse
¤£ ¡¢名 子供・ガキ・若い男 (女)

[2970] peindre à la gouache
¤£ ¡¢連 グアッシュで描く

[2971] goudron
¤£ ¡¢男 アスファルト (舗装用の)

[2972] goudronner
¤£ ¡¢男 アスファルト舗装する

[2973] gouffre
¤£ ¡¢男 深淵・渦潮・深み・どん底・金
食い虫

[2974] goujon
¤£ ¡¢男 カワハゼ (魚)

[2975] goulot
¤£ ¡¢男 瓶の首

[2976] boire au goulot
¤£ ¡¢連 ラッパ飲みする

[2977] gourde
¤£ ¡¢女 水筒・ひょうたん・まぬけ・と
んま

[2978] gourdin
¤£ ¡¢男 こん棒

[2979] être gourmand de
¤£ ¡¢連 ～が大好きである

[2980] gourmandise
¤£ ¡¢女 食いしん坊・大食

[2981] fin gourmet
¤£ ¡¢連 美食家
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[3102] guitariste
¤£ ¡¢名 ギター奏者

[3103] gym
¤£ ¡¢女 体操・体育

[3104] gymnase
¤£ ¡¢男 体育館

[3105] gymnastique assouplis-

sante

¤£ ¡¢連 柔軟体操

[3106] gymnastique de l’esprit
¤£ ¡¢連 頭の体操
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[3012] granulé
¤£ ¡¢男 顆粒剤

[3013] graphique
¤£ ¡¢男 グラフ・図表

[3014] plante grasse
¤£ ¡¢連 肉厚の葉の植物 (アロエ・サボ
テンなど)

[3015] se gratter la tête
¤£ ¡¢連 頭をかきむしる

[3016] gravas
¤£ ¡¢男 [常に複数]瓦礫・漆喰くず

[3017] graver
¤£ ¡¢動 彫る・刻む

[3018] graveur
¤£ ¡¢男 版画家

[3019] gravier
¤£ ¡¢男 砂利・小石・砂礫

[3020] gravillon
¤£ ¡¢男 小砂利 (舗装用の)

[3021] gravir
¤£ ¡¢男 よじ上る・這い上がる

[3022] gravure
¤£ ¡¢女 版画術・彫刻術・版画・絵や写
真の複製

[3023] greffe
¤£ ¡¢女 接ぎ木・接ぎ穂・移植 (医学)

[3024] greffer
¤£ ¡¢男 接ぎ木する・移植する

[3025] grêle
¤£ ¡¢女 ヒョウ・あられ

[3026] grêler
¤£ ¡¢動 ヒョウが降る

[3027] grelot
¤£ ¡¢男 鈴・電話の呼び出し音

[3028] grelottant
¤£ ¡¢形 震えている (寒さや恐怖で)

[3029] grelotter
¤£ ¡¢動 がたがた震える

[3030] grenade
¤£ ¡¢女 ザクロ・榴弾

[3031] grenade incendiaire
¤£ ¡¢連 焼夷弾

[3032] grenade lacrymogène
¤£ ¡¢連 催涙弾

[3033] grenadine
¤£ ¡¢女 グレナディンシロップ

[3034] grenier
¤£ ¡¢男 屋根裏部屋・穀物置き場・穀倉
地帯

[3035] grenouille
¤£ ¡¢女 カエル

[3036] têtard
¤£ ¡¢男 オタマジャクシ

[3037] crapaud
¤£ ¡¢男 ヒキガエル

[3038] grésiller
¤£ ¡¢動 (物が) ジュージュー言う・ザー
ザーと言う

[3039] grève de la faim
¤£ ¡¢連 ハンガーストライキ

[3040] se mettre en grève
¤£ ¡¢連 ストをする (= faire grève)

[3041] gréviste
¤£ ¡¢名 ストライキ参加者

[3042] gribouillage
¤£ ¡¢男 いたずら書き

[3043] gribouiller
¤£ ¡¢動 いたずら書きをする

[3044] grièvement blessé
¤£ ¡¢連 重傷を負った
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[3045] griffe
¤£ ¡¢女 獣や鳥の爪・かぎ爪・署名印・
ネームブランド・特徴

[3046] griffer
¤£ ¡¢動 爪で引っ掻く

[3047] griffonner
¤£ ¡¢動 書きなぐる・落書きをする

[3048] grignoter
¤£ ¡¢動 少しずつ齧る・ちびちび食べる・
少しずつ食いつぶす

[3049] grillade
¤£ ¡¢女 グリルで焼いた肉

[3050] grillage
¤£ ¡¢男 金網・格子・フェンス

[3051] grillager
¤£ ¡¢動 金網を張る・格子をはめる

[3052] grille
¤£ ¡¢女 鉄柵・鉄格子・格子・表・一覧
表

[3053] grillé
¤£ ¡¢形 焼いた・煎った・鉄格子のつい
た・切れた (電球が)

[3054] ampoule grillée
¤£ ¡¢連 切れた電球

[3055] grille-pain
¤£ ¡¢男 トースター

[3056] grillon
¤£ ¡¢男 コオロギ

[3057] grimace
¤£ ¡¢女 しかめ面・渋面・おかしな顔

¤£ ¡¢複
・繕った表情

¤£ ¡¢複
[3058] grimacer

¤£ ¡¢動 顔をしかめる・おかしな顔をす
る・しわが寄る (服が)

[3059] grimacer un sourire
¤£ ¡¢連 作り笑いをする

[3060] grimer
¤£ ¡¢動 メーキャップする

[3061] grimpant
¤£ ¡¢形 つる性の (植物が)

[3062] grimper
¤£ ¡¢動 よじ上る・這い上がる・乗る・
急な上り坂になる

[3063] grincement
¤£ ¡¢男 きしむ音

[3064] grincement de dents
¤£ ¡¢連 歯ぎしり

[3065] grincer
¤£ ¡¢動 きしむ・きしる・ぎくしゃくする

[3066] grincheux
¤£ ¡¢名 気難しい人

[3067] grippe espagnole
¤£ ¡¢連 スペイン風邪

[3068] grippé
¤£ ¡¢形 流行性感冒に罹った

[3069] grog
¤£ ¡¢男 グロッグ (砂糖とレモンの入っ
たラムの湯割り)

[3070] grogner
¤£ ¡¢動 鳴く (豚・猪)・うなる (犬)・不
平を言う

[3071] grognon
¤£ ¡¢形 いつも不平を言うような・不満
げな
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[3072] grondement
¤£ ¡¢男 とどろき (大砲・エンジン・激流
の)

[3073] gronder
¤£ ¡¢動 しかる・とどろく (雷鳴・大砲)

[3074] grossesse
¤£ ¡¢女 妊娠・妊娠期間

[3075] grossesse nerveuse
¤£ ¡¢連 想像妊娠

[3076] grosseur
¤£ ¡¢女 大きさ・サイズ・できもの・肥
満

[3077] grossièreté
¤£ ¡¢女 無作法・下品・粗野・下品な言
葉

[3078] grossir
¤£ ¡¢動 太る・大きく見せる・誇張する

[3079] grossissant
¤£ ¡¢形 大きく見せる

[3080] grossiste
¤£ ¡¢名 卸売り商・問屋

[3081] grouillant
¤£ ¡¢形 (群衆などが) うごめいている

[3082] grouiller
¤£ ¡¢動 うごめく (虫・人)・ごった返す

[3083] groupe de pression
¤£ ¡¢連 圧力団体

[3084] groupement politique
¤£ ¡¢連 政治団体

[3085] grue
¤£ ¡¢女 鶴・クレーン

[3086] grumeau
¤£ ¡¢男 だま・小さな塊

[3087] gruyère
¤£ ¡¢男 グリュイエール

[3088] guenille
¤£ ¡¢女 ぼろ着

[3089] guenon
¤£ ¡¢女 雌猿

[3090] guêpe
¤£ ¡¢女 スズメバチ

[3091] guéridon
¤£ ¡¢男 小型の丸テーブル・小円卓

[3092] guérisseur
¤£ ¡¢名 治療師 (民間療法などの)・祈祷
師

[3093] guet
¤£ ¡¢男 見張り

[3094] guetter
¤£ ¡¢動 動静をうかがう・つけねらう・
待ち構える・ねらう

[3095] gueule
¤£ ¡¢女 口 (魚・獣・物)

[3096] gui
¤£ ¡¢男 ヤドリギ (植物)

[3097] guichet
¤£ ¡¢男 窓口・小窓・差し入れ口

[3098] guidon
¤£ ¡¢男 ハンドル (自転車・バイク)・照
星 (銃)

[3099] guignol
¤£ ¡¢男 指人形芝居

[3100] guirlande
¤£ ¡¢女 (絵画・彫刻・建築の)花飾り・
葉飾り

[3101] guitare
¤£ ¡¢女 ギター
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[3187] hémorragie
¤£ ¡¢女 出血・損失 (人命・財産の)

[3188] hémorragie nasale
¤£ ¡¢連 鼻血

[3189] hémorragie cérébrale
¤£ ¡¢連 脳出血

[3190] † hennir
¤£ ¡¢動 馬がいななく (> hennissement)

[3191] herbage
¤£ ¡¢男 自然の牧草地

[3192] mauvaise herbe
¤£ ¡¢連 雑草・不良 [集合的に]

[3193] herbier
¤£ ¡¢男 植物標本 (押し花・押し葉にし
た)

[3194] herbivores
¤£ ¡¢男 [常に複数] 草食動物

[3195] † hérisson
¤£ ¡¢男 ハリネズミ・気難しい人・忍び
返し (塀の)

[3196] héritage culturel
¤£ ¡¢連 文化遺産

[3197] héritier
¤£ ¡¢名 相続人

[3198] hermétique
¤£ ¡¢形 密封の・密封した

[3199] récipient hermétique
¤£ ¡¢連 密封容器

[3200] † hernie discale
¤£ ¡¢連 椎間板ヘルニア (hernie (fém.))

[3201] temps héroïque
¤£ ¡¢連 大昔・草創期

[3202] heure d’été
¤£ ¡¢連 サマータイム (= heure avancée)

[3203] heure légale
¤£ ¡¢連 標準時

[3204] heure d’affluence
¤£ ¡¢連 ラッシュアワー (= heure de

pointe)

[3205] † se heurter à
¤£ ¡¢連 ～にぶつかる

[3206] † hibou
¤£ ¡¢男 ミミズク

[3207] supérieur hiérarchique
¤£ ¡¢形 上司・上官 († hiérarchique)

[3208] hindou
¤£ ¡¢形 ヒンズー教徒の・バラモン教の

[3209] hippique
¤£ ¡¢形 馬術の・馬の

[3210] hippopotame
¤£ ¡¢男 カバ

[3211] hirondelle
¤£ ¡¢女 ツバメ

[3212] † hisser
¤£ ¡¢動 揚げる・掲げる・持ち上げる

[3213] † se hisser
¤£ ¡¢動 伸び上がる・よじ上る

[3214] avoir des histoires avec
¤£ ¡¢連 ～ともめ事を起こす

[3215] C’est toute une histoire.
¤£ ¡¢連 話せば長くなる・これはひと騒
動だ

[3216] C’est une autre histoire.
¤£ ¡¢連 それは別の話だ・それは別問題
だ

[3217] histoire de
¤£ ¡¢連 [+inf.] ～するために

[3218] historien
¤£ ¡¢名 歴史家・歴史学者
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第 8章

H

[3107] s’habiller en père Noël
¤£ ¡¢連 サンタクロースの扮装をする

[3108] ôter ses habits
¤£ ¡¢連 服を脱ぐ

[3109] habit militaire
¤£ ¡¢連 軍服

[3110] habit de deuil
¤£ ¡¢連 喪服

[3111] groupe d’habitations
¤£ ¡¢連 団地

[3112] perdre l’habitude de
¤£ ¡¢連 [+inf]～の習慣を捨てる

[3113] prendre l’habitude de
¤£ ¡¢連 [+inf]～の習慣を持つようにな
る

[3114] train-train habituel
¤£ ¡¢連 いつもの繰り返し・ルーチン

[3115] s’habituer à
¤£ ¡¢連 ～に馴れる・なじむ

[3116] † hachis
¤£ ¡¢男 ひき肉・ミンチ

[3117] † hachure
¤£ ¡¢女 [多く複数形] 線影・けば (図像
で影を表す斜線)

[3118] † haie
¤£ ¡¢女 生け垣・垣根・ハードル (陸上
競技)・人垣

[3119] † haillon [AjÕ]
¤£ ¡¢女 [多く複数形] ぼろ・襤褸

[3120] † haine raciale ( haine)
¤£ ¡¢連 人種差別に基づく憎しみ

[3121] haleine
¤£ ¡¢女 息・呼気・呼吸

[3122] retenir son haleine
¤£ ¡¢連 息を殺す

[3123] avoir l’haleine courte
¤£ ¡¢連 息切れする・息が続かない

[3124] † haletant
¤£ ¡¢形 息を切らした・喘いでいる

[3125] † haleter
¤£ ¡¢動 息を切らす・喘ぐ・固唾をのむ・
わくわくする

[3126] † hall
¤£ ¡¢男 エントランスホール・ロビー・
ホール

[3127] † halle
¤£ ¡¢女 卸売市場

[3128] † halte
¤£ ¡¢女 休息・一休み・休憩地・停留所
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[3129] haltère
¤£ ¡¢男 アレイ・バーベル

[3130] poids et haltère
¤£ ¡¢連 重量挙げ

[3131] † hamac [amak]
¤£ ¡¢男 ハンモック

[3132] † hameau
¤£ ¡¢男 村から離れた小さな集落

[3133] hameçon
¤£ ¡¢男 釣り針

[3134] † hamster [amstEr]
¤£ ¡¢男 ハムスター

[3135] † hanche
¤£ ¡¢女 [多く複数形で] 腰

[3136] † hand-ball [Ãdbal] ( = hand

ball)

¤£ ¡¢男 ハンドボール

[3137] † handicap [Ãdikap]
¤£ ¡¢男 ハンデ・不利な条件・障害

[3138] † handicapé [Ãdikape]
¤£ ¡¢形 障害をもった・障害者

[3139] † handicapé physique
¤£ ¡¢連 身体障害者

[3140] † hangar [Ãgar]
¤£ ¡¢男 倉庫・納屋・格納庫

[3141] maison hantée
¤£ ¡¢連 幽霊屋敷 († hanté)

[3142] † hanter
¤£ ¡¢動 幽霊が出没する・つきまとう (考
え)・足繁く通う

[3143] † happer
¤£ ¡¢動 動物が口でくわえる・車などが
人をひっかける

[3144] † harassé
¤£ ¡¢形 疲れ果てた

[3145] contenance hardie
¤£ ¡¢連 毅然とした態度 († hardi)

[3146] † hardiesse
¤£ ¡¢女 大胆さ・勇敢さ・厚かましさ・
きわどさ・奔放さ

[3147] † hareng saur [arÃ sOr]
¤£ ¡¢連 薫製ニシン

[3148] † hargneux
¤£ ¡¢形 すぐに食って掛かる・けんか腰
の

[3149] harmonica
¤£ ¡¢男 ハーモニカ

[3150] harmonie
¤£ ¡¢女 調和・階調・均整・意見の一致

[3151] harmonieux
¤£ ¡¢形 響きの良い・調和のとれた

[3152] † harnacher
¤£ ¡¢動 馬具をつける

[3153] † harnais
¤£ ¡¢男 馬具一式・甲冑・武具一式・
ハーネス

[3154] † harpe
¤£ ¡¢女 ハープ・竪琴

[3155] † harpon
¤£ ¡¢男 もり (捕鯨用などの)

[3156] † harponner
¤£ ¡¢動 もりを打ち込む・取っ捕まえる

[3157] † hasard
¤£ ¡¢男 偶然・運・危険 (古用)

[3158] rencontre de hasard
¤£ ¡¢連 偶然の出会い († hasard)

[3159] † hasard de guerre
¤£ ¡¢連 戦場での危険
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[3160] au hasard
¤£ ¡¢連 行き当たりばったりに・アトラ
ンダムに († hasard)

[3161] par hasard
¤£ ¡¢連 偶然に・もしかして († hasard)

[3162] se hasarder († hasarder)
¤£ ¡¢動 危険な場所に行く

[3163] † hasardeux
¤£ ¡¢形 危険な・危なっかしい

[3164] avoir hâte de
¤£ ¡¢連 急いで～する・早く～したい (†

hâte)

[3165] en tout hâte
¤£ ¡¢連 大急ぎで・すぐに・慌てて (†

hâte; = en hâte)

[3166] se hâter de
¤£ ¡¢連 急いで～する (代名

¤£ ¡¢動 ) (†

hâter)

[3167] † hâtif
¤£ ¡¢形 急いでおこなった・早まった・
早生の・早熟な

[3168] † hausse
¤£ ¡¢女 上昇・値上がり

[3169] être en hausse
¤£ ¡¢連 上昇傾向である・上向いている
(† hausse)

[3170] † hausser
¤£ ¡¢動 (声・価格・塀などを)高くする・
上げる

[3171] † haute fidélité
¤£ ¡¢連 ハイファイ

[3172] marée haute ( <=> marée

basse)

¤£ ¡¢連 満潮 († haut)

[3173] † Parle plus haut.
¤£ ¡¢連 もっと大きな声で話してくれ (†

haut)

[3174] du haut de
¤£ ¡¢連 ～の上から († haut)

[3175] en haut de
¤£ ¡¢連 ～の上に・～の上方に († haut;

= au haut de)

[3176] en hauteur
¤£ ¡¢連 縦に († hauteur)

[3177] avec hauteur
¤£ ¡¢連 横柄に († hauteur)

[3178] à la hauteur de
¤£ ¡¢連 ～の高さ (レベル)に (†hauteur)

[3179] revue hebdomadaire
¤£ ¡¢連 週刊誌

[3180] héberger
¤£ ¡¢動 泊める (人を自宅に)・収容する

[3181] † hectare
¤£ ¡¢男 ヘクタール

[3182] hélice
¤£ ¡¢女 プロペラ・スクリュー

[3183] escalier en hélice
¤£ ¡¢連 螺旋階段

[3184] hélicoptère
¤£ ¡¢男 ヘリコプター (= hélico)

[3185] hémisphère nord
¤£ ¡¢連 北半球 (= hémisphère boréal)

[3186] hémisphère sud
¤£ ¡¢連 南半球 (= hémisphère austral)
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[3219] † hocher la tête
¤£ ¡¢連 首を上下 (左右) にふる

[3220] † hold-up [Oldœp]
¤£ ¡¢男 ピストル強盗

[3221] homard
¤£ ¡¢男 ロブスター・オマール海老・海
ザリガニ

[3222] homme du jour
¤£ ¡¢連 時の人

[3223] homme de la rue
¤£ ¡¢連 一般人

[3224] honnête
¤£ ¡¢形 正直な・まともな・まずまずの

[3225] honnêtement
¤£ ¡¢副 誠実に・正直に・それ相応に・
まずまず

[3226] avoir l’honnêteté de
¤£ ¡¢連 正直に～する

[3227] avoir l’honneur de
¤£ ¡¢連 光栄にも～する

[3228] faire honneur à
¤£ ¡¢連 (物が)～の名誉となる・(人が)

～に忠実である

[3229] rendre honneur à
¤£ ¡¢連 ～に敬意を表する

[3230] honorable
¤£ ¡¢形 まずまずの・満足できる・尊敬
すべき

[3231] honoraires
¤£ ¡¢男 [常に複数]謝金・報酬

[3232] honorer
¤£ ¡¢動 名誉を讃える・契約を守る・小
切手などを決済する

[3233] avoir honte de
¤£ ¡¢連 ～が恥ずかしい († honte)

[3234] faire honte à
¤£ ¡¢連 ～に恥をかかせる・～を叱責す
る [de、について] († honte)

[3235] hôpital (hôpitaux)
¤£ ¡¢男 病院

[3236] † hoquet
¤£ ¡¢男 しゃっくり

[3237] salaire horaire
¤£ ¡¢連 時間給

[3238] fuseau horaire
¤£ ¡¢連 同一標準時帯 (地理学)

[3239] horaire des cours
¤£ ¡¢連 授業時間割

[3240] horloger
¤£ ¡¢名 時計屋・時計製造業者・時計
職人

[3241] avoir horreur de
¤£ ¡¢連 ～が大嫌いである

[3242] faire horreur à
¤£ ¡¢連 ～に嫌悪を催させる・～をぞっ
とさせる

[3243] horrible
¤£ ¡¢形 恐ろしい・ひどい・途方もない

[3244] horrifier
¤£ ¡¢動 ぞっとさせる・怯えさせる・憤
慨させる

[3245] † hors-bord (invariable)
¤£ ¡¢男 船外機・モータボート (船外機
付きの)
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[3246] † hors-jeu (invariable)
¤£ ¡¢男 オフサイド

[3247] hospice
¤£ ¡¢男 ホスピス・救済院・巡礼宿・宿
泊所

[3248] hospitalier
¤£ ¡¢形 人を歓待する・医療の・快適
な・慈善活動の

[3249] centre hospitalier
¤£ ¡¢連 医療センター

[3250] hospitaliser
¤£ ¡¢動 入院させる

[3251] hospitalité
¤£ ¡¢女 人を泊めること・もてなし・歓
待

[3252] hostie
¤£ ¡¢女 聖体のパン・ホスチア

[3253] hostile
¤£ ¡¢形 反対的立場の・敵対する・敵意
のある

[3254] hostilité
¤£ ¡¢女 敵意・敵対行動 [複]・戦争行
為 [複]

[3255] Hôtel de la Monnaie
¤£ ¡¢連 造幣局

[3256] hotte
¤£ ¡¢女 背負いかご・背負い袋・換気
フード・換気扇

[3257] houblon
¤£ ¡¢男 ホップ (ビールの)

[3258] houille [uj]
¤£ ¡¢女 石炭・発電エネルギー

[3259] houiller
¤£ ¡¢形 石炭の

[3260] houillère
¤£ ¡¢女 炭坑

[3261] houle
¤£ ¡¢女 波のうねり・波状のもの

[3262] houle d’épis
¤£ ¡¢連 穂波

[3263] houleux
¤£ ¡¢形 うねりの強い・騒然とした・ど
よめく

[3264] † hourra 間投詞 ばんざい・[
¤£ ¡¢男 として] 歓

声・歓呼

[3265] † housse
¤£ ¡¢女 カバー・覆い

[3266] † houx
¤£ ¡¢男 西洋ヒイラギ (クリスマスの飾り
に使う)

[3267] † hublot
¤£ ¡¢男 丸窓・舷窓・洗濯機の覗き窓

[3268] huile solaire
¤£ ¡¢連 サンオイル

[3269] huile de graissage
¤£ ¡¢連 潤滑油

[3270] huissier
¤£ ¡¢男 守衛・受付・執行官

[3271] une huitaine de jours
¤£ ¡¢連 およそ一週間 († huitaine)

[3272] huître perlière
¤£ ¡¢女 真珠貝 (huı̂tre fem.)
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[3273] humble
¤£ ¡¢形 謙遜した・へりくだった・[名詞
の前] しがない・地位の低い

[3274] humblement
¤£ ¡¢副 謙虚に・質素に

[3275] humecter
¤£ ¡¢動 湿らせる・濡らす

[3276] région humide
¤£ ¡¢連 雨の多い地方

[3277] saison humide
¤£ ¡¢連 雨の多い季節

[3278] degré d’humidité
¤£ ¡¢連 湿度 (= humidité)

[3279] humiliant
¤£ ¡¢形 屈辱的な

[3280] humiliation
¤£ ¡¢女 屈辱・恥辱・侮蔑

[3281] humilier
¤£ ¡¢動 辱める・侮辱する

[3282] humilité
¤£ ¡¢女 謙虚・謙遜・うやうやしさ・卑
小さ

[3283] humour noir
¤£ ¡¢連 ブラックユーモア

[3284] humus [ymus]
¤£ ¡¢男 腐植土

[3285] † hurlement
¤£ ¡¢男 犬の遠吠え・悲鳴・怒号・轟音

[3286] † hurler
¤£ ¡¢動 遠吠えする・悲鳴を上げる・怒
鳴る・轟音をたてる

[3287] † hutte
¤£ ¡¢女 掘建て小屋

[3288] hybride
¤£ ¡¢形 雑種の・寄せ集めの・混合の

[3289] hydraulique
¤£ ¡¢形 水力の・[

¤£ ¡¢女 として] 水力学・
水理学

[3290] hydravion
¤£ ¡¢男 水上飛行機

[3291] hydrophile
¤£ ¡¢形 吸水性の・親水性の

[3292] coton hydrophile
¤£ ¡¢連 脱脂綿

[3293] (†) hyène
¤£ ¡¢女 ハイエナ

[3294] hygiène
¤£ ¡¢女 衛生・保健・清潔

[3295] produits d’hygiène
¤£ ¡¢連 衛生用品

[3296] hygiénique
¤£ ¡¢形 衛生上の・衛生的な・健康に良
い

[3297] papier hygiénique
¤£ ¡¢連 トイレットペーパー

[3298] serviette hygiénique
¤£ ¡¢連 生理用ナプキン

[3299] hymne [imn]
¤£ ¡¢男 讃歌・頌歌・国家

[3300] hymne national [imn]
¤£ ¡¢連 国歌

[3301] hypnotiser
¤£ ¡¢動 催眠術をかける・心を奪う・幻
惑する

[3302] larmes hypocrites
¤£ ¡¢連 空涙

[3303] louanges hypocrites
¤£ ¡¢連 おべんちゃら
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[3379] impôt progressif
¤£ ¡¢連 累進課税

[3380] imprégner
¤£ ¡¢動 主語が

¤£ ¡¢直目 にしみ込む・
¤£ ¡¢直目

に～(de) をしみ込ませる

[3381] s’imprégner
¤£ ¡¢連 主語に～が (de) しみ込む

[3382] avoir l’impression de
¤£ ¡¢連 ～のような気がする [que +

subj]

[3383] faire impression sur
¤£ ¡¢連 ～に強い印象を与える・感銘を
与える・注目させる

[3384] impressionnable
¤£ ¡¢形 感じやすい・感受性の強い・感
光性の (写真)

[3385] impressionnant
¤£ ¡¢形 印象的な・衝撃的な

[3386] impressionner
¤£ ¡¢動 強い印象を与える・動揺させ
る・感光させる (写真)

[3387] en cas d’imprévu
¤£ ¡¢連 万一の場合には

[3388] imprimé
¤£ ¡¢男 刊行物・用紙 (申告書などの)・
プリント布地

[3389] imprimer
¤£ ¡¢動 印刷する・出版する・プリント
する・心に刻み付ける・伝える (運
動など)

[3390] imprimerie
¤£ ¡¢女 印刷所・印刷機・印刷術

[3391] caractère d’imprimerie
¤£ ¡¢連 活字

[3392] imprimeur
¤£ ¡¢男 印刷業者・印刷工

[3393] impropre
¤£ ¡¢形 [à, に]適さない・不適切な

[3394] à l’improviste
¤£ ¡¢連 不意に・突然・即興で

[3395] homicide par impru-

dence

¤£ ¡¢連 過失致死

[3396] impur
¤£ ¡¢形 不純な・混ぜ物のある・不道徳
な・不浄の

[3397] impureté
¤£ ¡¢女 不純な状態・混ざり物・不純
物・不道徳

[3398] inabordable
¤£ ¡¢形 高価すぎる・手の届かない・近
寄れない

[3399] inacceptable
¤£ ¡¢形 容認できない・許しがたい

[3400] inaccessible
¤£ ¡¢形 近寄れない・理解できない・心
を動かされない [à, に]

[3401] inachevé
¤£ ¡¢形 未完成の
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第 9章

I

[3304] par ici
¤£ ¡¢連 この辺りに・こちらの方に

[3305] d’ici là
¤£ ¡¢連 その時まで

[3306] idées politiques
¤£ ¡¢連 政治思想

[3307] histoire des idées
¤£ ¡¢連 思想史

[3308] se faire une idée de
¤£ ¡¢連 ～について概略を思い描く・検
討をつける

[3309] venir à l’idée
¤£ ¡¢連 (事柄が)頭に浮かぶ・思いつく

[3310] pièce d’identité
¤£ ¡¢連 身分証明書 (= carte d’identité)

[3311] idiotie [idjOsi]
¤£ ¡¢女 馬鹿げた行為・愚かさ・くだら
ない作品

[3312] culte des idoles
¤£ ¡¢連 偶像崇拝

[3313] ignoble
¤£ ¡¢形 下劣な・卑劣な・不潔な・嫌ら
しい

[3314] par ignorance
¤£ ¡¢女 無知故に

[3315] être ignorant de
¤£ ¡¢連 ～を知らない

[3316] être ignorant en
¤£ ¡¢連 [sur, dans も可]～関して無知
な・無学な

[3317] illettré
¤£ ¡¢形 文盲の・無学な

[3318] illimité
¤£ ¡¢形 無限の・無制限の

[3319] illuminer
¤£ ¡¢動 明るく照らす・輝かせる (顔や
目)

[3320] s’illuminer
¤£ ¡¢動 照明される・明るくなる・輝く
(表情)

[3321] faire illusion
¤£ ¡¢連 実物以上のものに見せかける

[3322] se faire des illusions
¤£ ¡¢連 考え違いをする・幻想をいだく

[3323] s’illusionner sur
¤£ ¡¢連 ～について幻想を抱く・思い違
いをする
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[3324] illustration
¤£ ¡¢女 挿絵・図版・実例・例証・説明

[3325] illustre
¤£ ¡¢形 有名な・高名な

[3326] illustrer
¤£ ¡¢動 挿絵を入れる・例証する・有名
にする

[3327] îlot
¤£ ¡¢男 小島・小集合 (孤立した)

[3328] nombre imaginaire
¤£ ¡¢連 虚数

[3329] imaginaire
¤£ ¡¢形 想像上の・架空の

[3330] imbécile
¤£ ¡¢名 馬鹿・間抜け

[3331] imbécillité
¤£ ¡¢女 愚行・愚かしさ・愚劣さ

[3332] imbiber
¤£ ¡¢動 ～に (

¤£ ¡¢直目 )～を (de) しみ込
ませる

[3333] imiter
¤£ ¡¢動 まねる・模倣する・模範にする・
偽造する

[3334] immangeable [ẼmÃZabl]
¤£ ¡¢形 食べられない・まずい

[3335] immatriculation

[imatrikylasjÕ]

¤£ ¡¢女 登録

[3336] plaque

d’immatriculation

[imatrikylasjÕ]

¤£ ¡¢連 ナンバープレート (自動車の)

[3337] immerger [imErZe]
¤£ ¡¢動 沈める・漬ける・浸す

[3338] immeuble [imœbl]
¤£ ¡¢男 ビル・マンション

[3339] travailleurs immigrés

[imigre]

¤£ ¡¢連 移民労働者

[3340] immobile [i(m)mObil]
¤£ ¡¢形 動かない・静止した

[3341] immoral [i(m)mOral]
¤£ ¡¢形 不道徳な・背徳的な

[3342] immortel [i(m)mOrtEl]
¤£ ¡¢形 不滅の・不朽の

[3343] nombre impair
¤£ ¡¢連 奇数 (<=> pair)

[3344] jour impair
¤£ ¡¢連 奇数日

[3345] imparable
¤£ ¡¢形 かわせない・止められない

[3346] impardonnable
¤£ ¡¢形 許しがたい

[3347] impartial [Ẽparsjal]
¤£ ¡¢形 公平な・偏見のない

[3348] impasse
¤£ ¡¢女 袋小路・行き止まり・行き詰ま
り・窮地

[3349] impassibilité
¤£ ¡¢女 平静さ・冷静・無表情

[3350] impassible
¤£ ¡¢形 平然とした・冷静な・無感動の・
無表情の

[3351] tenue impeccable
¤£ ¡¢連 申し分のない身なり
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[3352] impensable
¤£ ¡¢形 考えられない・思いもよらない

[3353] imper
¤£ ¡¢男 レインコート (<= imperméable)

[3354] impératif
¤£ ¡¢形 命令的な・絶対的な

[3355] imperceptible
¤£ ¡¢形 知覚できない・微小な

[3356] imperfection
¤£ ¡¢女 欠陥・不備・不完全

[3357] impérialisme
¤£ ¡¢男 帝国主義・支配的態度・支配
的地位

[3358] impérialiste
¤£ ¡¢形 帝国主義の

[3359] imperméable
¤£ ¡¢形 防水の・不浸透性の・レイン
コート

[3360] impersonnel (impersonnelle)
¤£ ¡¢形 個性のない・私情を交えない・
人間味のない

[3361] impertinent
¤£ ¡¢形 無礼な・失礼な・非常識な・場
違いな

[3362] imperturbable
¤£ ¡¢形 動じない・平然とした

[3363] impitoyable
¤£ ¡¢形 情け容赦のない・無情な・冷酷
な・仮借ない

[3364] implacable
¤£ ¡¢形 容赦しない・抗いがたい・執念
深い

[3365] implantation
¤£ ¡¢女 導入・新設・入植・定住・歯並
び・はえ具合

[3366] implanter
¤£ ¡¢動 導入する・新設する・根付かせ
る・移植する

[3367] impliquer
¤£ ¡¢動 巻き込む・引き起こす・意味す
る・前提とする

[3368] impoli
¤£ ¡¢形 無作法な

[3369] impolitesse
¤£ ¡¢女 無作法・ぶしつけ・失礼な行為

[3370] volume des importations
¤£ ¡¢連 総輸入量

[3371] importun
¤£ ¡¢形 煩わしい・うるさい・しつこい

[3372] imposable
¤£ ¡¢形 課税対象の

[3373] revenu imposable
¤£ ¡¢連 課税所得

[3374] imposer
¤£ ¡¢動 強いる・押し付ける・課税する

[3375] impôt direct
¤£ ¡¢連 直接税

[3376] impôt indirect
¤£ ¡¢連 間接税

[3377] impôt foncier
¤£ ¡¢連 固定資産税

[3378] impôt sur le revenu
¤£ ¡¢連 所得税
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[3475] indice Dow-Jones
¤£ ¡¢連 ダウ式平均株価

[3476] indicible
¤£ ¡¢形 言語を絶する・言い表せない

[3477] indigeste
¤£ ¡¢形 消化しにくい・わかりにくい

[3478] indigestion
¤£ ¡¢女 消化不良

[3479] avec indignation
¤£ ¡¢連 憤慨して

[3480] indigné
¤£ ¡¢形 憤慨した

[3481] indigner
¤£ ¡¢動 憤慨させる

[3482] s’indigner de
¤£ ¡¢連 [contre も可]～に憤慨する

[3483] indiqué
¤£ ¡¢形 指示された・定められた・適切
な・効能がある (薬)

[3484] indiquer
¤£ ¡¢動 指し示す・教える・指示する

[3485] indiscipliné
¤£ ¡¢形 規律を守らない・言うことをき
かない

[3486] indiscret
¤£ ¡¢形 無遠慮な・不躾な・口の軽い・
秘密を守れない

[3487] indiscrétion
¤£ ¡¢女 不謹慎・無遠慮・口の軽さ・秘
密を守れないこと

[3488] indistinct
¤£ ¡¢形 ぼんやりした・はっきりしない

[3489] indulgence
¤£ ¡¢女 寛大さ・寛容・免罪符・贖宥

[3490] indulgent
¤£ ¡¢形 寛大な・甘い

[3491] industrie lourde
¤£ ¡¢連 重工業

[3492] industrie légère
¤£ ¡¢連 軽工業

[3493] industrie clé
¤£ ¡¢連 基幹産業

[3494] industrie alimentaire
¤£ ¡¢連 食品産業

[3495] industrie informatique
¤£ ¡¢連 情報産業

[3496] industrie de pointe
¤£ ¡¢連 先端産業・ハイテク産業

[3497] industrie petite
¤£ ¡¢連 小企業

[3498] industrie moyenne
¤£ ¡¢連 中企業

[3499] industrie grande
¤£ ¡¢連 大企業

[3500] révolution industrielle
¤£ ¡¢連 産業革命

[3501] ville industrielle
¤£ ¡¢連 工業都市

[3502] inédit
¤£ ¡¢形 未刊行の・未発表の・新機軸
の・斬新な

[3503] ineffaçable
¤£ ¡¢形 消せない・拭えない

[3504] inefficace
¤£ ¡¢形 効力がない・役立たずの

[3505] pouls inégal [pu inegal]
¤£ ¡¢連 不整脈

[3506] signe d’inégalité
¤£ ¡¢連 不等号
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[3402] inactif
¤£ ¡¢形 不活発な・無為の・働いていな
い・作用しない・効果のない

[3403] inadapté
¤£ ¡¢形 適応できない・適応していない

[3404] inadmissible
¤£ ¡¢形 許せない・承認できない・受け
入れがたい

[3405] par inadvertance
¤£ ¡¢連 不注意で・うっかりして

[3406] passer inaperçu
¤£ ¡¢連 気づかれずにすむ・注目されな
い

[3407] incalculable
¤£ ¡¢形 数えきれない・計り知れない

[3408] incapable
¤£ ¡¢形 できない [de, が]・無能な・無
能力者

[3409] incapacité
¤£ ¡¢女 できないこと [à,de, が]・就労
不能・法的無能力

[3410] incassable
¤£ ¡¢形 (皿やガラスが)丈夫な・割れに
くい

[3411] bouche d’incendie
¤£ ¡¢連 消火栓

[3412] incendier
¤£ ¡¢動 放火する・夕日が真っ赤に染め
る・強く非難する・酒が喉を焼く・気
持ちを燃え立たせる

[3413] d’origine incertaine
¤£ ¡¢連 出所のはっきりしない

[3414] temps incertain
¤£ ¡¢連 はっきりしない天気

[3415] incident
¤£ ¡¢形 付随的な・

[3416] incident
¤£ ¡¢男 ささいな支障・小トラブル・紛
争 (政治的・外交的)

[3417] incident de frontière
¤£ ¡¢連 国境紛争

[3418] incitation
¤£ ¡¢女 教唆・煽動・促進

[3419] incitation au meurtre
¤£ ¡¢連 殺人教唆

[3420] inciter à
¤£ ¡¢連 目的語を～する気にさせる・仕
向ける

[3421] s’incliner
¤£ ¡¢動 傾く・お辞儀する・[devant,に]

降参する・屈服する

[3422] inclure
¤£ ¡¢動 含める・入れる・同封する・含
む・包含する

[3423] inclus
¤£ ¡¢形 含まれている (<=> exclu)

[3424] jusqu’au cinquième

chapitre inclus

¤£ ¡¢連 第５章の終わりまで



122 フランス語単語 10000語

[3425] incolore
¤£ ¡¢形 無色の・精彩を欠く・生気に乏
しい

[3426] incomber
¤£ ¡¢動 [三人称のみ](義務・負担が人
に) かかる・課せられる

[3427] incommodant
¤£ ¡¢形 不快な・いやな

[3428] incommode
¤£ ¡¢形 不便な・不快な・窮屈な

[3429] incommoder
¤£ ¡¢動 不快にする・迷惑をかける

[3430] incomparable
¤£ ¡¢形 比類のない・たぐいまれな・互
いに比較できない

¤£ ¡¢複
[3431] incompatible

¤£ ¡¢形 相容れない・両立しない・兼任
できない・互換性のない

[3432] incompétence
¤£ ¡¢女 無能・無能力・無知・不適格・
管轄違い・無権限

[3433] incompétent
¤£ ¡¢形 無能な・無知な・無資格の・管
轄違いの・権限のない

[3434] incomplet
¤£ ¡¢形 不完全な・不備な・未完の

[3435] incompréhension
¤£ ¡¢女 無理解・理解のなさ

[3436] inconcevable
¤£ ¡¢形 想像もつかない・信じがたい・
途方もない

[3437] inconfortable
¤£ ¡¢形 居心地の悪い・快適でない・気
詰まりな・困った

[3438] inconscience
¤£ ¡¢女 無分別・無自覚・無意識

[3439] inconscient
¤£ ¡¢形 無分別な・無自覚の・無意識の

[3440] inconsolable
¤£ ¡¢形 慰めようのない

[3441] inconvénient
¤£ ¡¢男 不都合・支障・難点

[3442] incorrect
¤£ ¡¢形 不正確な・間違った・無作法
な・礼儀に反する・慣習に反する

[3443] incorrigible
¤£ ¡¢形 矯正できない・直しにくい・度
し難い

[3444] incruster
¤£ ¡¢動 象眼する・はめ込む・湯垢 (水
垢) をつける・画像をはめこむ

[3445] inculpation
¤£ ¡¢女 容疑・取り調べ

[3446] inculpé
¤£ ¡¢名 被疑者・容疑者

[3447] inculper
¤£ ¡¢動 取り調べる

[3448] inculte
¤£ ¡¢形 耕されていない・荒れ放題の・
無教養な・未開の



フランス語単語 10000語 123

[3449] incurable
¤£ ¡¢形 不治の・治療できない・矯正で
きない

[3450] mal incurable
¤£ ¡¢連 不治の病 (=maladie incurable)

[3451] indéchiffrable
¤£ ¡¢形 判読できない・理解できない・
不可解な・謎めいた

[3452] indécis
¤£ ¡¢形 決心のつかない・未決定の・不
確かな・ぼんやりした

[3453] temps indécis
¤£ ¡¢連 はっきりしない天候

[3454] indécision
¤£ ¡¢女 不決断・優柔不断・迷い

[3455] indéfini
¤£ ¡¢形 無期限の・無限の

[3456] espace indéfini
¤£ ¡¢連 無限の空間

[3457] indéfiniment
¤£ ¡¢副 いつまでも・際限なく

[3458] indélicat
¤£ ¡¢形 不正直な・不正な・思いやりの
ない・気の利かない

[3459] indemne [ẼdEmn]
¤£ ¡¢形 無傷の・無事な

[3460] indemniser [ẼdEmnize]
¤£ ¡¢動 補償する・賠償する

[3461] indemnité [ẼdEmnite]
¤£ ¡¢女 補償金・賠償金・手当

[3462] indemnité de logement
¤£ ¡¢連 住宅手当

[3463] indéniable
¤£ ¡¢形 否定できない・明らかな

[3464] indépendamment de
¤£ ¡¢連 ～と無関係に・ほかに

[3465] journaliste indépendant
¤£ ¡¢連 フリージャーナリスト

[3466] indescriptible
¤£ ¡¢形 表現できない・描写できない・
筆舌に尽くしがたい

[3467] indéterminé
¤£ ¡¢形 不確定の・決まっていない．ぼ
やけた・あいまいな

[3468] index
¤£ ¡¢男 人差し指・索引

[3469] indexer
¤£ ¡¢動 (指標にあわせて賃金などを) ス
ライドさせる・資料に印をつける

[3470] indicateur
¤£ ¡¢男 案内書・時刻表・指示器・指
針・指数・指標

[3471] à titre indicatif
¤£ ¡¢連 参考までに

[3472] indicatif
¤£ ¡¢男 (テレビ番組の) テーマ音楽・
テーマ映像

[3473] indication
¤£ ¡¢女 指示・指図・教え・情報・手引
き・標示・印

[3474] indice
¤£ ¡¢男 印・指標・手がかり・指数・平
均株価・公務員の号俸
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[3587] initié
¤£ ¡¢形 玄人・秘伝を授かった人

[3588] délit d’initié
¤£ ¡¢連 インサイダー取引罪

[3589] injecter
¤£ ¡¢動 注射する・注入する (資本を)

[3590] injection
¤£ ¡¢女 注射・注射液・注入・噴射・資
本の大量投下

[3591] injure
¤£ ¡¢女 罵詈雑言・侮辱

[3592] injurier
¤£ ¡¢動 ののしる・罵倒する・侮辱する

[3593] injurieux
¤£ ¡¢形 侮辱的な

[3594] châtiment injuste
¤£ ¡¢連 不当な罰・不公正な罰

[3595] injustice sociale
¤£ ¡¢連 社会的不公正

[3596] injustifiable
¤£ ¡¢形 正当化できない・弁明できな
い・容認しがたい・許しがたい

[3597] injustifié
¤£ ¡¢形 不当な・根拠のない・正当化さ
れていない

[3598] réclamation injustifié
¤£ ¡¢連 不当な要求

[3599] inné
¤£ ¡¢形 生まれつきの・先天的な・生得
的な

[3600] abuser l’innocence de
¤£ ¡¢連 ～の無知につけこむ

[3601] innocenter
¤£ ¡¢動 (

¤£ ¡¢直目 の) 無実を明らかにする

[3602] innombrable [/i(n)nÕbrabl]
¤£ ¡¢形 数えきれない

[3603] innovations techniques
¤£ ¡¢連 技術革新

[3604] innover
¤£ ¡¢動 [en, dans を] 改革する・改良
する

[3605] inoccupé
¤£ ¡¢形 空いている・暇な・仕事のない

[3606] poste inoccupé
¤£ ¡¢連 空きポスト

[3607] inodore [inOdOr]
¤£ ¡¢形 無臭の・ぱっとしない・冴えな
い

[3608] inoffensif
¤£ ¡¢形 無害の・危害を加えない

[3609] remède inoffensif
¤£ ¡¢連 副作用のない薬

[3610] inondation
¤£ ¡¢女 洪水・大水・水浸し・氾濫 (物
の)

[3611] inonder
¤£ ¡¢動 洪水を起こす・冠水させる・水
浸しにする

[3612] inopiné
¤£ ¡¢形 思いがけない・不意の

[3613] inopportun
¤£ ¡¢形 時宜を得ない・タイミングの悪
い

[3614] inoubliable
¤£ ¡¢形 忘れ得ない・すばらしい
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[3507] inéluctable
¤£ ¡¢形 避けられない・抗し得ない・不
可避の

[3508] inépuisable
¤£ ¡¢形 無尽蔵の・尽きることのない

[3509] gaz inerte
¤£ ¡¢連 不活性気体

[3510] matière inerte
¤£ ¡¢連 無機物

[3511] principe d’inertie [inErsi]
¤£ ¡¢連 慣性の法則

[3512] inespéré
¤£ ¡¢形 思いがけない・望外の

[3513] inestimable
¤£ ¡¢形 評価を絶した・値段がつけられ
ない

[3514] inexact
¤£ ¡¢形 不正確な・間違った・時間を守
らない (人が)

[3515] inexactitude
¤£ ¡¢女 不正確・誤り・時間に正確でな
いこと

[3516] inexcusable
¤£ ¡¢形 許しがたい

[3517] inexistant
¤£ ¡¢形 存在しない・存在しないも同然
の・無価値の

[3518] inexpérience
¤£ ¡¢女 無経験・不慣れ・未熟

[3519] inexpérimenté
¤£ ¡¢形 無経験な・未熟な・新米の

[3520] inexplicable
¤£ ¡¢形 説明できない・不可解な・奇妙
な

[3521] inexprimable
¤£ ¡¢形 表現しようのない・名状しがた
い

[3522] infaillible
¤£ ¡¢形 必ず効果のある・成功確実な・
無謬の

[3523] infanterie
¤£ ¡¢女 歩兵隊

[3524] infanterie marine
¤£ ¡¢連 海兵隊

[3525] infanterie de l’air
¤£ ¡¢連 空挺部隊

[3526] infantile
¤£ ¡¢形 小児の・幼児の・子供っぽい

[3527] médecine infantile
¤£ ¡¢連 小児科 (学)

[3528] infarctus [Ẽfarktys]
¤£ ¡¢男 心筋梗塞 (= infarctus du my-

ocarde)

[3529] infatigable
¤£ ¡¢形 疲れを知らない・タフな・粘り
強い

[3530] infect
¤£ ¡¢形 胸の悪くなるような・悪臭を放
つ・劣悪な・厭わしい

[3531] infecter
¤£ ¡¢動 悪臭で満たす・汚染する・化膿
させる
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[3532] s’infecter
¤£ ¡¢動 化膿する

[3533] infection
¤£ ¡¢女 化膿・感染・伝染・ひどい悪臭・
悪臭を放つもの (場所)

[3534] inférieur
¤£ ¡¢名 目下の者・部下

[3535] infériorité
¤£ ¡¢女 劣ること・劣等・劣勢

[3536] infernal
¤£ ¡¢形 凄まじい・耐え難い・地獄の・
悪魔のような・極悪の

[3537] chaleur infernale
¤£ ¡¢連 酷暑

[3538] infester
¤£ ¡¢動 はびこる (害獣・害虫・雑草が)・
荒し回る (盗賊などが)

[3539] traduction infidèle
¤£ ¡¢連 不正確な翻訳

[3540] infidélité
¤£ ¡¢女 不誠実・不貞・不正確さ・誤り

[3541] infiltration
¤£ ¡¢女 浸透・しみ込むこと・侵入・潜
入

[3542] s’infiltrer
¤£ ¡¢動 しみ込む・浸透する・吹き込む・
潜入する・侵入する

[3543] infime
¤£ ¡¢形 ごくわずかの・微細な・とるに
足りない

[3544] infini
¤£ ¡¢形 無限の・限り無い

[3545] infini
¤£ ¡¢男 無限・膨大さ

[3546] espace infini
¤£ ¡¢連 無限の空間

[3547] infiniment
¤£ ¡¢副 無限に・限りなく・非常に

[3548] infiniment petit
¤£ ¡¢連 無限小の

[3549] infiniment grand
¤£ ¡¢連 無限大の

[3550] une infinité de
¤£ ¡¢連 無数の～

[3551] infirme
¤£ ¡¢形 障害のある・[名詞で]身体障害
者

[3552] infirme de
¤£ ¡¢連 ～が不自由な状態の・～に障害
がある状態の

[3553] infirmerie
¤£ ¡¢女 医務室・保健室

[3554] infirmier militaire
¤£ ¡¢連 衛生兵

[3555] infirmité
¤£ ¡¢女 身体障害・弱さ・弱点・欠陥

[3556] inflammable
¤£ ¡¢形 引火性の・発火しやすい

[3557] inflammation
¤£ ¡¢女 炎症

[3558] inflexible
¤£ ¡¢形 不屈の・動じない・強情な・厳
正な

[3559] infliger
¤£ ¡¢動 科する (罰などを)・押し付ける
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[3560] influencer
¤£ ¡¢動 [直接目的語に]影響を及ぼす・
左右する・作用する

[3561] influer sur
¤£ ¡¢連 影響を及ぼす

[3562] société d’informatique
¤£ ¡¢連 コンピュータ関連会社

[3563] informatique
¤£ ¡¢女 情報科学・情報工学・情報処理

[3564] informe
¤£ ¡¢形 形をなさない・醜い・不格好な

[3565] informer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に～[de] を知らせる・通
知する

[3566] s’informer de
¤£ ¡¢連 [sur も可]～ついて問い合わせ
る・情報を得る

[3567] infraction
¤£ ¡¢女 [à, への] 違反・侵害

[3568] infranchissable
¤£ ¡¢形 乗り越えられない・渡れない・
克服できない

[3569] infusion
¤£ ¡¢女 ハーブティー・煎じ薬・煎じる
こと

[3570] s’ingénier à
¤£ ¡¢連 ～しようと工夫を凝らす

[3571] ingénieux
¤£ ¡¢形 創意工夫に富んだ・器用な・巧
みな

[3572] faire preuve

d’ingéniosité

¤£ ¡¢連 器用さを発揮する・創意工夫に
富んでいることを示す

[3573] payer d’ingratitude
¤£ ¡¢連 (直接目的格の) 恩義に忘恩で
報いる

[3574] inguérissable
¤£ ¡¢形 不治の・癒しがたい

[3575] inhabitable [inabitabl]
¤£ ¡¢形 住めない・住みにくい

[3576] inhabité [inabite]
¤£ ¡¢形 人の住んでいない・無人の

[3577] inhabituel [inabit4El]
¤£ ¡¢形 常ならぬ・珍しい・通常とは異
なった

[3578] inhalation [inalasjÕ]
¤£ ¡¢女 吸入・吸引

[3579] inhumain [inymẼ]
¤£ ¡¢形 無情な・残虐な・人間離れした

[3580] inhumer [inyme]
¤£ ¡¢動 埋葬する

[3581] inimaginable [inimaZinabl]
¤£ ¡¢形 想像を絶する・思いもよらない

[3582] inimitable [inimitabl]
¤£ ¡¢形 真似のできない・比類ない・ユ
ニークな

[3583] inintelligent [inẼteliZÃ]
¤£ ¡¢形 頭の悪い・愚かな

[3584] inintéressant [inẼteresÃ]
¤£ ¡¢形 面白くない・つまらない

[3585] ininterrompu [inẼterÕpy]
¤£ ¡¢形 絶え間のない・連続した

[3586] syndicat d’initiative
¤£ ¡¢連 観光案内所
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[3703] dans l’intervalle
¤£ ¡¢連 その間に・それまでに

[3704] intervenir
¤£ ¡¢動 介入する・口を挟む・処置する
(医者が)・手術する

[3705] intervention
¤£ ¡¢女 介入・口出し・手術

[3706] intervention chirurgi-

cale

¤£ ¡¢連 手術

[3707] interviewer [ẼtErvjuve]
¤£ ¡¢動 インタビューする

[3708] intestin gros
¤£ ¡¢連 大腸

[3709] intestin grêle
¤£ ¡¢連 小腸

[3710] intestinal (intestinaux, in-

testinale)

¤£ ¡¢形 腸の

[3711] intimement
¤£ ¡¢副 心の底から・心底・親密に

[3712] intimider
¤£ ¡¢動 気後れさせる・怖じ気づかせ
る・威圧する・怯ませる

[3713] dans l’intimité
¤£ ¡¢連 私生活では・普段は・内輪で

[3714] intituler
¤£ ¡¢動 題名をつける

[3715] s’intituler
¤£ ¡¢動 ～という題名である

[3716] intolérable
¤£ ¡¢形 耐え難い・許しがたい

[3717] intoxication
¤£ ¡¢女 中毒・洗脳

[3718] intoxication alimentaire
¤£ ¡¢連 食中毒

[3719] intoxiqué
¤£ ¡¢形 中毒になった・毒された

[3720] intoxiquer
¤£ ¡¢動 中毒させる・洗脳する

[3721] s’intoxiquer
¤£ ¡¢動 中毒になる

[3722] intransigeant
¤£ ¡¢形 妥協しない・強硬な・一徹な

[3723] intransportable
¤£ ¡¢形 動かせない・運搬できない

[3724] intrépide
¤£ ¡¢形 大胆な・勇敢な・危険を顧みな
い

[3725] intrigue
¤£ ¡¢女 筋立て・陰謀・策謀・情事・浮
気

[3726] intriguer
¤£ ¡¢動 不思議がらせる・不信を抱かせ
る

[3727] avoir de l’intuition
¤£ ¡¢連 直感が鋭い

[3728] par intuition
¤£ ¡¢連 直感で・直感的に

[3729] inusable [inyzabl]
¤£ ¡¢形 すり減らない・持ちの良い

[3730] effort inutile
¤£ ¡¢連 無駄骨

[3731] inutilisable [inytilizabl]
¤£ ¡¢形 使用できない・壊れた・役に立
たない
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[3615] inqualifiable
¤£ ¡¢形 形容しがたい・何ともひどい

[3616] personnage inquiétant
¤£ ¡¢連 怪しい人物

[3617] insatisfait
¤£ ¡¢形 不満な・満たされていない

[3618] inscription
¤£ ¡¢女 登録・書き込み・掲示・落書き

[3619] inscription funéraire
¤£ ¡¢連 墓碑銘

[3620] s’inscrire à
¤£ ¡¢動 ～に登録する

[3621] insecte
¤£ ¡¢男 昆虫

[3622] insecticide
¤£ ¡¢男 殺虫剤

[3623] insectivore
¤£ ¡¢形 昆虫を食う・食虫の・[

¤£ ¡¢男 ]食
虫目

[3624] insensé
¤£ ¡¢形 常軌を逸した・突飛な・すごい

[3625] insensible
¤£ ¡¢形 [à, を・に]感じない・冷淡な・
無関心な・ごくわずかな・緩やかな

[3626] insigne
¤£ ¡¢男 徽章・バッジ・勲章

[3627] insinuer
¤£ ¡¢動 仄めかす・遠回しに言う

[3628] avec insistance
¤£ ¡¢連 しつこく・執拗に

[3629] insolation
¤£ ¡¢女 日射病

[3630] insolence
¤£ ¡¢女 無礼・横柄・傲慢

[3631] insolent
¤£ ¡¢形 無礼な・横柄な・傲慢な・これ
見よがしの (喜び方など)

[3632] insolite
¤£ ¡¢形 突飛な・奇抜な・時宜をはずれ
た

[3633] insomnie
¤£ ¡¢女 不眠・不眠症

[3634] insonoriser
¤£ ¡¢動 防音する

[3635] insouciant
¤£ ¡¢形 呑気な・何の気がかりもない・
気にかけない [de, を]

[3636] insoumis
¤£ ¡¢形 服従しない・言うことをきかな
い・反抗的な

[3637] insoupçonnable
¤£ ¡¢形 疑わしいところがない・非の打
ち所がない・気づかないほどの

[3638] inspecter
¤£ ¡¢動 監督する・視察する・詳細に調
べる・観察する

[3639] inspecteur
¤£ ¡¢名 私服刑事・検査官・視察官

[3640] inspecteur des finances
¤£ ¡¢連 会計検査官 (監査委員)

[3641] inspection
¤£ ¡¢女 検査・監督・視察・検査官の職

[3642] passer inspection
¤£ ¡¢連 検査を受ける

[3643] installation sanitaire
¤£ ¡¢連 トイレ・洗面設備
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[3644] installations portuaires
¤£ ¡¢連 港湾施設

[3645] à chaque instant
¤£ ¡¢連 しょっちゅう (= à tout instant)

[3646] à l’instant
¤£ ¡¢連 今すぐ・たった今

[3647] pour l’instant
¤£ ¡¢連 今のところ

[3648] instantané
¤£ ¡¢形 即座の・瞬時の・瞬間的な

[3649] instantanément
¤£ ¡¢副 瞬間的に・直ちに・即座に

[3650] d’instinct [ẼstẼ]
¤£ ¡¢連 本能的に・直感的に (= par in-

stinct)

[3651] comportement instinctif
¤£ ¡¢連 本能的行動

[3652] instinctivement
¤£ ¡¢副 本能的に

[3653] instituer
¤£ ¡¢動 制定する・確立する

[3654] instituteur (institutrice)
¤£ ¡¢名 小学校教諭

[3655] institution
¤£ ¡¢女 社会体制

¤£ ¡¢複 ・機構・制定・私
立学校・慣例・超有名人・権威者

[3656] instrument de précision
¤£ ¡¢連 精密器具

[3657] instrument à vent
¤£ ¡¢連 管楽器

[3658] instrument à corde
¤£ ¡¢連 弦楽器

[3659] instrument à percussion
¤£ ¡¢連 打楽器

[3660] insuccès
¤£ ¡¢男 不成功・失敗

[3661] insuffisamment
¤£ ¡¢副 不十分に

[3662] insuffisant
¤£ ¡¢形 不十分な・無能力な

[3663] insupportable
¤£ ¡¢形 耐え難い

[3664] s’insurger contre
¤£ ¡¢連 ～に対して反乱を起こす・蜂起
する・断固反対する

[3665] insurmontable
¤£ ¡¢形 抑えがたい (感情などが)・乗り
越えがたい

[3666] intact
¤£ ¡¢形 無傷の・元のままの

[3667] casque intégral
¤£ ¡¢連 フルフェースヘルメット

[3668] intégration
¤£ ¡¢女 同化・統合・積分法・集中・集
積

[3669] intégrer
¤£ ¡¢動 組み込む・統合する・積分する

[3670] intempéries
¤£ ¡¢女 [常に複数] 悪天候

[3671] intenable
¤£ ¡¢形 耐え難い・維持できない・守り
きれない

[3672] intendant
¤£ ¡¢名 経理係・会計係・執事・家令
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[3673] intensifier
¤£ ¡¢動 強化する・増大する

[3674] intentionnel (intentionnelle)
¤£ ¡¢形 故意の・意図的な

[3675] intercalaire
¤£ ¡¢形 差し込まれた・挿入された・[

¤£ ¡¢男
] 見出しカード (カード分類の)

[3676] seconde intercalaire
¤£ ¡¢連 うるう秒

[3677] intercaler
¤£ ¡¢動 挿入する・差し込む・追加する

[3678] intercepter
¤£ ¡¢動 途中で奪う・横取りする・遮る・
妨害する・傍受する・盗聴する

[3679] interception
¤£ ¡¢女 横取りすること・迎撃・遮断・
妨害

[3680] taux d’intérêt
¤£ ¡¢連 利率

[3681] intérêt simple
¤£ ¡¢連 単利

[3682] intérêt composé
¤£ ¡¢連 複利

[3683] politique intérieur
¤£ ¡¢連 内政

[3684] intérim [Ẽterim]
¤£ ¡¢男 空席期間 (職務の)・代行・代理

[3685] société d’intérim
¤£ ¡¢連 人材派遣会社 (= agent

d’intérim)

[3686] intérimaire
¤£ ¡¢形 代理の・臨時の

[3687] interloquer
¤£ ¡¢動 唖然とさせる・狼狽させる

[3688] époque intermédiaire
¤£ ¡¢連 過渡期

[3689] solution intermédiaire
¤£ ¡¢連 妥協案・折衷案

[3690] interminable
¤£ ¡¢形 際限のない

[3691] droit international
¤£ ¡¢連 国際法

[3692] organisme international
¤£ ¡¢連 国際機関

[3693] interne
¤£ ¡¢名 寄宿生・インターン

[3694] structure interne
¤£ ¡¢連 内部構造

[3695] hémorragie interne
¤£ ¡¢連 内出血

[3696] interpeller
¤£ ¡¢動 呼び止める・呼びかける・職務
質問する・態度表明を迫る

[3697] interplanétaire
¤£ ¡¢形 惑星間の

[3698] s’interposer
¤£ ¡¢動 割って入る

[3699] interrogatoire
¤£ ¡¢男 尋問・尋問調書

[3700] interrupteur
¤£ ¡¢男 スイッチ (電気の)・開閉機

[3701] interruption volontaire

de grossesse

¤£ ¡¢連 人工妊娠中絶 (= I. V. G.)

[3702] intersection
¤£ ¡¢女 交差点・交わり (直線・面・集
合の)
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[3795] faire du jardinage
¤£ ¡¢連 庭いじりをする

[3796] jardinier
¤£ ¡¢男 庭師・植木屋・園芸家・庭園管
理人

[3797] jardinière
¤£ ¡¢女 託児所の先生・保母・植木鉢・
プランター

[3798] jauge
¤£ ¡¢女 液量計・ゲージ・計器・容量・
船のトン数

[3799] race jaune
¤£ ¡¢連 黄色人種

[3800] jaune d’œuf
¤£ ¡¢連 卵の黄身 (= jaune)

[3801] jaunir
¤£ ¡¢動 黄色くする・黄色くなる

[3802] jaunisse
¤£ ¡¢女 黄疸

[3803] javelot
¤£ ¡¢男 投げ槍・(スポーツ)槍・槍投げ

[3804] jeep
¤£ ¡¢女 ジープ

[3805] jet
¤£ ¡¢男 噴出・噴射・照射・投げること・
投擲

[3806] jet d’eau
¤£ ¡¢連 噴水

[3807] jetée
¤£ ¡¢女 突堤・防波堤・空港の搭乗用通
路

[3808] jeton
¤£ ¡¢男 カジノのチップ・番号札

[3809] jeu vidéo
¤£ ¡¢連 テレビゲーム

[3810] jeu de rôle
¤£ ¡¢連 ロールプレーイングゲーム

[3811] jeu d’entreprise
¤£ ¡¢連 シミュレーションゲーム

[3812] jeu de jambe
¤£ ¡¢連 フットワーク

[3813] mettre en jeu
¤£ ¡¢連 危険にさらす

[3814] à jeun
¤£ ¡¢連 飲まず食わずで・空腹で・酒飲
みが素面でいる

[3815] péché de jeunesse
¤£ ¡¢連 若気の至り (= erreur de je-

unesse)

[3816] jockey
¤£ ¡¢男 競馬騎手

[3817] joint
¤£ ¡¢男 詰め物・パッキン・接合部・目
地・継ぎ手・ジョイント・マリファナ
入りタバコ

[3818] joker
¤£ ¡¢男 ジョーカー (トランプ)

[3819] jolie somme
¤£ ¡¢連 相当な金額

[3820] joliment
¤£ ¡¢副 きれいに・可愛らしく・非常に・
とても・ひどく
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[3732] inutilité
¤£ ¡¢女 無益なこと・無駄

[3733] invariablement
¤£ ¡¢副 いつも決まって・変わることな
く

[3734] invasion de sauterelle
¤£ ¡¢連 バッタの襲来

[3735] inventaire
¤£ ¡¢男 目録・在庫品調べ・詳細な調査

[3736] inventif
¤£ ¡¢形 創意に富む・発明の際のある・
あの手この手を思いつく

[3737] brevet d’invention
¤£ ¡¢連 発明の特許

[3738] en sens inverse
¤£ ¡¢連 反対の方向に (= dans le sens

inverse)

[3739] investir
¤£ ¡¢動 投資する・～(de) を

¤£ ¡¢直目 に授
ける・公認候補とする・包囲する (町
や地域を)

[3740] s’investir dans
¤£ ¡¢連 ～に打ち込む・全力を注ぐ

[3741] invincible
¤£ ¡¢形 無敵の・不屈の・制御できな
い・克服できない

[3742] invisible
¤£ ¡¢形 目に見えない・見ないほど微細
な

[3743] involontaire
¤£ ¡¢形 無意識的な・意図しない

[3744] homicide involontaire
¤£ ¡¢連 過失致死

[3745] invoquer
¤£ ¡¢動 引き合いに出す・援用する・加
護を祈る・乞う (慈悲など)

[3746] faire de l’ironie
¤£ ¡¢連 皮肉を言う

[3747] irréalisable
¤£ ¡¢形 実現不可能な

[3748] irréel (irréelle)
¤£ ¡¢形 非現実的な・現実離れした・現
実には存在しない

[3749] geste irréfléchi
¤£ ¡¢連 軽率な行動

[3750] preuve irréfutable
¤£ ¡¢連 否定できない証拠

[3751] irrégularité
¤£ ¡¢女 規則性のないこと・不揃い・不
正・違反

[3752] irrémédiable
¤£ ¡¢形 取り返しのつかない・回復でき
ない

[3753] irremplaçable
¤£ ¡¢形 かけがえのない

[3754] irréparable
¤£ ¡¢形 修理できない・取り返しのつか
ない・償いようのない

[3755] irréprochable
¤£ ¡¢形 非の打ち所のない・完全無欠な
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[3756] irrésistible
¤£ ¡¢形 抵抗できない・非常に魅力的
な・たまらなくおかしい

[3757] irrespectueux
¤£ ¡¢形 無礼な・不遜な

[3758] irresponsable
¤£ ¡¢形 責任のない・無責任な・不真面
目な

[3759] irrigation
¤£ ¡¢女 灌漑

[3760] irriguer
¤£ ¡¢動 灌漑する

[3761] irritable
¤£ ¡¢形 怒りっぽい・短気な・過敏な

[3762] islam [islam]
¤£ ¡¢男 イスラム教

[3763] triangle isocèle
¤£ ¡¢連 二等辺三角形

[3764] isolant
¤£ ¡¢男 絶縁体・断熱材・防音材

[3765] isolement
¤£ ¡¢男 孤独・孤立・隔離・絶縁・断熱・
防音

[3766] israélien
¤£ ¡¢形 イスラエルの

[3767] israélite
¤£ ¡¢形 ユダヤ教の・古代イスラエルの

[3768] issue
¤£ ¡¢女 出口・解決策・結末

[3769] issue de secours
¤£ ¡¢連 非常口

[3770] itinéraire [itinerEr]
¤£ ¡¢男 道順・旅程・ルート

[3771] ivoire
¤£ ¡¢男 象牙・象牙細工品・象牙質 (歯)・
アイボリー色

[3772] ivresse
¤£ ¡¢女 酔い・酩酊・酔いしれること・
忘我

[3773] ivrogne
¤£ ¡¢形 酔っぱらいの・飲んべえの
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[3774] jacasser
¤£ ¡¢動 カササギなどが鳴く・ペチャク
チャしゃべる

[3775] jacinthe
¤£ ¡¢女 ヒヤシンス

[3776] jaguar
¤£ ¡¢男 ジャガー

[3777] jaillir
¤£ ¡¢動 噴き出す・迸る・溢れ出る (感
情)・浮かぶ (考え)・聳え立つ

[3778] jalousie
¤£ ¡¢女 ブラインド・嫉妬・妬み

[3779] être jaloux de
¤£ ¡¢連 ～に執着している・こだわって
いる・恋々としている

[3780] jambage
¤£ ¡¢男 文字の縦線

[3781] à toute jambe
¤£ ¡¢連 全速力で

[3782] œufs au jambon
¤£ ¡¢連 ハムエッグ

[3783] jambon cru
¤£ ¡¢連 生ハム

[3784] jambonneau
¤£ ¡¢男 小さなハム (豚のすね肉で作っ
た)

[3785] japper
¤£ ¡¢動 (子犬が) きゃんきゃん鳴く

[3786] jardin secret
¤£ ¡¢連 心の奥底・胸に秘めた思い

[3787] faire son jardin
¤£ ¡¢連 庭仕事をする [soigner, en-

tretenir も可]

[3788] jardin potager
¤£ ¡¢連 菜園

[3789] jardin fruitier
¤£ ¡¢連 果樹園

[3790] jardin d’hiver
¤£ ¡¢連 温室

[3791] jardin d’enfants
¤£ ¡¢連 (私立の) 幼稚園・託児所

[3792] jardin botanique
¤£ ¡¢連 植物園

[3793] jardin zoologique
¤£ ¡¢連 動物園

[3794] jardinage
¤£ ¡¢男 庭いじり・園芸・家庭園芸
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[3821] jonc
¤£ ¡¢男 イグサ・籐のステッキ・(装飾の
ない) 指輪や腕輪

[3822] jongler
¤£ ¡¢動 曲芸 (軽業) をする・～(avec)

を器用に操る

[3823] jonquille
¤£ ¡¢女 キズイセン (黄水仙)・

¤£ ¡¢形 淡黄
色の

[3824] danser contre joue
¤£ ¡¢連 チークダンスを踊る

[3825] jouer du couteau
¤£ ¡¢連 ナイフを振り回す

[3826] jouer avec sa vie
¤£ ¡¢連 命を粗末にする

[3827] à toi de jouer
¤£ ¡¢連 君の番だ (ゲームなどで) (=

C’est à toi de jouer.)

[3828] joufflu
¤£ ¡¢形 頬がふっくらした

[3829] journal officiel
¤£ ¡¢連 官報

[3830] journal du matin
¤£ ¡¢連 朝刊

[3831] journal du soir
¤£ ¡¢連 夕刊

[3832] journaliste politique
¤£ ¡¢連 政治記者

[3833] journaliste sportif
¤£ ¡¢連 スポーツ記者

[3834] judiciaire
¤£ ¡¢形 司法の・裁判の

[3835] pouvoir judiciaire
¤£ ¡¢連 司法権

[3836] erreur judiciaire
¤£ ¡¢連 誤審・誤判

[3837] enquête judiciaire
¤£ ¡¢連 犯罪捜査

[3838] judicieux
¤£ ¡¢形 適切な・妥当な・正しい判断を
下す・分別のある

[3839] prononcer un jugement
¤£ ¡¢連 判決を下す

[3840] poursuivre en jugement
¤£ ¡¢連 起訴する

[3841] vrais jumeaux
¤£ ¡¢連 一卵性双生児

[3842] faux jumeaux
¤£ ¡¢連 二卵性双生児

[3843] trois jumeaux
¤£ ¡¢連 三つ子

[3844] jumelage
¤£ ¡¢男 対にすること・接合・姉妹都市
提携

[3845] jumeler
¤£ ¡¢動 対にする・接合する・姉妹都市
にする

[3846] jumelle
¤£ ¡¢女 [多く複数形]双眼鏡

[3847] jument
¤£ ¡¢女 雌馬

[3848] jungle
¤£ ¡¢男 ジャングル・弱肉強食の世界

[3849] junior 名 ジュニア選手
[3850] jupe droite

¤£ ¡¢連 タイトスカート
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[3851] jupe plissée
¤£ ¡¢連 プリーツスカート

[3852] jupon
¤£ ¡¢男 ペチコート・[集合的に]女・娘

[3853] juron
¤£ ¡¢男 ののしり言葉・悪態

[3854] jury
¤£ ¡¢男 陪審員・審査委員会・選考委
員会

[3855] chaussures trop justes
¤£ ¡¢連 きつすぎる靴

[3856] C’est tout juste si
¤£ ¡¢連 [+ind] ぎりぎりで～する

[3857] justesse
¤£ ¡¢女 正確さ・的確さ・正しさ

[3858] de justesse
¤£ ¡¢連 ぎりぎりで・かろうじて

[3859] demander justice
¤£ ¡¢連 訴訟を起こす

[3860] Palais de justice
¤£ ¡¢連 裁判所

[3861] Cour de justice
¤£ ¡¢連 法廷

[3862] poursuivre en justice
¤£ ¡¢連 起訴する

[3863] justice civile
¤£ ¡¢連 民事裁判

[3864] justice administrative
¤£ ¡¢連 行政裁判

[3865] justice militaire
¤£ ¡¢連 軍事裁判

[3866] justice pénale
¤£ ¡¢連 刑事裁判

[3867] ministère de la Justice
¤£ ¡¢連 法務省

[3868] repris de justice
¤£ ¡¢連 前科者

[3869] justification de

paiement

¤£ ¡¢連 支払い証明 (書)

[3870] juteux
¤£ ¡¢形 汁気の多い・金になる・もうか
る
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[3871] kaki
¤£ ¡¢形 カーキ色の・[

¤£ ¡¢男 ] カーキ色

[3872] kangourou
¤£ ¡¢男 カンガルー・ベビーキャリア (赤
ん坊をだっこする)

[3873] képi
¤£ ¡¢男 ケピ帽 (ひさし付き円筒形で陸
軍将校や警官が着用)

[3874] kermesse
¤£ ¡¢女 屋外慈善バザー・フランドル地
方の大市

[3875] kilométrique
¤£ ¡¢形 キロメートルの

[3876] kiosque
¤£ ¡¢男 キオスク・公園などのあずまや・
操舵室

[3877] klaxon
¤£ ¡¢男 クラクション・警笛

[3878] klaxonner
¤£ ¡¢動 クラクションを鳴らす・

¤£ ¡¢直目 に
クラクションを鳴らす

[3879] kyste
¤£ ¡¢男 嚢胞 (のうほう)・膿腫
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[3953] se lézarder
¤£ ¡¢動 ひび割れる

[3954] liane
¤£ ¡¢女 蔓植物 (熱帯雨林の樹木に絡
む)

[3955] liasse de billets
¤£ ¡¢連 札束 (liasse fem.)

[3956] libellule
¤£ ¡¢女 トンボ

[3957] profession libérale
¤£ ¡¢連 自由業 (医師・弁護士・建築家
など)

[3958] vitesse de libération
¤£ ¡¢連 脱出速度 (ロケットなどの)

[3959] libraire
¤£ ¡¢名 書店主・書籍商・版元

[3960] concurrence libre
¤£ ¡¢連 自由競争

[3961] libre-service (libres-services)
¤£ ¡¢男 セルフサービスの店

[3962] licenciement
¤£ ¡¢男 解雇・罷免 (公務員の)

[3963] liège
¤£ ¡¢男 コルク

[3964] lieux du crime
¤£ ¡¢連 犯行現場 [常に複数]

[3965] haut lieux de
¤£ ¡¢連 ～で有名な場所・メッカ・一大
中心地

[3966] ligne blanche
¤£ ¡¢連 道路のセンターライン

[3967] tête de ligne
¤£ ¡¢連 始発駅

[3968] ligne maritime
¤£ ¡¢連 航路

[3969] être en ligne de compte
¤£ ¡¢連 考慮の対象となる

[3970] grandes lignes
¤£ ¡¢連 概略・大筋

[3971] se liguer
¤£ ¡¢動 同盟する・結束する

[3972] limitation de vitesse
¤£ ¡¢連 制限速度

[3973] se limiter à
¤£ ¡¢連 ～するに留める

[3974] limonade
¤£ ¡¢女 レモンソーダ

[3975] limpide
¤£ ¡¢形 澄み切った・透明な・明快な

[3976] limpidité
¤£ ¡¢女 透明さ・清澄さ・明快さ

[3977] faire le linge
¤£ ¡¢連 洗濯する

[3978] pince à linge
¤£ ¡¢連 洗濯バサミ

[3979] lingot d’or
¤£ ¡¢連 金塊

[3980] linoléum
¤£ ¡¢男 リノリウム・リノリウムばりの床

[3981] liqueur
¤£ ¡¢女 リキュール・スピリッツ類

[3982] liquidation
¤£ ¡¢女 清算・決済・処分・在庫一掃
バーゲン・抹殺

[3983] air liquide
¤£ ¡¢連 液体空気

[3984] aliment liquide
¤£ ¡¢連 流動食

[3985] payer en liquide
¤£ ¡¢連 現金で払う
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[3880] laboratoire
¤£ ¡¢男 実験室・研究所・分析質・調合
室・現像所・暗室

[3881] animal de laboratoire
¤£ ¡¢連 実験動物

[3882] laborieux
¤£ ¡¢形 骨の折れる・困難な・苦心の跡
が見える・勤勉な

[3883] classe laborieuse
¤£ ¡¢連 労働者階級

[3884] labourer
¤£ ¡¢動 土地を耕す・掘り返す・うがつ・
傷つける (体を)

[3885] lac de cratère
¤£ ¡¢連 火口湖

[3886] lacet
¤£ ¡¢男 ひも・編みひも・九十九折・ジ
グザグ・輪差 (兎罠)

[3887] lâche
¤£ ¡¢形 卑怯な・臆病な・緩い (結び目・
ベルトなど)・冗漫な

[3888] lâchement
¤£ ¡¢副 卑怯にも・意気地なく・緩く・
たるんで

[3889] lâcheté
¤£ ¡¢女 卑劣・卑怯・臆病・意気地な
し・無気力・怠惰

[3890] lacté
¤£ ¡¢形 乳を含む

[3891] chocolat lacté
¤£ ¡¢連 ミルクチョコレート

[3892] produits lactés
¤£ ¡¢連 乳製品 (= produits laitiers,

laitage)

[3893] Voie lacté
¤£ ¡¢連 天の川・銀河

[3894] là-dessus
¤£ ¡¢副 その上に・その点について・そ
う言うと・そうして

[3895] laideur
¤£ ¡¢女 醜さ・醜悪さ・卑劣さ・愚劣さ

[3896] lainage
¤£ ¡¢男 ウールニットの服 (特にセー
ター類)・毛織物・ウール製品
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[3897] laine
¤£ ¡¢女 羊毛・ウール

[3898] laine de verre
¤£ ¡¢連 グラスウール (断熱用の)

[3899] dent de lait
¤£ ¡¢連 乳歯

[3900] lait entier
¤£ ¡¢連 全乳

[3901] lait écrémé
¤£ ¡¢連 脱脂乳

[3902] lait condensé
¤£ ¡¢連 コンデンスミルク (= lait con-

centré)

[3903] laitage
¤£ ¡¢男 乳製品 (= produits lactés, pro-

duits laitiers)

[3904] laiterie
¤£ ¡¢女 乳製品加工場・酪農場・酪農
業・乳製品加工業

[3905] laitier
¤£ ¡¢形 牛乳の・牛乳の・

¤£ ¡¢名 牛乳屋・¤£ ¡¢女 乳牛
[3906] industrie laitière

¤£ ¡¢連 酪農業

[3907] produits laitiers
¤£ ¡¢連 乳製品 (= laitage, produits

lactés)

[3908] vache laitière
¤£ ¡¢連 乳牛

[3909] lambeau (lambeaux)
¤£ ¡¢男 切れ端・断片

[3910] lame
¤£ ¡¢女 刃・薄片・薄板・波

[3911] lame de mica
¤£ ¡¢連 雲母の薄片

[3912] ressort à lames
¤£ ¡¢連 重ね板バネ (車のサスペンショ
ンなどの)

[3913] lamentablement
¤£ ¡¢副 惨めに・無惨に

[3914] lampe poche
¤£ ¡¢連 懐中電灯 (= lampe électrique)

[3915] lampe de bureau
¤£ ¡¢連 電気スタンド

[3916] lampion
¤£ ¡¢男 紙提灯 (祭りに飾る)・ランプ・
灯明

[3917] lance
¤£ ¡¢女 槍・ホースのノズル

[3918] lancement
¤£ ¡¢男 投擲・発射 (ロケットなど)・売
り出し・進水

[3919] rampe de lancement
¤£ ¡¢連 発射台

[3920] landau
¤£ ¡¢男 乳母車 (フード付き)・ランドー
型馬車

[3921] langage évolué
¤£ ¡¢連 プログラムの高級言語

[3922] langage chiffré
¤£ ¡¢連 暗号

[3923] langue officielle
¤£ ¡¢連 公用語

[3924] langue verte
¤£ ¡¢連 俗語
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[3925] lard fumé
¤£ ¡¢連 ベーコン

[3926] largement
¤£ ¡¢副 広く・大きく・たっぷりと・裕福
に・ゆうに・少なくとも・大幅に

[3927] lassant
¤£ ¡¢形 飽き飽きさせる・うんざりさせ
る

[3928] couronne de laurier
¤£ ¡¢連 月桂冠

[3929] lavabo
¤£ ¡¢男 洗面台・洗面所・便所

¤£ ¡¢複
[3930] lavage

¤£ ¡¢男 洗うこと・洗濯

[3931] lavage d’estomac
¤£ ¡¢連 胃洗浄

[3932] lave-vaisselle (invariable)
¤£ ¡¢男 皿洗い機

[3933] lécher
¤£ ¡¢動 嘗める・寄せる (波が)・なめる
(炎が)

[3934] tête de lecture
¤£ ¡¢連 再生ヘッド (カセットテープの)

[3935] rester dans la légalité
¤£ ¡¢連 合法の範囲内にとどまる・法に
触れない

[3936] légende
¤£ ¡¢女 伝説・説明文 (挿絵などの)・凡
例 (地図)・銘 (貨幣)

[3937] à la légère
¤£ ¡¢連 軽々しく・軽率に

[3938] légitime
¤£ ¡¢形 正当な・当然の・合法の・法律
で認められた

[3939] léguer
¤£ ¡¢動 遺贈する・後世に伝える

[3940] avec lenteur
¤£ ¡¢連 ゆっくりと

[3941] lentille de contact
¤£ ¡¢連 コンタクトレンズ (= lentille

cornéenne)

[3942] léopard
¤£ ¡¢男 ヒョウ (豹)

[3943] léser
¤£ ¡¢動 利益を侵害する・砲弾が臓器に
損傷を与える

[3944] lessive
¤£ ¡¢女 洗剤・洗濯・洗濯物

[3945] faire la lessive
¤£ ¡¢連 洗濯する

[3946] à la lettre
¤£ ¡¢連 文字通りに・その通りに

[3947] en toutes lettres
¤£ ¡¢連 フルスペルで・包み隠さずはっ
きりと

[3948] levier
¤£ ¡¢男 レバー・てこ・原動力

[3949] levier de commande
¤£ ¡¢連 操縦桿

[3950] se lécher les lèvres
¤£ ¡¢連 舌なめずりをする

[3951] levure
¤£ ¡¢女 酵母・イースト

[3952] lézard
¤£ ¡¢男 トカゲ・トカゲ革
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[3986] liquider
¤£ ¡¢動 清算する・決算する・在庫を一
掃する・片付ける (殺す)・決着を付
ける

[3987] lys [lis] (= lis)
¤£ ¡¢男 百合

[3988] liseron
¤£ ¡¢男 ヒルガオ (昼顔)

[3989] lisière
¤£ ¡¢女 端・境界・はずれ・へり (織物
の)

[3990] lisse
¤£ ¡¢形 なめらかな・すべすべした

[3991] liste noire
¤£ ¡¢連 ブラックリスト

[3992] lit du vent
¤£ ¡¢連 風向き

[3993] garder le lit
¤£ ¡¢連 病気で寝込んでいる

[3994] literie
¤£ ¡¢女 寝具類

[3995] littoral
¤£ ¡¢形 沿岸の・[

¤£ ¡¢男 ]沿岸遅滞

[3996] living
¤£ ¡¢男 リビングルーム・居間 (= living-

room)

[3997] livret
¤£ ¡¢男 手帳 (母子手帳などの)・通帳・
台本・カタログ

[3998] livret scolaire
¤£ ¡¢連 成績簿

[3999] livreur (livreuse)
¤£ ¡¢名 商品配達係

[4000] local
¤£ ¡¢男 部屋 (特定の目的に使う)・場所

[4001] localiser
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 の位置を特定する

[4002] localité
¤£ ¡¢女 小さな町・村・特定の地域

[4003] locataire
¤£ ¡¢名 借家人・賃借人

[4004] location
¤£ ¡¢女 賃貸借・家賃・レンタル料・席
の予約

[4005] locomotion
¤£ ¡¢女 移動・輸送・移動手段・足の
便・運動・移動

[4006] loge
¤£ ¡¢女 マンションの管理人室・楽屋・
ボックス席

[4007] être bien logé
¤£ ¡¢連 良い部屋に住んでいる

[4008] logement
¤£ ¡¢男 住宅・住居・居住

[4009] loger
¤£ ¡¢動 泊まる・短期間住む

[4010] se loger
¤£ ¡¢動 住む・弾丸などが食い込む・自
分の～を撃ち抜く

[4011] lois civiles
¤£ ¡¢連 民法

[4012] lois pénales
¤£ ¡¢連 刑法

[4013] lois internationales
¤£ ¡¢連 国際法
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[4014] lois constitutionnelles
¤£ ¡¢連 憲法

[4015] homme de loi
¤£ ¡¢連 法律家

[4016] de loin en loin
¤£ ¡¢連 間隔を置いて・とびとびに・時
たま

[4017] industrie du loisir
¤£ ¡¢連 レジャー産業

[4018] longer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に沿って行く・

¤£ ¡¢直目 に
沿って伸びる

[4019] longitudinal (longitudinaux,

longitudinale)

¤£ ¡¢形 縦の

[4020] longuement
¤£ ¡¢副 長い間・長々と

[4021] loquet
¤£ ¡¢男 掛け金 (扉の)

[4022] losange
¤£ ¡¢男 菱形・菱形紋

[4023] lot
¤£ ¡¢男 賞金 (宝くじの)・賞品・運命・
宿命

[4024] loterie
¤£ ¡¢女 宝くじ・福引き

[4025] lotissement
¤£ ¡¢男 分譲地・分譲・分割 (土地の)

[4026] louange [lwÃZ]
¤£ ¡¢女 讃辞

¤£ ¡¢複 ・賞賛
[4027] louche

¤£ ¡¢形 怪しげな・不審な

[4028] louche
¤£ ¡¢女 おたま・レードル

[4029] loucher
¤£ ¡¢動 やぶにらみである・寄り目をす
る・物欲しげに見る

[4030] louer
¤£ ¡¢動 賃貸する・賃借する・予約する

[4031] eau lourde
¤£ ¡¢連 重水

[4032] lourdement
¤£ ¡¢副 重く・全部の重みをかけて・ぎ
ごちなく・鈍重に・ひどく

[4033] lourdeur
¤£ ¡¢女 重さ・重苦しさ・鈍重さ・不器
用さ

[4034] louveteau (louveteaux)
¤£ ¡¢男 ボーイスカウト団員・オオカミ
の子

[4035] loyer
¤£ ¡¢男 家賃・部屋代

[4036] lucarne
¤£ ¡¢女 天窓・屋根窓

[4037] luge
¤£ ¡¢女 そり

[4038] lugubre
¤£ ¡¢形 悲痛な・陰気な

[4039] luisant
¤£ ¡¢形 光沢のある・光る

[4040] vitesse de la lumière
¤£ ¡¢連 光速

[4041] année de lumière
¤£ ¡¢連 光年

[4042] lumineux
¤£ ¡¢形 光る・明るい・明晰な・明快な
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[4043] lunaire
¤£ ¡¢形 月の・太陰の・月のような

[4044] calendrier lunaire
¤£ ¡¢連 太陰暦

[4045] clarté lunaire
¤£ ¡¢連 月光・月明かり

[4046] pleine lune
¤£ ¡¢連 満月

[4047] nouvelle lune
¤£ ¡¢連 新月

[4048] croissant de lune
¤£ ¡¢連 三日月

[4049] premier quartier de la

Lune

¤£ ¡¢連 上弦の月

[4050] dernier quartier de la

Lune

¤£ ¡¢連 下弦の月

[4051] lustre
¤£ ¡¢男 シャンデリア・つや・光沢・光
輝・名声

[4052] luttes politiques
¤£ ¡¢連 政争

[4053] lutte des classes
¤£ ¡¢連 階級闘争

[4054] luxueux [lyks4ø]
¤£ ¡¢形 豪華な・贅沢な・絢爛な

[4055] luzerne
¤£ ¡¢女 ウマゴヤシ (植物：家畜の飼料
に用いる)

[4056] lynx [lẼks]
¤£ ¡¢男 オオヤマネコ
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[4132] Le mal est fait.
¤£ ¡¢連 すんだことはどうしようもない
(悪はすでになされた)

[4133] se donner du mal pour
¤£ ¡¢連 ～するために頑張る

[4134] se faire mal à
¤£ ¡¢連 ～に怪我をする・～を傷める

[4135] aller mal à
¤£ ¡¢連 ～に似合わない (<=> aller bien

à)

[4136] pas mal de
¤£ ¡¢連 かなりの数の～・かなりの量の
～

[4137] malade mentale
¤£ ¡¢連 精神病患者

[4138] maladie mentale
¤£ ¡¢連 精神病

[4139] maladie professionnelle
¤£ ¡¢連 職業病

[4140] maladresse
¤£ ¡¢女 不器用さ・不手際

[4141] maladroit
¤£ ¡¢形 不器用な・下手な・軽率な・不
用意な

[4142] parole maladroite
¤£ ¡¢連 不用意な発言・失言

[4143] malaise
¤£ ¡¢男 気分の悪さ・体調不良・失神・
発作・めまい・不安・不快感・社会
的不満・社会的不安

[4144] malaisé
¤£ ¡¢形 容易ではない・困難な・歩きに
くい (道などが)

[4145] par malchance
¤£ ¡¢連 運悪く

[4146] mâle
¤£ ¡¢男 雄 (<=> femelle)

[4147] hormone mâle
¤£ ¡¢連 男性ホルモン

[4148] prise mâle
¤£ ¡¢連 差し込みプラグ

[4149] malencontreux
¤£ ¡¢形 あいにくの・不運な・時宜を得
ない

[4150] insecte malfaisant
¤£ ¡¢連 害虫

[4151] malfaiteur
¤£ ¡¢名 犯人・犯罪者・悪人

[4152] malgré tout
¤£ ¡¢連 いずれにせよ・それでもやはり・
是が非でも

[4153] malhabile [malabil]
¤£ ¡¢形 不器用な・下手な

[4154] par malheur
¤£ ¡¢連 不幸にも・運悪く

[4155] si par malheur
¤£ ¡¢連 万一

[4156] porter malheur à
¤£ ¡¢連 ～に不幸をもたらす

[4157] malheureuse affaire
¤£ ¡¢連 とるに足りない問題

[4158] malhonnête
¤£ ¡¢形 不正直な・不誠実な・法外な
(値段)・破廉恥な・慎みのない
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第 13章

M

[4057] macaron
¤£ ¡¢男 マカロン (菓子)・丸形の勲章
(バッジ・飾り)

[4058] macaroni
¤£ ¡¢男 マカロニ・イタリア人 (軽蔑的)

[4059] macédoine
¤£ ¡¢女 マセドワーヌ (サラダ)・寄せ集
め・ごた混ぜ

[4060] mâcher
¤£ ¡¢動 噛む・咀嚼する

[4061] machin
¤£ ¡¢男 それ・あれ

[4062] machinal (machinaux, machi-

nal)

¤£ ¡¢形 機械的な・無意識的な

[4063] machinalement
¤£ ¡¢副 機械的に・無意識的に

[4064] machine à coudre
¤£ ¡¢連 ミシン

[4065] mâchoire
¤£ ¡¢女 顎・顎の骨・機械の歯

[4066] maçonnerie
¤£ ¡¢女 左官工事・積み石工事・建物の
石造りの部分・フリーメーソン

[4067] madrier
¤£ ¡¢男 厚板

[4068] magazine
¤£ ¡¢男 グラビア雑誌・定時番組 (テレ
ビ・ラジオの)

[4069] magicien
¤£ ¡¢名 奇術師・魔術師・魔法使い

[4070] magie
¤£ ¡¢女 奇術・魔法・魔術

[4071] formule magique
¤£ ¡¢連 呪文

[4072] baguette magique
¤£ ¡¢連 魔法の杖

[4073] magistral (magistraux, magis-

trale)

¤£ ¡¢形 見事な・鮮やかな・教師の・教
師面した

[4074] magistrat
¤£ ¡¢男 司法官・行政官・役人

[4075] magistrature
¤£ ¡¢女 司法官の職・司法官 [集合的]・
官職

[4076] magistrature assise
¤£ ¡¢連 裁判官
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[4077] magistrature debout
¤£ ¡¢連 検察官

[4078] magnétique
¤£ ¡¢形 磁気の・磁性の・魅惑的な・抗
いがたい

[4079] champ magnétique
¤£ ¡¢連 磁場

[4080] magnétophone
¤£ ¡¢男 テープレコーダー

[4081] magnétoscope
¤£ ¡¢男 ビデオデッキ

[4082] maigreur
¤£ ¡¢女 やせていること・乏しさ・貧弱
さ

[4083] maigrir
¤£ ¡¢動 やせる

[4084] maille
¤£ ¡¢女 編み目・網の目・鉄環

[4085] maillot
¤£ ¡¢男 T シャツ・アンダーシャツ・水
着・産着

[4086] coup de main
¤£ ¡¢連 援助・手際の良さ・奇襲攻撃

[4087] forcer la main à
¤£ ¡¢連 人に無理矢理言うことを聞かせ
る

[4088] la main dans la main
¤£ ¡¢連 手に手をって

[4089] donner la main à
¤£ ¡¢連 ～と手をつなぐ・～に手を貸す

[4090] mettre la main sur
¤£ ¡¢連 ～を見つける・捕まえる・押収
する (=mettre la main dessus)

[4091] prendre en main
¤£ ¡¢連 ～を引き受ける・～の責任を負
う (= prendre en mains)

[4092] reprendre en main
¤£ ¡¢連 再び引き受ける・面倒を見る

[4093] sous la main
¤£ ¡¢連 手元に

[4094] tendre la main à
¤£ ¡¢連 手を差し伸べる・和解を申し出
る・物乞いする

[4095] main-d’œuvre
¤£ ¡¢女 人手・労働力

[4096] maintien
¤£ ¡¢男 維持・保持・態度・振る舞い・
礼儀作法・支えること

[4097] maintien des prix
¤£ ¡¢連 価格の据え置き

[4098] maintien de l’ordre
¤£ ¡¢連 治安維持

[4099] maison de mère
¤£ ¡¢連 本店

[4100] maison de gros
¤£ ¡¢連 卸売商

[4101] maison de détail
¤£ ¡¢連 小売商

[4102] maison de retraite
¤£ ¡¢連 養老院

[4103] maison d’arrêt
¤£ ¡¢連 留置所

[4104] maison centrale
¤£ ¡¢連 国立刑務所

[4105] la Maison des Bourbons
¤£ ¡¢連 ブルボン王家
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[4106] maison de campagne
¤£ ¡¢連 別荘

[4107] maison préfabriquée
¤£ ¡¢連 プレハブ住宅

[4108] être maître de soi
¤£ ¡¢連 感情に走らない・自制している
[soi-même も可] (rester maı̂tre de

soi)

[4109] se rendre maître de
¤£ ¡¢連 ～を支配 (制圧)する・～をとら
える

[4110] maîtrise
¤£ ¡¢女 自制心・コントロール・卓越し
た技量・教会の聖歌隊・職工長 [集
合的]・修士号

[4111] perdre sa maîtrise
¤£ ¡¢連 自制心を失う

[4112] maîtrise des mers
¤£ ¡¢連 制海権

[4113] maîtrise de l’air
¤£ ¡¢連 制空権

[4114] maîtriser
¤£ ¡¢動 押さえる・屈服させる・抑制す
る・習得する・制御する・支配する

[4115] se maîtriser
¤£ ¡¢動 自制する

[4116] en majeure partie
¤£ ¡¢連 大部分は

[4117] majeur
¤£ ¡¢形 成年に達した・主要な・重大
な・より大きい

[4118] majeur
¤£ ¡¢男 中指

[4119] majoration
¤£ ¡¢女 値上げ・引き上げ

[4120] majoration d’impôt
¤£ ¡¢連 増税

[4121] majorer
¤£ ¡¢動 引き上げる (金額を)・過大に見
積もる

[4122] majorité
¤£ ¡¢女 成年・大多数・過半数・多数派

[4123] en majorité
¤£ ¡¢連 大半は

[4124] mal de mer
¤£ ¡¢連 船酔い

[4125] mal de l’air
¤£ ¡¢連 飛行機酔い

[4126] mal de la route
¤£ ¡¢連 車酔い

[4127] mal de cœur
¤£ ¡¢連 吐気

[4128] mal du pays
¤£ ¡¢連 ホームシック

[4129] avoir mal de
¤£ ¡¢連 ～するのに苦労する

[4130] faire mal à
¤£ ¡¢連 ～に苦痛を与える (faire du mal

à)

[4131] Il n’y a pas de mal.
¤£ ¡¢連 (詫びる相手に) 何でもありませ
ん・ご心配なく
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[4233] marchepied
¤£ ¡¢男 乗り物の昇降段・ステップ・脚
立・踏み台 (目標達成のための)

[4234] faire marcher
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 (人) を思いのままに動か
す・だます・かつぐ

[4235] mare
¤£ ¡¢女 池 (小さな)・沼・水たまり

[4236] mare de sang
¤£ ¡¢連 血の海

[4237] marécage
¤£ ¡¢男 沼地・湿地

[4238] marécageux
¤£ ¡¢形 沼地の・湿地の

[4239] maréchal
¤£ ¡¢男 元帥・蹄鉄工・馬係の将校・騎
馬将校

[4240] marée
¤£ ¡¢女 潮・潮汐・鮮魚・海の幸

[4241] marée haute
¤£ ¡¢連 満潮

[4242] marée montante
¤£ ¡¢連 上げ潮

[4243] marée descendante
¤£ ¡¢連 引き潮

[4244] marelle
¤£ ¡¢女 石蹴り遊び

[4245] margarine
¤£ ¡¢女 マーガリン

[4246] marge bénéficiaire
¤£ ¡¢連 利ざや・マージン

[4247] marge d’erreur
¤£ ¡¢連 (許容範囲の) 誤差

[4248] marguerite
¤£ ¡¢女 ヒナギク・マーガレット

[4249] mariage d’amour
¤£ ¡¢連 恋愛結婚

[4250] cérémonie du mariage
¤£ ¡¢連 結婚式

[4251] mariage d’argent
¤£ ¡¢連 金目当ての結婚

[4252] robe de mariée
¤£ ¡¢連 花嫁衣装

[4253] marier avec
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を～と [à も可] 結婚させ
る

[4254] se marier avec
¤£ ¡¢連 ～と結婚する

[4255] courant marin
¤£ ¡¢連 海流

[4256] plantes marines
¤£ ¡¢連 海藻

[4257] mille marin
¤£ ¡¢連 海里

[4258] peuple de marins
¤£ ¡¢連 海洋民族

[4259] marine
¤£ ¡¢女 海運 [集合的]・海運力・船舶
乗組員・海軍・航海・航海術

[4260] Ministère de la Marine
¤£ ¡¢連 海軍省

[4261] marinier
¤£ ¡¢名 船頭 (川船の)・船長・乗組員

[4262] marionnette
¤£ ¡¢女 マリオネット・操り人形・傀儡

[4263] maritime
¤£ ¡¢形 海辺の・海に面した・海上の・
航海の・海軍の
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[4159] malhonnêteté
¤£ ¡¢女 不正直・不誠実・破廉恥

[4160] avec malice
¤£ ¡¢連 からかって・いたずらっ気をもっ
て

[4161] par malice
¤£ ¡¢連 悪意をもって

[4162] malicieux
¤£ ¡¢形 からかい好きな・いたずらな・
ちょっと皮肉な

[4163] malin (maligne)
¤£ ¡¢形 抜け目のない・利口な・意地悪
な・悪意のある・悪性の・有害な

[4164] tumeur maligne
¤£ ¡¢連 悪性腫瘍

[4165] C’est malin !
¤£ ¡¢連 なんて愚かな！ (反語的表現)

[4166] malle
¤£ ¡¢女 旅行用大型トランク

[4167] mallette
¤£ ¡¢女 小型スーツケース・アタッシュ
ケース

[4168] malodorant [malOdOrÃ]
¤£ ¡¢形 悪臭を放つ

[4169] malsain
¤£ ¡¢形 健康に悪い・不健康な・不健
全な・退廃的な・病的な・病気がち
の・危険な (場所などが)

[4170] maltraiter
¤£ ¡¢動 手荒く扱う・虐待する・乱暴に
扱う・酷評する・こきおろす

[4171] malveillance
¤£ ¡¢女 敵意・悪意・憎悪・犯意

[4172] mamelle
¤£ ¡¢女 乳房 (動物の)

[4173] mammifère
¤£ ¡¢男 哺乳類

¤£ ¡¢複 ・哺乳動物
[4174] manche

¤£ ¡¢女 袖・スポーツの回戦・管・筒・
ホース

[4175] manche
¤£ ¡¢男 柄・取っ手・操縦桿・役立たず・
不器用もの

[4176] manchette
¤£ ¡¢女 カフス・袖口・大見出し (新聞
の)・空手チョップ (プロレス)

[4177] manchot
¤£ ¡¢形 手 (腕) のない・

¤£ ¡¢名 手 (腕) の
ない人

[4178] mandarine
¤£ ¡¢女 マンダリン・ミカン

[4179] mandat
¤£ ¡¢男 為替・郵便為替・委任・委託・
職務・任期・令状

[4180] mandat d’arrêt
¤£ ¡¢連 逮捕状

[4181] toucher un mandat
¤£ ¡¢連 為替を現金に換える

[4182] par mandat
¤£ ¡¢連 為替で
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[4183] manège
¤£ ¡¢男 馬場・調馬場・馬術・メリー
ゴーランド・やり口・手口・手管

[4184] manette
¤£ ¡¢女 レバー・取っ手

[4185] mangeable
¤£ ¡¢形 食べられる・まずいが何とか食
べられる

[4186] mangeoire
¤£ ¡¢女 飼い葉桶・まぐさ桶・えさ箱

[4187] maniable
¤£ ¡¢形 扱いやすい・使いやすい・操作
が簡単な・従順な・御しやすい

[4188] maniaque
¤£ ¡¢形 偏執狂的な・躁病の・

¤£ ¡¢名 偏執
狂・マニア・躁病患者

[4189] psychose maniaque-

dépressive

¤£ ¡¢連 躁鬱病

[4190] manie
¤£ ¡¢女 奇癖・偏執・偏愛・躁病・妄想

[4191] manie de la persécution
¤£ ¡¢連 被害妄想

[4192] maniement
¤£ ¡¢男 操作・取り扱い・管理・運用

[4193] maniement de fonds
¤£ ¡¢連 資金の運用

[4194] manier
¤£ ¡¢動 取り扱う・操作する・運転する・
運用する・操る (言葉や人を)

[4195] de toute manière
¤£ ¡¢連 とにかく・いずれにせよ (= de

toutes manières)

[4196] d’une certaine manière
¤£ ¡¢連 ある意味では

[4197] manifestant
¤£ ¡¢名 デモ参加者

[4198] manifestation
¤£ ¡¢女 デモ・示威運動・表明・表示・
表現

[4199] manifeste
¤£ ¡¢形 明白な・明らかな・目に見える

[4200] manifester
¤£ ¡¢動 表明する・明示する・デモをす
る

[4201] manipulation
¤£ ¡¢女 取り扱い・操作・実験

¤£ ¡¢複 ・裏
工作・改ざん・マッサージ

[4202] manipulations

génériques

¤£ ¡¢連 遺伝子操作

[4203] manipuler
¤£ ¡¢動 操作する・いじる・運搬する・
操る・改ざんする

[4204] manivelle
¤£ ¡¢女 クランク・手回しハンドル・自
転車のペダル

¤£ ¡¢複
[4205] mannequin

¤£ ¡¢男 マネキン人形・ファッションモ
デル
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[4206] manœuvre
¤£ ¡¢女 操作・取り扱い・策略・術策・
手口・軍事演習・軍事作戦行動

[4207] manœuvre
¤£ ¡¢男 非熟練工・人夫・作業員

[4208] manœuvrer
¤£ ¡¢動 操作する・動かす (機械)・人を
だます・人を操る・ハンドル操作す
る・術策を弄する

[4209] manquant
¤£ ¡¢形 不足している・欠席している・¤£ ¡¢名 欠席者

[4210] mansarde
¤£ ¡¢女 屋根裏・屋根裏部屋・マンサー
ド屋根

[4211] manteau de pluie
¤£ ¡¢連 レインコート

[4212] manteau de cheminée
¤£ ¡¢連 マントルピース

[4213] travailleur manuelle
¤£ ¡¢連 肉体労働者

[4214] travail manuel
¤£ ¡¢連 手仕事・肉体労働

[4215] mappemonde
¤£ ¡¢女 両半球図・地球儀 [誤用]

[4216] maquereau (maquereaux)
¤£ ¡¢男 サバ (鯖)

[4217] maquette
¤£ ¡¢女 模型・ひな形・下絵・原画・レ
イアウト

[4218] maquillage
¤£ ¡¢男 メーキャップ・化粧・化粧品・
偽装・ごまかし

[4219] maraîcher
¤£ ¡¢名 野菜栽培者

[4220] marais vert
¤£ ¡¢連 湿原

[4221] marais salant
¤£ ¡¢連 塩田

[4222] marathon
¤£ ¡¢男 マラソン・耐久競技・長時間の
会議

[4223] marbré
¤£ ¡¢形 マーブル模様の

[4224] marc
¤£ ¡¢男 搾りかす (ブドウ・リンゴの)・
出がらし (コーヒー・茶の)

[4225] marcassin
¤£ ¡¢男 瓜坊・子イノシシの肉

[4226] marchand de canon
¤£ ¡¢連 死の商人

[4227] marchand de couleur
¤£ ¡¢連 雑貨 (金物) 商

[4228] économie marchande
¤£ ¡¢連 市場経済

[4229] marchandise
¤£ ¡¢女 商品・貨物

[4230] stock de marchandises
¤£ ¡¢連 商品ストック

[4231] faire son marché
¤£ ¡¢連 その日の食事のための買い物を
する

[4232] par-dessus le marché
¤£ ¡¢連 おまけとして・その上
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[4347] avoir une mauvaise pos-

ture

¤£ ¡¢連 姿勢が悪い

[4348] mauvais calcul
¤£ ¡¢連 間違った計算・誤算 [比喩的]

[4349] faire un mauvais numéro
¤£ ¡¢連 間違い電話をする

[4350] sentir mauvais
¤£ ¡¢連 嫌なにおいがする (物が)

[4351] Ça sent mauvais.
¤£ ¡¢連 どうもやばい・情勢が悪い・雲
行きが怪しい

[4352] mauve
¤£ ¡¢女 アオイ (葵＝植物)

[4353] mauve
¤£ ¡¢男 薄紫色・

¤£ ¡¢形 薄紫色の
[4354] maximum de vitesse

¤£ ¡¢連 最高速度

[4355] au maximum
¤£ ¡¢連 せいぜい・最大限～にすぎない
(= au grand maximum)

[4356] mayonnaise
¤£ ¡¢女 マヨネーズ

[4357] mazout
¤£ ¡¢男 重油・燃料油

[4358] méandre
¤£ ¡¢男 (川などの)蛇行・曲がりくねり・¤£ ¡¢複 まわりくどさ (考え・表現の)

[4359] mécanicien
¤£ ¡¢名 整備士・修理工・組立工・機関
車運転士

[4360] mécanique
¤£ ¡¢形 機械で動く・機械による・機械
的な・無意識の・力学の・力学的な

[4361] mécanique
¤£ ¡¢女 機械・機械の仕組み・仕掛け・
力学・機械工学

[4362] mécanique quantique
¤£ ¡¢連 量子力学

[4363] mécaniquement
¤£ ¡¢副 機械的に・機械によって・無意
識に・自動的に・力学的に

[4364] mécanisation
¤£ ¡¢女 機械化

[4365] mécanisme
¤£ ¡¢男 仕組み・装置・メカニズム・社
会機構・構造・からくり

[4366] mèche
¤£ ¡¢女 灯心・導火線・髪の房・ドリル
の刃・錐・タンポン

[4367] méconnu
¤£ ¡¢形 真価を認められていない

[4368] mécontent
¤£ ¡¢形 不満な [de、に・否定文で用い
ることが多い]・不機嫌な・

¤£ ¡¢名 不平
家・不満分詞

[4369] mécontentement
¤£ ¡¢男 不満・不平・政治的不満

[4370] mécontenter
¤£ ¡¢動 不満を抱かせる



フランス語単語 10000語 157

[4264] ville maritime
¤£ ¡¢連 臨海都市

[4265] trafic maritime
¤£ ¡¢連 海運

[4266] puissance maritime
¤£ ¡¢連 海運国・海洋国

[4267] climat maritime
¤£ ¡¢連 海洋性気候

[4268] forces maritimes
¤£ ¡¢連 海軍力

[4269] marmelade
¤£ ¡¢女 マーマレード

[4270] marmite
¤£ ¡¢女 大鍋・鍋の中身・鍋料理

[4271] marmite autoclave
¤£ ¡¢連 圧力鍋

[4272] marmite norvégienne
¤£ ¡¢連 保温器・ジャー

[4273] maroquinerie
¤£ ¡¢女 皮革製品の店・皮革製品 [集合
的]・モロッコ革製造 (販売)

[4274] maroquinier
¤£ ¡¢名 皮革製品店主・モロッコ革製造
(販売)業者

[4275] marquant
¤£ ¡¢形 重要な・目立った・際立つ・著
名な

[4276] marque déposée
¤£ ¡¢連 登録商標

[4277] de marque
¤£ ¡¢連 有名銘柄の・重要な・著名な

[4278] marraine
¤£ ¡¢女 代母

[4279] marrant
¤£ ¡¢形 こっけいな・面白い・奇妙な

[4280] marron grillé
¤£ ¡¢男 焼き栗

[4281] marronnier
¤£ ¡¢男 マロニエ・栗の木

[4282] marteau
¤£ ¡¢男 金槌・ハンマー

[4283] martyriser
¤£ ¡¢動 虐待する・ひどく苦しめる

[4284] mascotte
¤£ ¡¢女 お守り・マスコット

[4285] masque à gaz
¤£ ¡¢連 ガスマスク

[4286] masque mortuaire
¤£ ¡¢連 デスマスク (=masque funéraire)

[4287] bandit masqué
¤£ ¡¢連 覆面強盗

[4288] massage cardiaque
¤£ ¡¢連 心臓マッサージ

[4289] communication de

masse

¤£ ¡¢連 マスコミュニケーション

[4290] culture de masse
¤£ ¡¢連 大衆文化

[4291] masse monétaire
¤£ ¡¢連 通貨供給量

[4292] en masse
¤£ ¡¢連 大勢で・大量に

[4293] des masses de
¤£ ¡¢連 たくさんの～ (= une masse de)

[4294] masse
¤£ ¡¢女 大槌・大ハンマー・槌矛

[4295] masser
¤£ ¡¢動 マッサージする
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[4296] se masser
¤£ ¡¢動 大勢の人間が集まる・自分の～
をマッサージする

[4297] masseur
¤£ ¡¢名 マッサージ師・按摩

[4298] en or massif
¤£ ¡¢連 純金の

[4299] massif
¤£ ¡¢形 メッキやハリボテでない無垢の・
大量の・大勢の

[4300] massif
¤£ ¡¢男 植え込み・茂み・山塊・群山・
建物の基礎 (土台)

[4301] massivement
¤£ ¡¢副 大勢で・大挙して・大量に・十
分に・どっしりと・重厚に

[4302] mastic
¤£ ¡¢男 窓ガラス用パテ・充填用セメン
ト・誤植

[4303] mastiquer
¤£ ¡¢動 咀嚼する

[4304] mastiquer
¤£ ¡¢動 (パテやセメントで) 接合する・
充填する

[4305] mat
¤£ ¡¢形 くすんだ・艶のない・磨かれて
いない・艶消しの・音がこもった

[4306] mât
¤£ ¡¢男 マスト・帆柱・支柱・旗竿・登
り棒

[4307] match très disputé
¤£ ¡¢連 接戦・好試合

[4308] match retour
¤£ ¡¢連 リターンマッチ

[4309] match aller
¤£ ¡¢連 (選手権試合の) 第一回戦

[4310] matelas
¤£ ¡¢男 マットレス

[4311] matelot
¤£ ¡¢男 水夫・船員・水兵

[4312] se matérialiser en
¤£ ¡¢連 ～の形で実現される・具体化さ
れる・具象化される

[4313] se matérialiser par
¤£ ¡¢連 ～によって実現される・具体化
される・具象化される

[4314] matérialiste
¤£ ¡¢名 実利主義者・物質主義者・唯
物論者

[4315] matériau (matériaux)
¤£ ¡¢男 建築資材

¤£ ¡¢複 ・資料・材料・素
材

[4316] matériel
¤£ ¡¢形 物質的な・金銭上の・具体的
な・実際上の

[4317] preuve matérielle
¤£ ¡¢連 物証・具体的な証拠

[4318] erreur matérielle
¤£ ¡¢連 単純ミス
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[4319] matériel
¤£ ¡¢男 [集合的に]機材・用具・機器・
設備・施設

[4320] matériel agricole
¤£ ¡¢連 農具

[4321] matériel de bureau
¤£ ¡¢連 事務機器

[4322] matériellement
¤£ ¡¢副 事実上・物理的に・物質的に・
金銭的に

[4323] amour maternel
¤£ ¡¢連 母性愛

[4324] lait maternel
¤£ ¡¢連 母乳

[4325] langue maternelle
¤£ ¡¢連 母語・母国語

[4326] école maternelle
¤£ ¡¢連 幼稚園

[4327] maternelle
¤£ ¡¢女 幼稚園

[4328] maternité
¤£ ¡¢女 産院・妊娠・出産・母性・母子
像 (絵画)

[4329] mathématiques
¤£ ¡¢女 [多く複数形]数学

[4330] mathématiques ap-

pliquées

¤£ ¡¢連 応用数学

[4331] maths [mat]
¤£ ¡¢女 [常に複数]数学

[4332] prof de maths
¤£ ¡¢連 数学の先生

[4333] matière
¤£ ¡¢女 物質・物体・原料・題材・内容・
主題・科目・教科

[4334] matière vivante
¤£ ¡¢連 生体

[4335] matière inflammable
¤£ ¡¢連 可燃物 (=matière combustible)

[4336] matière à option
¤£ ¡¢連 選択科目

[4337] matinal (matinale, matinaux)
¤£ ¡¢形 朝の・早朝の・早起きの

[4338] faire la grasse matinée
¤£ ¡¢連 朝寝坊する (ゆっくり朝寝する
という意味での)

[4339] matraquer
¤£ ¡¢動 警棒で殴る・繰り返し宣伝す
る・ショックを与える

[4340] maussade
¤£ ¡¢形 不機嫌な・無愛想な・ぶすっと
した・鬱陶しい・陰鬱な

[4341] temps maussade
¤£ ¡¢連 鬱陶しい天気

[4342] être en mauvaise santé
¤£ ¡¢連 健康状態が悪い

[4343] avoir mauvaise mine
¤£ ¡¢連 顔色が悪い

[4344] avoir de mauvais yeux
¤£ ¡¢連 目が悪い

[4345] être mauvais avec
¤£ ¡¢連 ～に対して意地悪である

[4346] mauvaise langue
¤£ ¡¢連 毒舌家
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[4459] mépriser
¤£ ¡¢動 軽蔑する・無視する

[4460] mercure
¤£ ¡¢男 水銀

[4461] mérité
¤£ ¡¢形 (賞罰が) 当然の・値する

[4462] mériter
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に値する・

¤£ ¡¢直目 の価値
がある

[4463] merlan
¤£ ¡¢男 メルラン (小型のタラ)

[4464] merle
¤£ ¡¢男 ツグミ

[4465] mésange
¤£ ¡¢女 シジュウカラ (四十雀)

[4466] par mésaventure
¤£ ¡¢連 運悪く

[4467] mesquin
¤£ ¡¢形 しみったれた・貧弱な・狭量な・
さもしい・けちな

[4468] en mesure
¤£ ¡¢連 拍子にあわせて・拍子を取って

[4469] être en mesure de
¤£ ¡¢連 ～できる

[4470] sur mesure
¤£ ¡¢連 寸法に合わせた・ぴったりの・
あつらえ向きの

[4471] métal
¤£ ¡¢男 金属・金属元素

[4472] métallique
¤£ ¡¢形 金属製の・金属的な

[4473] meubles métalliques
¤£ ¡¢連 スチール家具

[4474] métallurgie
¤£ ¡¢女 金属工業・冶金・冶金術

[4475] métallurgique
¤£ ¡¢形 金属鉱業の・冶金の

[4476] météorologie
¤£ ¡¢女 気象学・気象台

[4477] météorologique
¤£ ¡¢形 気象の・気象学の・気象台の

[4478] météorologue
¤£ ¡¢名 気象学者・気象台員・気象予
報士 (météorologiste)

[4479] avec méthode
¤£ ¡¢連 秩序だって・きちんと

[4480] sans méthode
¤£ ¡¢連 でたらめに・行き当たりばった
りに

[4481] méthodique
¤£ ¡¢形 理路整然としている・手順のよ
い・首尾一貫した・体系的な・徹底
的な

[4482] méthodiquement
¤£ ¡¢副 体系的に・きちんと・徹底的に

[4483] métier manuel
¤£ ¡¢連 手仕事

[4484] métier intellectuel
¤£ ¡¢連 知的職業

[4485] avoir du métier
¤£ ¡¢連 腕が良い・仕事の経験を十分積
んでいる

[4486] être du métier
¤£ ¡¢連 専門家 (プロ) である

[4487] étalon de mètre
¤£ ¡¢連 メートル原器
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[4371] médaille d’or
¤£ ¡¢連 金メダル

[4372] médaille d’argent
¤£ ¡¢連 銀メダル

[4373] consulter le médecin
¤£ ¡¢動 医者にかかる

[4374] aller chez le médecin
¤£ ¡¢動 医者に行く

[4375] étudiant en médecine
¤£ ¡¢連 医学生

[4376] faculté de médecine
¤£ ¡¢連 医学部

[4377] médecine de cheval
¤£ ¡¢連 劇薬

[4378] médical (médicaux, médicale)
¤£ ¡¢形 医学の・医者の

[4379] ordonnance médicale
¤£ ¡¢連 処方箋

[4380] médicament interne
¤£ ¡¢連 内服薬

[4381] médicament externe
¤£ ¡¢連 外用薬

[4382] ordonner médicament
¤£ ¡¢連 薬を処方する (= prescrire

médicament)

[4383] médiocre
¤£ ¡¢形 平凡な・凡庸な・わずかな

[4384] médiocrement
¤£ ¡¢副 平凡に・並以下に・下手に

[4385] médiocrité
¤£ ¡¢女 平凡さ・凡庸さ・無能さ

[4386] médire de
¤£ ¡¢連 ～の悪口を言う

[4387] médisance
¤£ ¡¢連 悪口・悪口を言うこと

[4388] meeting
¤£ ¡¢男 政治集会・競技大会

[4389] sans méfiance
¤£ ¡¢連 疑うことなしに・安心して

[4390] éveiller la méfiance de
¤£ ¡¢連 ～の警戒を呼び起こす

[4391] méfiant
¤£ ¡¢形 疑い深い・警戒心の強い

[4392] se méfier de
¤£ ¡¢連 ～を信用しない・警戒する・気
をつける

[4393] par mégarde
¤£ ¡¢連 うっかりして・誤って

[4394] mégot
¤£ ¡¢男 タバコの吸い殻・吸いさし

[4395] mélange
¤£ ¡¢男 混合・混ぜること・混合物・論
文集 (論集)

¤£ ¡¢複
[4396] mélanger

¤£ ¡¢動 混ぜる・混合する・混同する

[4397] se mélanger
¤£ ¡¢動 混ざる

[4398] mêlée
¤£ ¡¢女 混戦・乱戦・スクラム (ラグビー)

[4399] se jeter dans la mêlée
¤£ ¡¢連 争いの渦中に飛び込む

[4400] mêler
¤£ ¡¢動 混ぜ合わせる (複数の物を)・も
つれさせる

[4401] mêler à
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を～と [avec も可] 混ぜ
る・

¤£ ¡¢直目 を～に巻き込む
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[4402] se mêler à
¤£ ¡¢連 ～に加わる・仲間に入る・混じ
る

[4403] se mêler de
¤£ ¡¢連 ～と関わり合う・～に介入する・
たまたま～する気になる

[4404] mélodie
¤£ ¡¢女 旋律・メロディ・歌曲・詩の階
調 (音楽性)

[4405] mélodieux
¤£ ¡¢形 旋律の美しい・音楽的な

[4406] melon
¤£ ¡¢男 メロン・山高帽

[4407] membrane
¤£ ¡¢女 膜

[4408] membrane de tympan
¤£ ¡¢連 鼓膜

[4409] membrane muqueuse

[mykøz]

¤£ ¡¢連 粘膜 (muqueux)

[4410] membrane cellulaire
¤£ ¡¢連 細胞膜

[4411] garder en mémoire
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を覚えておく

[4412] avoir une bonne mé-

moire

¤£ ¡¢連 記憶力が良い

[4413] avoir une mauvaise mé-

moire

¤£ ¡¢連 記憶力が悪い

[4414] avoir la mémoire courte
¤£ ¡¢連 忘れっぽい

[4415] avoir de la mémoire
¤£ ¡¢連 物覚えが良い

[4416] mémorable
¤£ ¡¢形 記憶すべき・記念すべき

[4417] menaçant
¤£ ¡¢形 脅迫的な・脅すような・危険を
はらんだ

[4418] lettre de menace
¤£ ¡¢連 脅迫状

[4419] menaces de guerre
¤£ ¡¢連 戦争の脅威

[4420] menacer de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を～すると言って脅す

[4421] consommation de mé-

nages

¤£ ¡¢連 個人消費

[4422] ménagement
¤£ ¡¢男 手加減・節度・

¤£ ¡¢複 心遣い・慎
重な態度・配慮

[4423] sans ménagement
¤£ ¡¢連 手加減なしに・配慮なしに

[4424] ménager
¤£ ¡¢動 手加減を加える・いたわる・惜
しむ・節約する・留意する・備える・
準備する

[4425] se ménager
¤£ ¡¢連 体を大事にする・我が身をいた
わる

[4426] ménager
¤£ ¡¢形 家事の・家庭の
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[4427] travaux ménagers
¤£ ¡¢連 家事

[4428] eau ménagère
¤£ ¡¢連 家庭排水

[4429] ordure ménagère
¤£ ¡¢連 生ゴミ

[4430] ménagère
¤£ ¡¢連 主婦・ケース入りのナイフとス
プーンのセット

[4431] ménagerie
¤£ ¡¢女 動物小屋

[4432] Ordres mendiants
¤£ ¡¢連 托鉢修道会

[4433] mendier
¤£ ¡¢動 乞食をする・

¤£ ¡¢直目 を施しとし
て求める

[4434] menottes
¤£ ¡¢女 [通常複数] 手錠

[4435] revue mensuelle
¤£ ¡¢連 月刊誌

[4436] salaire mensuelle
¤£ ¡¢連 月給

[4437] maladie mentale
¤£ ¡¢連 精神病

[4438] troubles mentales
¤£ ¡¢連 精神障害

[4439] âge mental
¤£ ¡¢連 精神年齢

[4440] prière mentale
¤£ ¡¢連 黙祷

[4441] entraînement mental
¤£ ¡¢連 イメージトレーニング

[4442] mentalement
¤£ ¡¢連 頭の中で・心で・精神的に

[4443] mention
¤£ ¡¢女 言及・記載事項・項目・注記・
成績・評価

[4444] mention très bien
¤£ ¡¢連 優 (成績)

[4445] mention bien
¤£ ¡¢連 良 (成績)

[4446] mention passable
¤£ ¡¢連 可 (成績)

[4447] mention insuffisant
¤£ ¡¢連 不可 (成績)

[4448] mentionner
¤£ ¡¢男 言及する・記載する

[4449] mentir
¤£ ¡¢動 嘘をつく・

¤£ ¡¢間目 をだます

[4450] avoir un double menton
¤£ ¡¢連 二重あごをしている

[4451] menuiserie
¤£ ¡¢女 指物細工・木工細工・建具・木
工場

[4452] menuisier
¤£ ¡¢名 指物師・木工師

[4453] se méprendre sur
¤£ ¡¢連 ～について誤解する・思い違い
をする

[4454] mépris pour
¤£ ¡¢連 ～に対する軽蔑・蔑み

[4455] mépris de
¤£ ¡¢連 ～の軽視

[4456] méprisable
¤£ ¡¢形 軽蔑すべき・卑しむべき

[4457] méprise
¤£ ¡¢女 思い違い・取り違え

[4458] par méprise
¤£ ¡¢連 誤って・間違って
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[4580] mobilier
¤£ ¡¢男 家具調度 [集合的]

[4581] mobilisation
¤£ ¡¢女 動員・招集・流動資産化・現金
化

[4582] mobiliser
¤£ ¡¢動 動員する・招集する

[4583] mobylette
¤£ ¡¢女 ミニバイク (商品名)

[4584] moche
¤£ ¡¢形 醜い・みっともない・冴えない・
ひどい・卑劣な・けちくさい

[4585] magazine de mode
¤£ ¡¢連 ファッション雑誌

[4586] présentation de mode
¤£ ¡¢連 ファッションショー

[4587] mode de vie
¤£ ¡¢連 生活様式

[4588] mode de paiement
¤£ ¡¢連 支払い方法

[4589] modelage
¤£ ¡¢男 造形 (粘土などによる)

[4590] prendre pour modèle
¤£ ¡¢連 [comme も可]

¤£ ¡¢直目 をモデル
にする

[4591] modeler sur
¤£ ¡¢連 ～を手本に

¤£ ¡¢直目 を作る

[4592] modération de peine
¤£ ¡¢連 減刑

[4593] modération
¤£ ¡¢女 節度・中庸・軽減・緩和

[4594] modéré
¤£ ¡¢形 ほどほどの・控えめな・節度の
ある・穏健な・中道の

[4595] modérer
¤£ ¡¢動 抑える・和らげる・控えめにす
る

[4596] se modérer
¤£ ¡¢動 自制する

[4597] temps modernes
¤£ ¡¢連 近代

[4598] modernisation
¤£ ¡¢女 近代化

[4599] moderniser
¤£ ¡¢動 近代化する・当世風に改める

[4600] modeste
¤£ ¡¢形 謙虚な・控えめな・質素な・さ
さやかな

[4601] modestement
¤£ ¡¢副 謙虚に・しとやかに・質素に・
つつましく

[4602] modestie [mOdEsti]
¤£ ¡¢女 謙虚さ・慎み深さ

[4603] modification
¤£ ¡¢女 修正・変更・変化

[4604] modifier
¤£ ¡¢動 手直しする・修正する

[4605] modique
¤£ ¡¢形 (金額などが) ささやかな・わず
かな

[4606] moelle
¤£ ¡¢女 骨髄・髄 (植物の根や茎の)・精
髄

[4607] moelle épinière
¤£ ¡¢連 脊髄
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[4488] système métrique
¤£ ¡¢連 メートル法

[4489] s’y mettre
¤£ ¡¢連 本腰を入れて取り組む・敵側に
つく・生じる (不都合が)

[4490] meuble de rangement
¤£ ¡¢連 収納家具

[4491] meule
¤£ ¡¢女 グラインダー・円盤状チーズ・
石臼・バイク

[4492] meule de foin
¤£ ¡¢連 干し草の山 (meule fem.)

[4493] Au meurtre !
¤£ ¡¢連 人殺し！

[4494] meurtrier
¤£ ¡¢名 殺人者

[4495] coup meurtrier
¤£ ¡¢連 致命的な一撃

[4496] miaulement
¤£ ¡¢男 猫の鳴き声・猫の鳴き声に似た
音

[4497] miauler
¤£ ¡¢動 猫がニャーと鳴く・猫の鳴き声
に似た音を出す

[4498] miche
¤£ ¡¢女 ミッシュ (大きな丸パン)・尻

[4499] parler au micro
¤£ ¡¢連 [devant le, devant un も可]

マイクで話す

[4500] microbe
¤£ ¡¢男 細菌・ちび・できそこない

[4501] organisme micro-

scopique

¤£ ¡¢連 微生物

[4502] examen microscopique
¤£ ¡¢連 顕微鏡検査

[4503] exposé au midi
¤£ ¡¢連 南向きの

[4504] mie
¤£ ¡¢女 パンの身 (<=> croûte)

[4505] miette
¤£ ¡¢女 パン屑・ケーキ屑・破片・かけ
ら・わずかな残り

[4506] de son mieux
¤£ ¡¢連 ベストを尽くして

[4507] faire de son mieux
¤£ ¡¢連 ベストを尽くす

[4508] mignon
¤£ ¡¢形 可愛い・親切な・人当たりの良
い

[4509] migraine
¤£ ¡¢女 頭痛・偏頭痛

[4510] avoir la migraine
¤£ ¡¢連 頭痛がする

[4511] oiseaux migrateur
¤£ ¡¢連 渡り鳥

[4512] migration des Germains
¤£ ¡¢連 ゲルマン民族の大移動

[4513] service militaire
¤£ ¡¢連 兵役

[4514] militant
¤£ ¡¢名 活動家 (政党・組合の)・闘士

[4515] militer
¤£ ¡¢動 活動する (政党・組合で)・[物
が主語で] 作用する
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[4516] mille-pattes (invariable)
¤£ ¡¢男 ムカデ・多足類

[4517] millet [mijE]
¤£ ¡¢男 雑穀 (ヒエ・アワ・キビ)

[4518] un milliard de [miljar]
¤£ ¡¢連 十億の～

[4519] millième
¤£ ¡¢形 千番目の

[4520] millimètre
¤£ ¡¢男 ミリメートル

[4521] film en huit millimètre
¤£ ¡¢連 八ミリ映画

[4522] un million de
¤£ ¡¢男 百万の (millions)

[4523] ville millionnaire
¤£ ¡¢連 人口 100 万以上の都市

[4524] mimer
¤£ ¡¢動 仕草をまねる

[4525] mimosa
¤£ ¡¢男 ミモザ (植物)

[4526] minable
¤£ ¡¢形 ひどい・惨めな・ろくでもない

[4527] mine renfrognée
¤£ ¡¢連 しかめっ面

[4528] mine épanouie
¤£ ¡¢連 晴れ晴れとした顔

[4529] faire mine de
¤£ ¡¢連 ～するふりをする

[4530] mine de rien
¤£ ¡¢連 そうとは悟られぬように・そう
とは見えないが (mine fém.)

[4531] mine de carbon
¤£ ¡¢連 炭鉱 (mine fém.)

[4532] mine d’or
¤£ ¡¢連 金鉱脈 (mine fém.)

[4533] stylo mine
¤£ ¡¢連 シャープペンシル (mine fém.)

[4534] champ de mines
¤£ ¡¢連 地雷原 (mine fém.)

[4535] miner
¤£ ¡¢動 爆薬を仕掛ける・地雷 (機雷)

を敷設する・浸食する・むじばむ

[4536] minerai
¤£ ¡¢男 鉱石

[4537] minéral
¤£ ¡¢形 鉱物質を含む・鉱物の・無機質
の

[4538] minéral
¤£ ¡¢男 鉱物・無機物

[4539] mineur
¤£ ¡¢男 炭坑夫・坑夫

[4540] mineur
¤£ ¡¢形 マイナーな・さして重要ではな
い・未成年の

[4541] mineur
¤£ ¡¢名 未成年者

[4542] en miniature
¤£ ¡¢連 ミニチュア版の・縮尺された

[4543] minime
¤£ ¡¢形 ほんのわずかな・とるに足りな
い

[4544] minimiser
¤£ ¡¢動 過小評価する・見くびる

[4545] ministère de coalition
¤£ ¡¢連 連立内閣 (ministère masc.)

[4546] ministériel
¤£ ¡¢形 内閣の・政府系の・省庁の

[4547] premier ministre
¤£ ¡¢連 首相
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[4548] ministre plénipotenti-

aire

¤£ ¡¢連 全権公使

[4549] minoritaire
¤£ ¡¢形 少数派の・少数派に属する

[4550] être en minorité
¤£ ¡¢連 少数派である

[4551] pendant sa minorité
¤£ ¡¢連 未成年の間は

[4552] minuscule
¤£ ¡¢女 小文字 (<=>majuscule)

[4553] d’une minute à l’autre
¤£ ¡¢連 ほどなく・すぐにも

[4554] minuter
¤£ ¡¢動 分刻みで予定を立てる

[4555] minuterie
¤£ ¡¢女 自動消灯スイッチ

[4556] minutieusement

[minysjøzmÃ]

¤£ ¡¢副 入念に・精密に

[4557] minutieux [minysjø]
¤£ ¡¢形 細心の・入念な・詳細な

[4558] par miracle
¤£ ¡¢連 ひょっとして・奇跡的に

[4559] miraculeux
¤£ ¡¢形 奇跡による・奇跡的な

[4560] écriture en miroir
¤£ ¡¢連 鏡文字・逆書き

[4561] miroir d’eau
¤£ ¡¢連 泉水 (公園などの)

[4562] mise
¤£ ¡¢女 身なり・賭け金

[4563] mise à pied
¤£ ¡¢連 停職処分

[4564] misère noire
¤£ ¡¢連 極貧

[4565] misère
¤£ ¡¢女 ムラサキツユクサ

[4566] Mission accomplie.
¤£ ¡¢連 任務完了

[4567] mission diplomatique
¤£ ¡¢連 外交使節団

[4568] missionnaire
¤£ ¡¢名 宣教師

[4569] à mi-temps
¤£ ¡¢連 パートタイムで

[4570] faire un mi-temps dans
¤£ ¡¢連 ～でパートタイムの仕事をする

[4571] mitrailler
¤£ ¡¢動 機銃掃射する・[de,を]

¤£ ¡¢直目 に
浴びせる

[4572] mitraillette
¤£ ¡¢女 小型軽機関銃・サブマシンガン

[4573] mitrailleuse
¤£ ¡¢女 機関銃 (銃架のついた)

[4574] mitrailleuse lourde
¤£ ¡¢連 重機関銃 (<=> mitrailleuse

légère)

[4575] mixeur
¤£ ¡¢男 ミキサー (料理用の・オーディ
オの)

[4576] fête mobile
¤£ ¡¢連 移動祝祭日

[4577] mobiles d’un crime
¤£ ¡¢連 犯罪の動機

[4578] valeurs mobilières
¤£ ¡¢連 有価証券

[4579] biens mobiliers
¤£ ¡¢連 動産
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[4694] mosquée
¤£ ¡¢女 モスク・回教寺院

[4695] mot d’ordre
¤£ ¡¢連 合い言葉・指令・命令

[4696] mot de sommation
¤£ ¡¢連 合い言葉の問い

[4697] mot de passe
¤£ ¡¢連 合い言葉の答え

[4698] motard
¤£ ¡¢男 オートバイ乗り・オートバイ隊
員・白バイ隊員

[4699] moteur
¤£ ¡¢男 エンジン・発動機・モーター・
推進者・主導者・原動力・原因

[4700] moteur à réaction
¤£ ¡¢連 ジェットエンジン

[4701] moteur de recherche
¤£ ¡¢連 サーチエンジン

[4702] motivé
¤£ ¡¢形 明確な動機のある・意欲的な・
やる気のある

[4703] motiver
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 の動機 (原因) となる・意
欲を起こさせる・やる気にさせる

[4704] moto
¤£ ¡¢女 オートバイ

[4705] aller à moto
¤£ ¡¢連 オートバイで行く (= aller en

moto)

[4706] motoculteur
¤£ ¡¢男 手押しの小型トラクター・耕転
機

[4707] motocycliste
¤£ ¡¢名 バイク乗り

[4708] motorisé
¤£ ¡¢形 車を持っている・車で来ている・
機械化された

[4709] troupe motorisé
¤£ ¡¢連 機械化部隊

[4710] motrice
¤£ ¡¢女 機関車・牽引車

[4711] motte
¤£ ¡¢女 土塊・土くれ・～の塊

[4712] mou
¤£ ¡¢男 動物の肺臓

[4713] moucher
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 のはなをかんでやる・ろ
うそくやランプの芯を切る

[4714] se moucher
¤£ ¡¢動 自分のはなをかむ

[4715] mouchoir
¤£ ¡¢男 ハンカチ・ネッカチーフ

[4716] mouchoir en papier
¤£ ¡¢連 ティッシュペーパー (=mouchoir

de papier)

[4717] moudre du café
¤£ ¡¢連 コーヒー豆を挽く

[4718] faire la moue à
¤£ ¡¢連 ～に口を尖らす・膨れ面をす
る・不満を露にする・嫌な顔をする

[4719] mouette
¤£ ¡¢女 カモメ [goéland より小型]
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[4608] moelleux
¤£ ¡¢形 柔らかい・ふわふわした・耳に
柔らかく響く・まろやかな

[4609] mœurs [ムフ (ス)]
¤£ ¡¢女 [常に複数]風俗習慣・習俗・個
人の生活習慣・品行・品性・風紀

[4610] bonnes mœurs
¤£ ¡¢連 公序良俗

[4611] moine
¤£ ¡¢男 修道士・僧

[4612] moineau
¤£ ¡¢男 スズメ

[4613] à moins de
¤£ ¡¢連 [+qch / inf / / que+subj]～が
ない限り・～でない限り・～でなけ
れば

[4614] toucher son mois
¤£ ¡¢連 月給を受け取る

[4615] moisi
¤£ ¡¢形 カビの生えた

[4616] moisi
¤£ ¡¢男 かび

[4617] sentir le moisi
¤£ ¡¢連 カビ臭い

[4618] moisir
¤£ ¡¢動 カビが生える・居座る

[4619] faire la moisson
¤£ ¡¢連 収穫する・取り入れをする

[4620] moissonner
¤£ ¡¢動 収穫する・刈り入れる・大量に
収集する

[4621] moissonneuse
¤£ ¡¢女 刈り取り機

[4622] moite
¤£ ¡¢形 汗ばんだ・湿り気のある

[4623] à moitié
¤£ ¡¢連 半ば・半分だけ・ほとんど

[4624] moitié prix
¤£ ¡¢連 半額で (= à moitié prix)

[4625] réduire de moitié
¤£ ¡¢連 ～を半分に減らす

[4626] moka
¤£ ¡¢男 モカケーキ・モカコーヒー

[4627] molaire
¤£ ¡¢女 奥歯・臼歯

[4628] mollet
¤£ ¡¢男 ふくらはぎ

[4629] à un moment donné
¤£ ¡¢連 ある時ふと・不意に

[4630] du moment que
¤£ ¡¢連 [+ind]～であるからには

[4631] momentané
¤£ ¡¢形 一時的な・つかの間の

[4632] les cinq parties du

monde

¤£ ¡¢連 世界五大陸

[4633] tiers monde
¤£ ¡¢連 第三世界

[4634] la Première Guerre mon-

diale

¤£ ¡¢連 第一次世界大戦

[4635] la Seconde Guerre mon-

diale

¤£ ¡¢連 第二次世界大戦

[4636] unité monétaire
¤£ ¡¢連 通貨単位
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[4637] système monétaire
¤£ ¡¢連 通貨制度

[4638] unification monétaire
¤£ ¡¢連 通貨統合

[4639] moniteur (monitrice)
¤£ ¡¢名 インストラクター・指導員

[4640] battre monnaie
¤£ ¡¢連 貨幣を鋳造する

[4641] Gardez la monnaie.
¤£ ¡¢連 釣はいりません

[4642] monopoliser
¤£ ¡¢動 独り占めする・独占する・専売
する

[4643] monotone
¤£ ¡¢形 単調な・変化のない

[4644] monotonie
¤£ ¡¢女 退屈な単調さ・味気なさ

[4645] monstrueux
¤£ ¡¢形 化け物のような・極悪非道の・
途方もない

[4646] montagnard
¤£ ¡¢形 山地の・

¤£ ¡¢名 山地の住人

[4647] faire de la montagne
¤£ ¡¢連 登山家である

[4648] région montagneuse
¤£ ¡¢連 山岳地帯

[4649] marée montante
¤£ ¡¢連 満ち潮 (¡=¿ marée descendante)

[4650] montant
¤£ ¡¢男 総額・縦材

[4651] monter en voiture
¤£ ¡¢連 自動車に乗る

[4652] monter en avion
¤£ ¡¢連 飛行機に乗る

[4653] monter dans le train
¤£ ¡¢連 列車に乗る

[4654] monter dans un taxi
¤£ ¡¢連 タクシーに乗る

[4655] monter à bord
¤£ ¡¢連 船に乗る (= monter dans le

bateau)

[4656] monter dans le ciel
¤£ ¡¢連 空に舞い上がる

[4657] monter au ciel
¤£ ¡¢連 昇天する

[4658] se montrer
¤£ ¡¢動 [+属詞]自分が～であることを
示す

[4659] monture
¤£ ¡¢女 眼鏡フレーム・台座・のこぎり
の柄．乗用動物

[4660] moquerie
¤£ ¡¢女 あざけり・嘲笑

[4661] moquette
¤£ ¡¢女 カーペット (部屋全体に敷き詰
めたもの)

[4662] moqueur
¤£ ¡¢形 あざけるような・皮肉っぽい・
冷やかし好きの

[4663] moral
¤£ ¡¢男 意気・気力・士気

[4664] avoir bon moral
¤£ ¡¢連 意気盛んである・元気である
(<=> avoir mauvais moral)

[4665] morale
¤£ ¡¢女 道徳・倫理・教訓
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[4666] moralité
¤£ ¡¢女 品行・道徳心・教訓・道徳性・
倫理性

[4667] mordiller
¤£ ¡¢動 噛む・もぐもぐ噛む

[4668] Ça mord.
¤£ ¡¢連 (釣で魚が)食ってるぞ・引いて
いる

[4669] morose
¤£ ¡¢形 陰気な・沈んだ・不機嫌な・ど
んよりした・沈滞した・不活発な

[4670] mors
¤£ ¡¢男 轡のはみ (馬具)・締め付け部分
(万力・ペンチ)

[4671] morsure
¤£ ¡¢女 噛むこと・刺すこと・かみ傷・
刺し傷・刺すような痛み・腐食 (銅
板などの)

[4672] frôler la mort
¤£ ¡¢連 危うく死にかける

[4673] engins de mort
¤£ ¡¢連 大量殺戮兵器

[4674] mort naturelle
¤£ ¡¢連 自然死

[4675] mort accidentelle
¤£ ¡¢連 事故死

[4676] mort violente
¤£ ¡¢連 横死 (事故死・他殺・自殺など)

[4677] mort volontaire
¤£ ¡¢連 自決・自殺

[4678] mort digne
¤£ ¡¢連 尊厳死

[4679] mort apparente
¤£ ¡¢連 仮死

[4680] mort cérébrale
¤£ ¡¢連 脳死 (=mort clinique)

[4681] peine de mort
¤£ ¡¢連 死刑

[4682] la Mer morte
¤£ ¡¢連 死海

[4683] mort vivant
¤£ ¡¢連 生ける屍・ゾンビ

[4684] mortalité
¤£ ¡¢女 死亡率・死亡者数・多数の死

[4685] taux de mortalité
¤£ ¡¢連 死亡率

[4686] mortalité infantile
¤£ ¡¢連 幼児死亡率

[4687] blessure mortelle
¤£ ¡¢連 致命傷

[4688] ennemie mortel
¤£ ¡¢連 宿敵

[4689] mortellement
¤£ ¡¢副 致命的に・死ぬほどに・甚だし
く

[4690] être blessé mortellement
¤£ ¡¢連 致命傷を負っている

[4691] mortier
¤£ ¡¢男 漆喰・モルタル・乳鉢・すり鉢・
臼砲・迫撃砲

[4692] morue
¤£ ¡¢女 タラ (魚)・売女

[4693] mosaïque
¤£ ¡¢女 モザイク・寄木細工・寄せ集め
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[4802] museler
¤£ ¡¢動 口輪をはめる (動物に)・口を塞
ぐ・口を封じる

[4803] muselière
¤£ ¡¢女 口輪

[4804] musette
¤£ ¡¢女 布かばん・雑嚢

[4805] musique vocale
¤£ ¡¢連 声楽

[4806] musique instrumentale
¤£ ¡¢連 器楽

[4807] musique légère
¤£ ¡¢連 軽音楽

[4808] musique de chambre
¤£ ¡¢連 室内楽

[4809] musique de film
¤£ ¡¢連 映画音楽

[4810] papier à musique
¤£ ¡¢連 五線譜

[4811] calendrier musulman
¤£ ¡¢連 イスラム暦

[4812] mutisme
¤£ ¡¢男 沈黙・無言

[4813] responsabilité mutuelle
¤£ ¡¢連 相互責任

[4814] myope [mjOp]
¤£ ¡¢形 近視の・近視眼的な・視野の狭
い

[4815] myopie [mjOpi]
¤£ ¡¢女 近視・視野が狭いこと

[4816] myosotis [mjOzOtis]
¤£ ¡¢男 わすれな草

[4817] myrtille [mirtij]
¤£ ¡¢女 コケモモ・コケモモの木

[4818] mystérieusement
¤£ ¡¢副 不思議にも・密かに

[4819] mystification
¤£ ¡¢女 人をだますこと・人をかつぐこ
と・韜晦・欺瞞・ごまかし

[4820] mystifier
¤£ ¡¢動 だます・かつぐ・欺く
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[4720] moufle
¤£ ¡¢女 ミトン・[男性名詞の場合もあ
る] 副滑車・滑車装置

[4721] mouiller l’ancre
¤£ ¡¢連 投錨する

[4722] moule
¤£ ¡¢女 ムール貝

[4723] moule
¤£ ¡¢男 鋳型・型・タイプ

[4724] mouler
¤£ ¡¢動 鋳型に入れて作る・鋳造する・
ぴったりする (衣服が体に)・

¤£ ¡¢直目 に
倣う・整った字で書く

[4725] moulin
¤£ ¡¢男 製粉機・製粉所・粉引き器・ミ
ル

[4726] moulin à vent
¤£ ¡¢連 風車

[4727] moulin à eau
¤£ ¡¢連 水車

[4728] moulin à café
¤£ ¡¢連 コーヒーミル

[4729] moulin à poivre
¤£ ¡¢連 胡椒挽き

[4730] moulu
¤£ ¡¢形 粉にした・打ちのめされた・く
たくたになった

[4731] mousquetaire
¤£ ¡¢男 近衛兵・マスケット銃兵

[4732] mousse
¤£ ¡¢女 苔・泡・ムース

[4733] vert mousse
¤£ ¡¢連 [同格で] モスグリーン・淡緑色

[4734] mousse coiffante
¤£ ¡¢連 整髪用ムース

[4735] mousse à raser
¤£ ¡¢連 シェービングフォーム

[4736] mousse
¤£ ¡¢男 見習い水夫

[4737] mousser
¤£ ¡¢動 泡立つ

[4738] mousseux
¤£ ¡¢形 泡立つ

[4739] vin mousseux
¤£ ¡¢連 スパークリングワイン

[4740] moustache
¤£ ¡¢女 口ひげ

[4741] moustachu
¤£ ¡¢形 口ひげを生やした

[4742] moustique
¤£ ¡¢男 蚊・子供・小柄な人

[4743] moutarde
¤£ ¡¢女 マスタード

[4744] gaz moutarde
¤£ ¡¢連 マスタードガス

[4745] mouvant
¤£ ¡¢形 不安定な・揺れ動く・流動的
な・絶えず変化する

[4746] sables mouvants
¤£ ¡¢連 流砂

[4747] mouvement perpétuel
¤£ ¡¢連 永久運動

[4748] mouvement des astres
¤£ ¡¢連 天体の運動

[4749] mouvements de fonds
¤£ ¡¢連 資本の回転
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[4750] mouvements des

marchandises

¤£ ¡¢連 商品の流通

[4751] mouvements de la popu-

lation

¤£ ¡¢連 人口の変動

[4752] mouvements des prix
¤£ ¡¢連 物価の変動

[4753] un bon mouvement
¤£ ¡¢連 親切心・義侠心

[4754] faire un mouvement
¤£ ¡¢連 身動きする

[4755] mouvementé
¤£ ¡¢形 波乱に満ちた・激動の・騒然と
した・起伏に富んだ (土地が)

[4756] cadres moyens
¤£ ¡¢連 中間管理職

[4757] classe moyenne
¤£ ¡¢連 中産階級

[4758] chiffre moyen
¤£ ¡¢連 平均値

[4759] moyenne
¤£ ¡¢女 平均・平均値・平均速度・及第
点・中間・並・普通

[4760] en moyenne
¤£ ¡¢連 平均して

[4761] moyen de production
¤£ ¡¢連 生産手段

[4762] moyen de communica-

tion

¤£ ¡¢連 通信手段・メディア

[4763] moyens de transport
¤£ ¡¢連 交通手段・交通機関

[4764] avoir de petits moyens
¤£ ¡¢連 資金力 (才能) に乏しい

[4765] avoir de grands moyens
¤£ ¡¢連 資金力 (才能) に富む

[4766] manquer de moyens
¤£ ¡¢連 財力 (素質) を欠く

[4767] Pas moyen de
¤£ ¡¢連 [+inf / que subj]～することは
できない

[4768] mue
¤£ ¡¢女 声変わり・脱皮・変態・毛変わ
り・抜け殻・抜け毛

[4769] muer
¤£ ¡¢動 声変わりする・脱皮する・変態
する・毛変わりする

[4770] muet
¤£ ¡¢形 口のきけない・黙った・無言の・
文字や説明のない

[4771] carte muette
¤£ ¡¢連 白地図

[4772] film muet
¤£ ¡¢連 無声映画

[4773] mufle
¤£ ¡¢男 鼻面 (犬や牛の)・粗野な人間

[4774] mugir
¤£ ¡¢動 牛が鳴く・うなる・(海や風が)

轟く・うなる

[4775] mugissant
¤£ ¡¢形 牛が鳴くような・轟くような・唸
るような
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[4776] muguet
¤£ ¡¢男 スズラン

[4777] mule
¤£ ¡¢女 メスラバ (<=>mulet)

[4778] mulot
¤£ ¡¢男 野ネズミ

[4779] multicolore
¤£ ¡¢形 多色の

[4780] multiple
¤£ ¡¢男 倍数

[4781] le plus petit commun

multiple

¤£ ¡¢連 最小公倍数

[4782] multiplication
¤£ ¡¢女 かけ算・乗法・増加・増殖・ギ
ア比

[4783] une multitude de
¤£ ¡¢連 多数の～

[4784] muni de
¤£ ¡¢連 ～を備えた

[4785] municipalité
¤£ ¡¢女 市町村当局・市役所・村役場・
町役場・市町村

[4786] munir de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 に～を持たせる・備えさ
せる

[4787] se munir de
¤£ ¡¢連 ～を身につける・備える・携行
する

[4788] mur de pierres sèches
¤£ ¡¢連 石垣

[4789] muraille
¤£ ¡¢女 城壁・大きな壁・壁のようにそ
びえ立つもの・切り立った岸壁・克
服しがたい障害

[4790] la Grande Muraille de

Chine

¤£ ¡¢連 万里の長城

[4791] mural
¤£ ¡¢形 壁の・壁掛け式の・壁にかけた

[4792] peinture murale
¤£ ¡¢連 壁画

[4793] mûre
¤£ ¡¢女 クロイチゴの実・桑の実

[4794] muret
¤£ ¡¢男 低い石垣

[4795] murette
¤£ ¡¢女 低い石垣

[4796] mûrir
¤£ ¡¢動 熟す・実る

[4797] musclé
¤£ ¡¢形 筋骨たくましい・力に溢れてい
る・強硬な・断固たる

[4798] musculaire
¤£ ¡¢形 筋肉の・筋肉組織の

[4799] force musculaire
¤£ ¡¢連 筋力

[4800] museau (museaux)
¤£ ¡¢男 鼻面 (動物・魚の)

[4801] conservateur de musée
¤£ ¡¢連 (博物館・美術館の)学芸員・研
究員
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[4900] maladie nerveuse
¤£ ¡¢連 神経症

[4901] dépression nerveuse
¤£ ¡¢連 神経衰弱

[4902] nervure
¤£ ¡¢女 葉脈・翅脈 (昆虫の羽の)・リブ
(建築の)

[4903] photo nette
¤£ ¡¢連 鮮明な写真

[4904] draps nets
¤£ ¡¢連 清潔なシーツ

[4905] bénéfice net
¤£ ¡¢連 純益

[4906] salaire net
¤£ ¡¢連 手取りの給料

[4907] tuer net
¤£ ¡¢連 即死させる

[4908] nettement
¤£ ¡¢副 はっきりと・明確に・[比較級な
どと]遥かに・断然

[4909] nettoyage
¤£ ¡¢男 掃除・クリーニング

[4910] nettoyage à sec
¤£ ¡¢連 ドライクリーニング

[4911] nettoyer
¤£ ¡¢動 掃除する・洗濯する・きれいに
する・一掃する・根こそぎ盗む

[4912] une voiture neuve
¤£ ¡¢連 新車

[4913] une nouvelle voiture
¤£ ¡¢連 新しい車

[4914] une voiture nouvelle
¤£ ¡¢連 新型車

[4915] à neuf
¤£ ¡¢連 新品同様に

[4916] neutralité permanente
¤£ ¡¢連 永 世 中 立 (= neutralité

perpétuelle)

[4917] neutralité armée
¤£ ¡¢連 武装中立

[4918] pays neutre
¤£ ¡¢連 中立国 (= Etat neutre)

[4919] visage neutre
¤£ ¡¢連 特徴のない顔

[4920] niche
¤£ ¡¢女 犬小屋・壁龕・生態的地位 (ニッ
チ)・市場の隙間

[4921] nicher
¤£ ¡¢動 鳥などが巣作りをする・巣ごも
りする

[4922] nicotine
¤£ ¡¢女 ニコチン

[4923] nid
¤£ ¡¢男 巣・住まい・巣窟・温床・陣地
(軍事)

[4924] niveau de vie
¤£ ¡¢連 生活水準

[4925] niveler
¤£ ¡¢動 平らにする・均等にする・平均
化する

[4926] métaux nobles
¤£ ¡¢連 貴金属

[4927] voyage de noce
¤£ ¡¢連 新婚旅行

[4928] noces d’or
¤£ ¡¢連 金婚式



177

第 14章

N

[4821] nacre
¤£ ¡¢女 螺鈿・真珠母 (貝殻の内部を覆
う)

[4822] nage
¤£ ¡¢女 泳法・泳ぎ方・水泳

[4823] nage sur le dos
¤£ ¡¢連 背泳ぎ

[4824] nage papillon
¤£ ¡¢連 バタフライ

[4825] être en nage
¤£ ¡¢連 汗びっしょりである

[4826] nageur
¤£ ¡¢名 泳ぐ人・水泳選手・漕ぎ手

[4827] date et lieu de naissance
¤£ ¡¢連 生年月日と出生地

[4828] déclaration de naissance
¤£ ¡¢連 出生届

[4829] naissance de cou
¤£ ¡¢連 首の付け根

[4830] donner naissance à
¤£ ¡¢連 ～を生む・引き起こす

[4831] nappe
¤£ ¡¢女 テーブルクロス・広がり (液体・
気体の)

[4832] napperon
¤£ ¡¢男 卓上マット・花瓶敷き・テーブ
ルセンター

[4833] narine
¤£ ¡¢女 鼻の穴・鼻孔

[4834] natal
¤£ ¡¢形 生まれ故郷の・出産時の

[4835] langue natale
¤£ ¡¢連 母国語

[4836] natalité
¤£ ¡¢女 出生率

[4837] pays à faible natalité
¤£ ¡¢連 出生率の低い国

[4838] natif
¤£ ¡¢形 生来の・生まれつきの

[4839] locuteur natif
¤£ ¡¢連 ネイティブスピーカー

[4840] être natif de
¤£ ¡¢連 ～出身である

[4841] défense nationale
¤£ ¡¢連 国防

[4842] nationalisation
¤£ ¡¢女 国営化・国有化
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[4843] nationaliser
¤£ ¡¢動 国営化する・国有化する

[4844] natte
¤£ ¡¢女 ゴザ・筵・編んだ髪・お下げ

[4845] lois de la nature
¤£ ¡¢連 自然法則

[4846] sciences de la nature
¤£ ¡¢連 自然科学 (= science naturelle)

[4847] de nature à
¤£ ¡¢連 ～することができる性質の

[4848] grandeur nature
¤£ ¡¢連 実物大の [

¤£ ¡¢形 的に]

[4849] gaz naturel
¤£ ¡¢連 天然ガス

[4850] naturellement
¤£ ¡¢副 もちろん・自然に・生まれつき・
気取らずに

[4851] avoir la nausée
¤£ ¡¢連 吐き気を催す・むかつく (= avoir

des nausées)

[4852] navale
¤£ ¡¢形 船の・航海の・海軍の

[4853] construction navale
¤£ ¡¢連 造船

[4854] chantier navale
¤£ ¡¢連 造船所

[4855] navet
¤£ ¡¢男 カブラ・蕪・駄作

[4856] navette
¤£ ¡¢女 連絡便・シャトルバス・連絡船・
スペースシャトル

[4857] navette spatiale
¤£ ¡¢連 スペースシャトル

[4858] navigateur
¤£ ¡¢男 航海者・船乗り・航空士・ナビ
ゲーター・ナビゲーションシステム

[4859] ligne de navigation
¤£ ¡¢連 航路

[4860] navigation aérienne
¤£ ¡¢連 航空・空輸

[4861] navigation spatiale
¤£ ¡¢連 宇宙旅行

[4862] naviguer
¤£ ¡¢動 (船や人が) 航海する・航行す
る・操縦する

[4863] navire
¤£ ¡¢男 船舶・船 (大型)

[4864] navire de commerce
¤£ ¡¢連 商船 (= navire marchand)

[4865] navire de charge
¤£ ¡¢連 貨物船

[4866] navire mixte
¤£ ¡¢連 貨客船

[4867] navire de guerre
¤£ ¡¢連 軍艦

[4868] navrant
¤£ ¡¢形 痛ましい・悲痛な・嘆かわしい・
残念な

[4869] navré
¤£ ¡¢形 心を痛めた状態の・遺憾に感じ
る状態の・恐縮している

[4870] nécessiter
¤£ ¡¢動 [物が主語]必要とする・要する

[4871] néfaste
¤£ ¡¢形 有害な・災いをもたらす・不吉
な・縁起の悪い
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[4872] attitude négative
¤£ ¡¢連 消極的な態度

[4873] nombre négatif
¤£ ¡¢連 負の数

[4874] négatif
¤£ ¡¢男 写真のネガ

[4875] négation de Dieu
¤£ ¡¢連 神の否定

[4876] avec négligence
¤£ ¡¢連 いい加減に・気のない様子で

[4877] par négligence
¤£ ¡¢連 不注意から・うっかりして

[4878] négligence profession-

nelle

¤£ ¡¢連 職務怠慢

[4879] négligent
¤£ ¡¢形 いい加減な・怠慢な・不注意
な・やる気のない

[4880] négliger sa santé
¤£ ¡¢連 健康を顧みない

[4881] négliger la partie déci-

male

¤£ ¡¢連 小数点以下を切り捨てる

[4882] engager des négociation
¤£ ¡¢連 交渉を開始する

[4883] être en négociation
¤£ ¡¢連 交渉中である

[4884] négocier
¤£ ¡¢動 [

¤£ ¡¢直目 についての]交渉をする・
証券を譲渡 (換金) する

[4885] neiges éternelles
¤£ ¡¢連 万年雪

[4886] neige carbonique
¤£ ¡¢連 ドライアイス

[4887] nénuphar
¤£ ¡¢男 スイレン (睡蓮)

[4888] néon
¤£ ¡¢男 蛍光灯・ネオン (化学)

[4889] nerf
¤£ ¡¢男 神経・腱・活力・気力・

¤£ ¡¢複 神
経 (感受性)

[4890] nerfs moteurs
¤£ ¡¢連 運動神経

[4891] nerfs sensitifs
¤£ ¡¢連 知覚神経

[4892] crise de nerfs
¤£ ¡¢連 神経性の発作 (ヒステリーなど)

[4893] guerre des nerfs
¤£ ¡¢連 神経戦

[4894] être à bout de nerfs
¤£ ¡¢連 苛立ちが極限に達している

[4895] vivre sur les nerfs
¤£ ¡¢連 気力だけで保っている・極度に
緊張している (= être sur les nerfs)

[4896] nerveux
¤£ ¡¢形 神経の・神経性の・神経の昂っ
た・神経質な・馬力のある・旺盛な・
筋張った・筋骨隆々の

[4897] cellule nerveuse
¤£ ¡¢連 神経細胞

[4898] système nerveux
¤£ ¡¢連 神経系

[4899] centre nerveux (centres

nerveux)

¤£ ¡¢連 中枢神経
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[5006] en oblique
¤£ ¡¢連 斜めに

[5007] obscurité
¤£ ¡¢女 闇・暗さ・不明瞭さ・不明な状
態・無名状態

[5008] obséder
¤£ ¡¢動 取り付く・つきまとう

[5009] obsèques
¤£ ¡¢女 [常に複数] 葬儀

[5010] obsèques nationales
¤£ ¡¢連 国葬

[5011] observatoire
¤£ ¡¢男 天文台・気象台・測候所・監視
所・展望台

[5012] faire observer que
¤£ ¡¢連 ～であること [ind] を指摘 (注
意) する

[5013] course d’obstacle
¤£ ¡¢連 障害物競走

[5014] obstination
¤£ ¡¢女 粘り強さ・執拗さ・根気・頑固
さ・強情

[5015] effort obstiné
¤£ ¡¢連 粘り強い努力

[5016] obstinément
¤£ ¡¢副 頑固に・執拗に

[5017] s’obstiner à
¤£ ¡¢連 あくまで～しようとする

[5018] s’obstiner dans
¤£ ¡¢連 ～に固執する

[5019] obtenir de
¤£ ¡¢連 [+inf]～する許しを得る

[5020] obtenir que
¤£ ¡¢連 [subj / cond]人から～してもら
える・～という約束を得る

[5021] obtention
¤£ ¡¢女 取得・入手・獲得

[5022] saisir l’occasion de
¤£ ¡¢連 ～する機会をつかむ

[5023] à l’occasion
¤£ ¡¢連 機会があれば・時によっては・
また近いうちに

[5024] avoir l’occasion de
¤£ ¡¢連 ～する機会を持つ・～すること
ができる・～するきっかけをつかむ

[5025] d’occasion
¤£ ¡¢連 中古の・その場限りの・一時的
な

[5026] donner l’occasion de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢間目 が～できるようによう計
らう [fournir も可]

[5027] occasionner
¤£ ¡¢動 引き起こす (困ったことを)・生
じさせる・～の原因となる

[5028] Empire romain

d’Occident

¤£ ¡¢連 西ローマ帝国 (<=> Empire

d’Orient)

[5029] Eglise d’Occident
¤£ ¡¢連 ローマ教会 (<=> Eglise

d’Orient（東方教会）)
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[4929] noce d’argent
¤£ ¡¢連 銀婚式

[4930] arbre de Noël
¤£ ¡¢連 クリスマスツリー

[4931] cadeau de Noël
¤£ ¡¢連 クリスマスプレゼント

[4932] père Noël
¤£ ¡¢連 サンタクロース

[4933] Joyeux Noël !
¤£ ¡¢連 メリークリスマス

[4934] marché noir
¤£ ¡¢連 闇市・闇取り引き

[4935] petit nom
¤£ ¡¢連 ファーストネーム (= prénom)

[4936] faux nom
¤£ ¡¢連 偽名

[4937] nomade
¤£ ¡¢形 遊牧の・

¤£ ¡¢名 遊牧民
[4938] nombre premier

¤£ ¡¢連 素数

[4939] nombre pair
¤£ ¡¢連 偶数

[4940] nombre impair
¤£ ¡¢連 奇数

[4941] de nombreuses familles
¤£ ¡¢連 多数の家族

[4942] une famille nombreuse
¤£ ¡¢連 子だくさんの家族

[4943] nombril
¤£ ¡¢男 へそ・中心

[4944] nomination
¤£ ¡¢女 任命・指名・辞令・表彰

[4945] vent du nord
¤£ ¡¢形 北風

[4946] au nord de
¤£ ¡¢連 ～の北側に

[4947] dans le nord de
¤£ ¡¢連 ～の北部に

[4948] pays nordiques
¤£ ¡¢連 北欧諸国

[4949] en temps normal
¤£ ¡¢連 通常は・平素は

[4950] température normale
¤£ ¡¢連 平熱

[4951] normalement
¤£ ¡¢副 正常に・普通なら

[4952] notaire
¤£ ¡¢男 公証人

[4953] notation
¤£ ¡¢女 採点・表記法・記号体系

[4954] notation phonétique
¤£ ¡¢連 発音表記

[4955] nouer sa cravate
¤£ ¡¢連 ネクタイを結ぶ

[4956] nouer amitié avec
¤£ ¡¢連 ～と友情を結ぶ

[4957] nougat
¤£ ¡¢男 ヌガー・

¤£ ¡¢複 足 (俗語)

[4958] nourrice
¤£ ¡¢女 乳母・保母・補助タンク

[4959] nourrissant
¤£ ¡¢形 栄養のある

[4960] nourrisson
¤£ ¡¢男 乳児 (２歳以下)・乳飲み子

[4961] nourriture solide
¤£ ¡¢連 固形食 (<=> nourriture liquide)

[4962] fait nouveau
¤£ ¡¢連 新事実

[4963] terme nouveau
¤£ ¡¢連 新しい用語

[4964] produit nouveau
¤£ ¡¢連 新製品
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[4965] nouveau-né
¤£ ¡¢名 新生児

[4966] noyade
¤£ ¡¢女 溺死・水死

[4967] noyau
¤£ ¡¢男 種・中核メンバー・(原子・細
胞・地球の) 核

[4968] noyé
¤£ ¡¢男 溺死者

[4969] noyer
¤£ ¡¢男 クルミの木・クルミ材

[4970] à feu nu
¤£ ¡¢連 直火で

[4971] ciel couvert de nuages
¤£ ¡¢連 曇り空 (雲に覆われた空) (ciel

chargé de nuages)

[4972] être dans les nuages
¤£ ¡¢連 ぼんやりしている・上の空であ
る・夢想にふけっている

[4973] nuageux
¤£ ¡¢形 曇った・明晰でない

[4974] ciel nuageux
¤£ ¡¢連 曇り空

[4975] temps nuageux
¤£ ¡¢連 曇天

[4976] guerre nucléaire
¤£ ¡¢連 核戦争

[4977] hiver nucléaire
¤£ ¡¢連 核の冬

[4978] puissance nucléaire
¤£ ¡¢連 核保有国

[4979] gaz nuisible
¤£ ¡¢連 有毒ガス

[4980] en pleine nuit
¤£ ¡¢連 真夜中に

[4981] nullité
¤£ ¡¢女 無価値・無能・無能な人・無効

[4982] numéro vert
¤£ ¡¢連 フリーダイアル

[4983] ancien numéro
¤£ ¡¢連 バックナンバー

[4984] dernier numéro
¤£ ¡¢連 最新号

[4985] numéroter
¤£ ¡¢男 [

¤£ ¡¢直目 に]番号をつける

[4986] nuque
¤£ ¡¢女 うなじ・襟首

[4987] nylon
¤£ ¡¢男 ナイロン
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[4988] oasis [Oazis]
¤£ ¡¢女 オアシス・憩いの場

[4989] obèse
¤£ ¡¢形 肥満した・肥満症の・

¤£ ¡¢名 肥満
した人

[4990] obésité
¤£ ¡¢名 (過度の) 肥満・肥満症

[4991] objecter à
¤£ ¡¢連 ～に [contreも可]

¤£ ¡¢直目 を根拠
に反論する

[4992] objecter
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を口実にする・

¤£ ¡¢直目 を
理由に断る

[4993] objectif
¤£ ¡¢男 目標・目的・ターゲット・対物
レンズ

[4994] avoir pour objectif
¤£ ¡¢連 [qch / de inf.]～することを目
標とする

[4995] faire une objection à
¤£ ¡¢連 ～に意義を唱える・反対する

[4996] avec objectivité
¤£ ¡¢連 客観的に・公平に (= objective-

ment)

[4997] faire l’objet de
¤£ ¡¢連 ～の対象をなす

[4998] être l’objet de
¤£ ¡¢連 ～の対象である

[4999] sans objet
¤£ ¡¢連 根拠のない・言われのない・無
意味な

[5000] obligation alimentaire
¤£ ¡¢連 扶養義務

[5001] émettre des obligations
¤£ ¡¢連 債券 (社債) を発行する

[5002] instruction obligatoire
¤£ ¡¢連 義務教育

[5003] C’est obligé.
¤£ ¡¢連 当然のことだ・やむを得ないこ
とだ・規則だから

[5004] obliger à
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に～[qch, inf] を強制す
る

[5005] être obligé de
¤£ ¡¢連 ～することを強制される
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[5114] oralement
¤£ ¡¢副 口頭で

[5115] oranger
¤£ ¡¢男 オレンジの木

[5116] orang-outang (orangs-

outangs)

¤£ ¡¢男 オランウータン

[5117] orateur
¤£ ¡¢名 演説者・弁士・発言者・雄弁家

[5118] orbite
¤£ ¡¢女 軌道・勢力範囲・眼窩

[5119] vêtement ordinaire
¤£ ¡¢連 普段着

[5120] essence ordinaire
¤£ ¡¢連 レギュラーガソリン

[5121] ordinateur portable
¤£ ¡¢連 ノートパソコン

[5122] ordinateur de bureau
¤£ ¡¢連 デスクトップパソコン

[5123] ordonnance
¤£ ¡¢女 処方・処方箋・配置・配列・政
府命令・政令・裁判所決定

[5124] ordonné
¤£ ¡¢形 きちょうめんな・整頓された・
秩序だった

[5125] ordonnée
¤£ ¡¢女 縦座標 (数学)

[5126] par ordre de
¤£ ¡¢連 ～の命令により (三語)

[5127] sur l’ordre de
¤£ ¡¢連 ～の命令により (四語)

[5128] avoir l’ordre de
¤£ ¡¢連 ～しろという命令を受けている

[5129] donner l’ordre de
¤£ ¡¢連 ～するよう命令する

[5130] dans l’ordre alphabé-

tique

¤£ ¡¢連 アルファベ順に

[5131] avec ordre
¤£ ¡¢連 きちんと・整然と

[5132] sans ordre
¤£ ¡¢連 雑然と

[5133] ordures
¤£ ¡¢女 [常に複数] ごみ

[5134] ordure
¤£ ¡¢女 動物の糞・汚い言葉・下劣な行
為・げす野郎

[5135] bourdonnement

d’oreilles

¤£ ¡¢連 耳鳴り (= tintement d’oreilles)

[5136] avoir l’oreille dure
¤£ ¡¢連 耳が遠い (= être dur d’oreille)

[5137] avoir l’oreille fine
¤£ ¡¢連 耳が良い

[5138] avoir de l’oreille
¤£ ¡¢連 音感が良い

[5139] casser les oreilles à
¤£ ¡¢連 ～の耳ががんがんするほどうる
さい・～をうんざりさせる

[5140] dire à l’oreille de
¤£ ¡¢連 ～に耳打ちする

[5141] faire la sourde oreille
¤£ ¡¢連 聞こえないふりをする・耳を貸
さない

[5142] oreiller de plume
¤£ ¡¢連 羽枕
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[5030] occupant
¤£ ¡¢形 占領 (占拠・占有)する・

¤£ ¡¢名 居
住者・占有者・占領者・占領軍

[5031] armée occupante
¤£ ¡¢連 占領軍

[5032] occuper
¤£ ¡¢動 占める・住む・占有する・気晴
らしさせる (することを与える)

[5033] l’océan Pacifique
¤£ ¡¢連 太平洋

[5034] l’océan Atlantique
¤£ ¡¢連 大西洋 (= l’Océan)

[5035] ocre
¤£ ¡¢女 黄土・黄土色

[5036] bonne odeur
¤£ ¡¢連 良いにおい・芳香

[5037] mauvaise odeur
¤£ ¡¢連 悪臭

[5038] avoir une odeur
¤£ ¡¢連 嫌な匂いがする

[5039] odieux
¤£ ¡¢形 憎むべき・嫌な・嫌らしい・不
愉快な・堪え難い

[5040] faire les gros yeux à
¤£ ¡¢連 ～に目を剥く・睨みつける

[5041] ne pas fermer l’œil
¤£ ¡¢連 まんじりともしない・一睡もし
ない

[5042] ouvrir les yeux
¤£ ¡¢連 目を開く・目を覚ます・注意し
てみる・偏見などから目覚める

[5043] sauter aux yeux
¤£ ¡¢連 目に飛び込んでくる・明白であ
る・一目瞭然である

[5044] sous les yeux
¤£ ¡¢連 目の前に

[5045] sous les yeux de
¤£ ¡¢連 ～の目の前に・～の監視下に

[5046] œillet [œje]
¤£ ¡¢男 カーネーション・靴の紐穴・ベ
ルト穴・鳩目

[5047] œufs sur le plat
¤£ ¡¢連 目玉焼き・ペチャパイ (= œufs

au plat)

[5048] bonnes œuvres
¤£ ¡¢連 慈善行為

[5049] œuvres de charité
¤£ ¡¢連 慈善事業

[5050] à l’œuvre
¤£ ¡¢連 働いて・活動して・仕事中で

[5051] faire son œuvre
¤£ ¡¢連 作用する

[5052] mettre en œuvre
¤£ ¡¢連 ～を用いる・実行する

[5053] offense
¤£ ¡¢女 侮辱・無礼・侮辱罪・冒涜の罪

[5054] offenser
¤£ ¡¢動 侮辱する・誇りを傷つける・感
情を害する・反する (良識などに)

[5055] retour offensif
¤£ ¡¢連 逆襲

[5056] armes offensives
¤£ ¡¢連 攻撃兵器

[5057] offensive
¤£ ¡¢女 攻撃・攻勢・襲来 (寒波の)
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[5058] offensive du froid
¤£ ¡¢連 寒波の襲来

[5059] office
¤£ ¡¢男 公社・庁・ミサ・事業所・役目・
公職・配膳室

[5060] office de publicité
¤£ ¡¢連 広告代理店

[5061] actes officiels
¤£ ¡¢連 公文書

[5062] journal officiel
¤£ ¡¢連 官報

[5063] voiture officielle
¤£ ¡¢連 公用車

[5064] officier
¤£ ¡¢男 将校・士官・公務員・官吏・オ
フィスィエ勲章受章者

[5065] oie
¤£ ¡¢女 ガチョウ・雁・大馬鹿女・間抜
女・世間知らずの女

[5066] oiseaux de proie
¤£ ¡¢連 猛禽

[5067] oiseaux domestiques
¤£ ¡¢連 家禽

[5068] oiseaux sauvages
¤£ ¡¢連 野鳥

[5069] oisiveté
¤£ ¡¢女 暇・無為

[5070] Jeux olympiques
¤£ ¡¢連 オリンピック大会

[5071] ombrage
¤£ ¡¢男 葉叢・木陰・枝葉 (木陰を作
る)・嫉妬心

[5072] ombragé
¤£ ¡¢形 木陰になった

[5073] à l’ombre
¤£ ¡¢連 日陰で・牢に・監獄に・人目を
憚って (<=> au soleil)

[5074] Marche à l’ombre !
¤£ ¡¢連 引っ込んでいろ・出しゃばるな

[5075] à l’ombre de
¤£ ¡¢連 ～の陰に・～の傍らに・～に保
護されて

[5076] omnibus
¤£ ¡¢男 普通列車・各駅停車・乗合馬
車・乗合自動車

[5077] onde
¤£ ¡¢女 波紋・波・電波

¤£ ¡¢複 ・波動・感
情の高まり

[5078] grandes ondes
¤£ ¡¢連 長波

[5079] petites ondes
¤£ ¡¢連 中波 (= ondes moyennes)

[5080] ondes courtes
¤£ ¡¢連 短波

[5081] ondes sismiqu
¤£ ¡¢連 地震波

[5082] onde sonore
¤£ ¡¢連 音波

[5083] ondulation
¤£ ¡¢女 波動・波打つこと・うねり・髪
のウェーブ・土地の起伏

[5084] onduler
¤£ ¡¢形 波打つ・はためく・うねる・ウェー
ブしている
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[5085] se couper les ongles
¤£ ¡¢連 自分の爪を切る

[5086] avoir l’onglée
¤£ ¡¢連 指先がかじかんでいる

[5087] opaque
¤£ ¡¢形 不透明な・光を通さない・暗
い・不可解な・難解な

[5088] opération financière
¤£ ¡¢連 金融取引

[5089] opérations de bours
¤£ ¡¢連 株式取引

[5090] opérer
¤£ ¡¢動 手術する・行う・もたらす・効
力を表す・振る舞う

[5091] opérette
¤£ ¡¢女 オペレッタ・軽歌劇

[5092] liberté d’opinion
¤£ ¡¢連 言論の自由

[5093] opinion toute faite
¤£ ¡¢連 先入観・偏見

[5094] opinion publique
¤£ ¡¢連 世論

[5095] en temps opportun
¤£ ¡¢連 折りを見て・ちょうど良いとき
に

[5096] opportunément
¤£ ¡¢副 折よく・都合良く

[5097] opportunité
¤£ ¡¢女 時宜を得ていること・適時性

[5098] à l’opposé de
¤£ ¡¢連 ～と反対側に・～と反対に

[5099] opposer un refus à
¤£ ¡¢連 ～を拒否する

[5100] opposition d’intérêts
¤£ ¡¢連 利害の対立

[5101] par opposition à
¤£ ¡¢連 ～と対照的に・～と対比させて

[5102] oppression
¤£ ¡¢女 圧制・暴虐・抑圧・胸の苦しさ

[5103] opprimer
¤£ ¡¢動 抑圧する・圧制を加える・胸を
締め付ける

[5104] opticien
¤£ ¡¢名 眼鏡店主・光学機器製造 (販
売) 業・

¤£ ¡¢形 光学の
[5105] mine d’or

¤£ ¡¢連 金鉱・金山

[5106] feuille d’or
¤£ ¡¢連 金箔

[5107] dents en or
¤£ ¡¢連 金歯

[5108] cours de l’or
¤£ ¡¢連 金相場

[5109] système d’étalon-or
¤£ ¡¢連 金本位制

[5110] en or
¤£ ¡¢連 非常に儲かる・得な・有利な・
素晴らしい・絶好の

[5111] pluie d’orage
¤£ ¡¢連 にわか雨

[5112] orageux
¤£ ¡¢形 雷雨になりそうな・雷雨の多
い・嵐の吹きすさぶ・波瀾万丈の・
騒然たる

[5113] promesse orale
¤£ ¡¢連 口約束
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[5143] taie d’oreiller
¤£ ¡¢連 枕カバー

[5144] oreillons
¤£ ¡¢男 [常に複数] おたふく風邪

[5145] organe
¤£ ¡¢男 器官・声 (歌手・演説家)・代弁
者・機関誌・会報・装置・メカニズ
ム

[5146] organe de la vue
¤£ ¡¢連 視覚器官

[5147] organes génitaux
¤£ ¡¢連 生殖器官

[5148] greffe d’organe
¤£ ¡¢連 臓器移植

[5149] organe administratif
¤£ ¡¢連 行政機関

[5150] organisateur
¤£ ¡¢連 主催者・幹事

[5151] organisation
¤£ ¡¢女 組織・企画・団体・機構

[5152] organisation politique
¤£ ¡¢連 政治団体

[5153] organisé
¤£ ¡¢形 企画準備された・計画的な・テ
キパキ仕事をする・手際のよい・組
織に属する・有機組織を持つ

[5154] matière organisée
¤£ ¡¢連 有機体

[5155] être organisé
¤£ ¡¢連 有機的存在・生物

[5156] organiser
¤£ ¡¢動 企画準備する・

¤£ ¡¢直目 の計画を
立てる・組織する

[5157] s’organiser
¤£ ¡¢動 計画的に行動する・てきぱき仕
事をする・団結する・形成される

[5158] organisme
¤£ ¡¢男 人体・体格・体質・組織・機構・
生物・有機体

[5159] Extrême-Orient [OrjÃ]
¤£ ¡¢連 極東

[5160] Moyen-Orient

[mwajEnOrjÃ]

¤£ ¡¢連 中東

[5161] Proche-Orient [OrjÃ]
¤£ ¡¢連 近東

[5162] Empire d’Orient [OrjÃ]
¤£ ¡¢連 東ローマ帝国

[5163] oriental [OriÃtal] (orientale,

orientaux)

¤£ ¡¢形 東の・東洋の・オリエントの

[5164] orientation [OrjÃtasjÕ]
¤£ ¡¢女 方向の決定・オリエンテーショ
ン・進路・方向・建物の向き

[5165] orienter à (OrjÃte)
¤£ ¡¢連 ～に [vers も可] 向ける・向き
を決める

[5166] orienter vers [OrjÃte]
¤£ ¡¢連 ～の方に向かわせる・導く・進
める
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[5167] s’orienter (OrjÃte)
¤£ ¡¢動 方向がわかる・[vers, à, に] 向
かう

[5168] originaire
¤£ ¡¢形 ～[de]生まれの・出身の・原産
の・生まれつきの・生来の・原初の

[5169] tare originaire
¤£ ¡¢連 先天的欠陥

[5170] orné de
¤£ ¡¢連 ～で飾られた

[5171] plantes d’ornement
¤£ ¡¢連 観賞植物 (= plantes ornemen-

tales)

[5172] ornière
¤£ ¡¢女 わだち・因習・しきたり

[5173] orphelin de père
¤£ ¡¢連 父親のいない子

[5174] orphelinat
¤£ ¡¢男 孤児院

[5175] faute d’orthographe
¤£ ¡¢連 スペルミス

[5176] oseille
¤£ ¡¢女 スカンポ

[5177] osier
¤£ ¡¢男 柳の小枝

[5178] ossements
¤£ ¡¢男 [常に複数] 骸骨

[5179] osseux
¤£ ¡¢形 骨の・骨張った・やせこけた

[5180] charpente osseuse
¤£ ¡¢連 骨格

[5181] otarie
¤£ ¡¢女 オットセイ・アシカ・アシカなど
の毛皮

[5182] otite
¤£ ¡¢女 耳炎

[5183] otite moyenne
¤£ ¡¢連 中耳炎

[5184] ouate [wat]
¤£ ¡¢女 脱脂綿・真綿・布団綿

[5185] oubli
¤£ ¡¢男 うっかり忘れる事・失念・忘却・
無視・軽視

[5186] vent d’Ouest
¤£ ¡¢連 西風

[5187] ouïe
¤£ ¡¢女 聴覚・

¤£ ¡¢複 えら (魚)

[5188] ouragan
¤£ ¡¢男 暴風雨・嵐・ハリケーン・喧噪

[5189] ourler
¤£ ¡¢動 縁かがりをする

[5190] ourlet
¤£ ¡¢男 (服などの) 縁・トタンの折り返
し

[5191] ours brun
¤£ ¡¢連 ヒグマ

[5192] ours polaire
¤£ ¡¢連 ホッキョクグマ

[5193] oursin
¤£ ¡¢男 ウニ

[5194] outil de travail [uti]
¤£ ¡¢連 商売道具・仕事道具

[5195] outillage
¤£ ¡¢男 道具一式・工具一式・設備

[5196] outillé
¤£ ¡¢形 道具や設備のそろった・必要な
手段を備えた
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[5197] outré
¤£ ¡¢形 [de, par に] 憤慨した・行き過
ぎた・度を越した

[5198] boîte à ouvrage
¤£ ¡¢連 裁縫箱

[5199] ouvrier d’usine
¤£ ¡¢連 工場労働者

[5200] ouvrier à la journée
¤£ ¡¢連 日雇い労働者

[5201] ovale
¤£ ¡¢形 楕円の・楕円形の

[5202] s’oxyder
¤£ ¡¢動 さびる・酸化する (= rouiller)

[5203] oxygène
¤£ ¡¢男 酸素・澄んだ空気・[比喩的に]

活性剤・カンフル剤

[5204] oxygéné
¤£ ¡¢形 酸素を含む
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[5282] parc de loisirs
¤£ ¡¢連 レジャーランド

[5283] par-derrière
¤£ ¡¢連 背後から・背後で (= par

derrière)

[5284] par-dessous
¤£ ¡¢副 下を・下に・[前置詞]～の下を

[5285] par-dessus
¤£ ¡¢副 上を・上に・[前置詞]～の上を

[5286] par-dessus tout
¤£ ¡¢連 何よりも・とりわけ

[5287] pardessus
¤£ ¡¢男 男性用のオーバーコート

[5288] par-devant
¤£ ¡¢副 前を・前に・[前置詞]～の前で

[5289] erreur pardonnable
¤£ ¡¢連 仕方がない誤り

[5290] pare-brise (invariable)
¤£ ¡¢男 フロントガラス (飛行機や自動
車の)

[5291] pare-chocs (invariable)
¤£ ¡¢男 自動車のバンパー

[5292] parenté par alliance
¤£ ¡¢連 姻戚関係

[5293] parer
¤£ ¡¢動 かわす・よける・[à, に]備える

[5294] paresse
¤£ ¡¢女 怠惰・怠け心・のらくら

[5295] parfumerie
¤£ ¡¢女 香水店・化粧品店・香水産業・
香水工場

[5296] pari
¤£ ¡¢男 賭け・ギャンブル

[5297] parier
¤£ ¡¢動 賭ける・[que+ind.]きっと～だ
と思う・請け合う

[5298] régime parlementaire
¤£ ¡¢連 議会制度

[5299] indemnité parlementaire
¤£ ¡¢連 議員歳費

[5300] immunité parlementaire
¤£ ¡¢連 議員特権 (国会会期中の不逮捕
など)

[5301] paroi
¤£ ¡¢男 仕切り壁・内壁・岩壁・絶壁

[5302] paroisse
¤£ ¡¢女 小教区

[5303] paroissial
¤£ ¡¢形 小教区の

[5304] paroissien
¤£ ¡¢名 小教区の信者

[5305] parquet
¤£ ¡¢男 寄せ木張りの床

[5306] parrain
¤£ ¡¢男 代父

[5307] parrainer
¤£ ¡¢動 事業などを後援する

[5308] parsemer de
¤£ ¡¢連 [

¤£ ¡¢直目 に]～をまき散らす

[5309] faire part de
¤£ ¡¢連 [

¤£ ¡¢間目 に]～を知らせる

[5310] pour ma part
¤£ ¡¢連 私としては

[5311] prendre part à
¤£ ¡¢連 ～に参加する

[5312] partage
¤£ ¡¢男 分割・分配・分裂・運命・宿命
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P

[5205] pacifier
¤£ ¡¢動 平定する・争いを治める・人心
を静める

[5206] pacte
¤£ ¡¢男 条約・協定・契約

[5207] conclure un pacte
¤£ ¡¢連 条約を結ぶ

[5208] rompre un pacte
¤£ ¡¢連 条約を破る

[5209] signer un pacte
¤£ ¡¢連 条約に調印する

[5210] pagaille
¤£ ¡¢女 乱雑・散らかりよう・大混乱

[5211] en pagaille
¤£ ¡¢連 たくさん・たっぷり・乱雑に

[5212] tourner les pages
¤£ ¡¢連 ページをめくる

[5213] Ouvrez le livre à la page

9.

¤£ ¡¢連 9 ページを開いて下さい。

[5214] faire un paiement
¤£ ¡¢連 支払いをする

[5215] paillasson
¤£ ¡¢男 玄関マット・靴拭き・卑屈で何
も取り柄のない人

[5216] paille
¤£ ¡¢女 わら・麦わら・ストロー・はし
た金・瑕瑾・欠点

[5217] paillette
¤£ ¡¢女 スパンコール・砂金・薄片

[5218] nombre pair
¤£ ¡¢連 偶数

[5219] une paire de
¤£ ¡¢連 [+ 複数名詞] 一対の～

[5220] paisible
¤£ ¡¢形 温和な・おとなしい・穏やかな・
静かな

[5221] paisiblement
¤£ ¡¢副 穏やかに・静かに・安らかに

[5222] paître
¤£ ¡¢動 牧草を食べる

[5223] paix universelle
¤£ ¡¢連 世界平和

[5224] traité de paix
¤£ ¡¢連 講和条約

[5225] en paix
¤£ ¡¢連 心安らかに・静かに・仲良く

[5226] Palais des papes
¤£ ¡¢連 アビニョンの教皇庁
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[5227] Palais de l’Elysée
¤£ ¡¢連 エリゼ宮 (大統領官邸)

[5228] palette
¤£ ¡¢女 パレット・色使い (絵画・画家
の)

[5229] lueur pâle
¤£ ¡¢連 薄明かり

[5230] pâleur
¤£ ¡¢女 顔色などの青白さ・弱さ (光・
色彩の)・薄明かり

[5231] palier
¤£ ¡¢男 踊り場 (階段の)・安定期・横ば
い状態・水平部分 (鉄道・道路など
の)

[5232] pâlir
¤£ ¡¢動 青ざめる・蒼白になる・光が弱
まる・色あせる

[5233] palissade
¤£ ¡¢女 囲い・垣根・フェンス

[5234] palmarès [palmarEs]
¤£ ¡¢男 受賞者名簿 (コンクールや賞の)

[5235] palme
¤£ ¡¢女 ヤシの葉・シュロの葉 (勝利・
栄誉の象徴)

[5236] palmier
¤£ ¡¢男 ヤシの木

[5237] pâlot
¤£ ¡¢形 少し青白い・顔色がすぐれない

[5238] palper
¤£ ¡¢動 触って確かめる・触診する

[5239] palpiter
¤£ ¡¢動 動悸を打つ (心臓が)・ドキドキ
する (心臓が)・痙攣する・かすかに
震える

[5240] pan
¤£ ¡¢男 衣服の裾・壁の一部分・多面体
の面

[5241] panaché
¤£ ¡¢形 混ぜ合わせた・色の混ざった・
まだらの

[5242] pancartage
¤£ ¡¢男 駅やビルの案内板

[5243] pancarte
¤£ ¡¢女 掲示板・プラカード

[5244] pané
¤£ ¡¢形 パン粉をまぶして揚げた (炒め
た)

[5245] panier
¤£ ¡¢男 かご・バスケット・バスケット
ボールのゴールやシュート

[5246] jeter la panique
¤£ ¡¢連 [provoquer も可] 恐慌を引き
起こす

[5247] panne
¤£ ¡¢女 故障・事故による一時的な停止

[5248] avoir une panne

d’essence

¤£ ¡¢連 ガス欠になる

[5249] tomber en panne
¤£ ¡¢連 故障する
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[5250] être en panne
¤£ ¡¢連 故障中である

[5251] panneau
¤£ ¡¢男 標識・掲示板・羽目板・パネル

[5252] panneau solaire
¤£ ¡¢連 太陽電池パネル

[5253] panorama
¤£ ¡¢男 パノラマ・見晴らし・展望・概
観

[5254] pansement
¤£ ¡¢男 包帯・ガーゼ・手当用品

[5255] boîte de pansements
¤£ ¡¢連 救急箱

[5256] panthère
¤£ ¡¢女 ヒョウ・ヒョウの毛皮

[5257] pantin
¤£ ¡¢男 操り人形・意志薄弱な人

[5258] pantoufles
¤£ ¡¢女 ¤£ ¡¢複 部屋履き・スリッパ・上履
き

[5259] paon [pÃ]
¤£ ¡¢男 クジャク

[5260] papeterie
¤£ ¡¢女 文房具店・製紙業・製紙工場

[5261] papier de verre
¤£ ¡¢連 紙ヤスリ

[5262] papier recyclé
¤£ ¡¢連 再生紙

[5263] paquebot [pakbo]
¤£ ¡¢男 大型客船・商船

[5264] pâquerette
¤£ ¡¢女 ヒナギク・デージー

[5265] paquet
¤£ ¡¢男 小包・包み・パック・パケット

[5266] parachuter
¤£ ¡¢動 パラシュートで降下させる (投
下する)

[5267] parade militaire
¤£ ¡¢連 軍事パレード

[5268] paradis fiscal
¤£ ¡¢連 タックスへヴン

[5269] dans les parages
¤£ ¡¢連 近くに・周辺に・[de、の]近く
に

[5270] droites parallèles
¤£ ¡¢連 平行線

[5271] parallèlement à
¤£ ¡¢連 ～に平行して

[5272] paralysé
¤£ ¡¢形 麻痺した

[5273] paralyser
¤£ ¡¢動 麻痺させる・不随にする

[5274] paralysie
¤£ ¡¢女 麻痺・不随・中風・麻痺状態

[5275] parapet
¤£ ¡¢男 欄干・手すり・ガードレール

[5276] parapluie pliant
¤£ ¡¢連 折り畳み傘

[5277] parapluie automatique
¤£ ¡¢連 ジャンプ傘

[5278] parasol de plage
¤£ ¡¢連 ビーチパラソル

[5279] paratonnerre
¤£ ¡¢男 避雷針

[5280] paravent
¤£ ¡¢男 ついたて・屏風・隠れ蓑・カム
フラージュ

[5281] parc national
¤£ ¡¢連 国立自然公園
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[5398] faire du patin
¤£ ¡¢連 スケートをする (= faire du pati-

nage)

[5399] patinage
¤£ ¡¢男 スケート

[5400] patinage artistique
¤£ ¡¢連 フィギュアスケート

[5401] patinage de vitesse
¤£ ¡¢連 スピードスケート

[5402] patiner
¤£ ¡¢動 スケートする・スリップする・空
転する・物事が進展しない

[5403] patineur
¤£ ¡¢名 スケートする人・スケート選手

[5404] patinoire
¤£ ¡¢女 スケート場・スケートリンク

[5405] pâtisserie
¤£ ¡¢女 ケーキ・ケーキ屋

[5406] pâtissier
¤£ ¡¢名 ケーキ職人・ケーキ屋

[5407] patois
¤£ ¡¢男 俚言・方言

[5408] amour de la patrie
¤£ ¡¢連 愛国心

[5409] mère patrie
¤£ ¡¢連 母国

[5410] patriote
¤£ ¡¢名 愛国者・

¤£ ¡¢形 祖国を愛する
[5411] patriotique

¤£ ¡¢形 愛国的な

[5412] patriotisme
¤£ ¡¢男 祖国愛・愛国心

[5413] patron
¤£ ¡¢名 経営者・オーナー・守護聖人

[5414] patron
¤£ ¡¢男 服などの型紙・パターン

[5415] patronage
¤£ ¡¢男 後援・協賛・青少年の家

[5416] patrouille
¤£ ¡¢女 パトロール・パトロール隊・偵
察

[5417] aller en patrouille
¤£ ¡¢連 パトロールに行く・偵察に行く

[5418] patrouiller
¤£ ¡¢動 パトロールする・偵察に出かけ
る

[5419] pâturage
¤£ ¡¢男 放牧場・牧草地

[5420] le dos et la paume de la

main

¤£ ¡¢連 手の甲と掌

[5421] paupière
¤£ ¡¢女 まぶた

[5422] battre des paupières
¤£ ¡¢連 目をしばたく

[5423] pause
¤£ ¡¢女 休憩・休憩時間・息継ぎ・間

[5424] pauvreté intellectuelle
¤£ ¡¢連 知性の貧しさ

[5425] pavé
¤£ ¡¢男 舗装用の石・舗道・石畳・道
路・テンキー

[5426] paver
¤£ ¡¢動 石を張る・舗装する

[5427] pavillon
¤£ ¡¢男 一戸建て住宅・あずまや・小
屋・国旗・旗
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[5313] ligne de partage des eaux
¤£ ¡¢連 分水嶺

[5314] partagé
¤£ ¡¢形 分かれている (意見など)・迷っ
ている・共有されている

[5315] amour partagé
¤£ ¡¢連 相思相愛

[5316] On va partager !
¤£ ¡¢連 割り勘にしよう。

[5317] partant
¤£ ¡¢名 出走馬・出走者

[5318] parterre
¤£ ¡¢男 花壇

[5319] parti politique
¤£ ¡¢連 政党

[5320] parti gouvernemental
¤£ ¡¢連 与党

[5321] parti d’opposition
¤£ ¡¢連 野党

[5322] parti pris (= parti-pris)
¤£ ¡¢連 先入観・偏見

[5323] prendre le parti de
¤£ ¡¢連 ～を (～することを)決心する

[5324] prendre parti pour
¤£ ¡¢連 ～に味方する

[5325] prendre parti contre
¤£ ¡¢連 ～に敵対する

[5326] prendre son parti de
¤£ ¡¢連 ～を仕方のないものとして受け
入れる・あきらめる

[5327] partial (partiale, partiaux)
¤£ ¡¢形 不公平な・偏った・偏向した

[5328] participant
¤£ ¡¢名 参加者・加入者・関与者

[5329] participation
¤£ ¡¢女 参加・協力・関与・出資分担・
利益に与ること・参加費・会費・分
担金

[5330] participer à
¤£ ¡¢連 ～に参加する・～(利益) に与
る・～(費用) を分担する (prendre

part à)

[5331] particularité
¤£ ¡¢女 特性・特徴

[5332] voiture particulière
¤£ ¡¢連 自家用車

[5333] chambre particulière
¤£ ¡¢連 個室

[5334] secrétaire particulier
¤£ ¡¢連 私設秘書

[5335] en particulier
¤£ ¡¢連 特に・就中・個人的に・個別に

[5336] particulièrement
¤£ ¡¢副 特に・とりわけ・きわめて・個
人的に

[5337] les cinq paries du monde
¤£ ¡¢連 世界の五大州

[5338] faire une partie de
¤£ ¡¢連 [+ cartes, tennnis]～を一試合
する

[5339] gagner la partie
¤£ ¡¢連 勝負に勝つ
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[5340] perdre la partie
¤£ ¡¢連 勝負に負ける

[5341] partie nulle
¤£ ¡¢連 引き分けの試合・ドローゲーム

[5342] partie de campagne
¤£ ¡¢連 ピクニック・遠足

[5343] partie de chasse
¤£ ¡¢連 狩猟の集い

[5344] partie de pêche
¤£ ¡¢連 釣の集い

[5345] en partie
¤£ ¡¢連 部分的に

[5346] en grande partie
¤£ ¡¢連 大部分は・大多数は (= en ma-

jeur partie)

[5347] faire partie de
¤£ ¡¢連 ～の一部をなす・～に帰属する

[5348] partiel
¤£ ¡¢形 部分的な・一部分の・不完全な

[5349] être bien parti
¤£ ¡¢連 出だしが上々である

[5350] être mal parti
¤£ ¡¢連 出だしが不調である

[5351] être partisan de
¤£ ¡¢連 ～に賛成である

[5352] parvenir à
¤£ ¡¢連 [+inf.] ようやく～できる

[5353] marcher à grand pas
¤£ ¡¢連 大股で歩く

[5354] allonger le pas
¤£ ¡¢連 歩幅を広げる・足を速める

[5355] au pas de course
¤£ ¡¢連 駆け足で (= au pas de charge)

[5356] pas de la porte
¤£ ¡¢連 玄関前のステップ・戸口の敷居

[5357] passable
¤£ ¡¢形 まあまあの・普通の・可 (成績)

[5358] passage interdit
¤£ ¡¢連 通行禁止

[5359] passage à niveau
¤£ ¡¢連 踏切

[5360] passage pour piétons
¤£ ¡¢連 横断歩道 (三語)

[5361] passage clouté
¤£ ¡¢連 横断歩道 (二語)

[5362] lieu de passage
¤£ ¡¢連 人通りの多いところ・交通の要
所

[5363] passage souterrain
¤£ ¡¢連 地下道

[5364] examen de passage
¤£ ¡¢連 進級試験

[5365] de passage
¤£ ¡¢連 ちょっと立ち寄って・一時的に・
短期滞在で

[5366] passager
¤£ ¡¢形 一時的な・つかの間の・人通り
の激しい

[5367] passager
¤£ ¡¢名 飛行機や船の乗客 (= voyageur)

[5368] passant
¤£ ¡¢名 通行人・

¤£ ¡¢形 人通りの多い・交
通量の多い

[5369] passe
¤£ ¡¢女 パス (ボールの)・突き (フェン
シング)・通過・通り道・時期・状況

[5370] passé
¤£ ¡¢形 過去の・[

¤£ ¡¢男 ] 過去
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[5371] passe-partout (invariable)
¤£ ¡¢男 マスターキー・合鍵

[5372] tour de passe-passe
¤£ ¡¢連 品物を移動・消滅させる奇術

[5373] passeport
¤£ ¡¢男 旅券・パスポート

[5374] passer sur
¤£ ¡¢連 ～の上を通る・～を省略する・
～を見逃してやる

[5375] passerelle
¤£ ¡¢女 歩道橋・タラップ・船橋 (ブリッ
ジ)

[5376] passe-temps (invariable)
¤£ ¡¢男 暇つぶし・趣味・娯楽

[5377] obéissance passive
¤£ ¡¢連 盲従

[5378] passion du pouvoir
¤£ ¡¢連 権力欲

[5379] passionnant
¤£ ¡¢形 夢中にさせる・非常に面白い

[5380] passionné
¤£ ¡¢形 [de, pour に] 夢中な・熱中し
た

[5381] se passionner pour
¤£ ¡¢連 ～に夢中になる・熱中する

[5382] passivité
¤£ ¡¢女 受動性・消極性・無気力

[5383] pastel
¤£ ¡¢男 パステル・パステル画

[5384] pasteur
¤£ ¡¢男 プロテスタントの牧師・羊飼い

[5385] pasteuriser
¤£ ¡¢動 低温殺菌する

[5386] lait pasteurisé
¤£ ¡¢連 低温殺菌乳

[5387] pastille
¤£ ¡¢女 ドロップ・キャンデー・トロー
チ・水玉模様・ステッカー・シール

[5388] patauger
¤£ ¡¢動 ぬかるみの中を歩く (動き回
る)・水遊びする・つっかえる・もた
つく・立ち往生する

[5389] pâte
¤£ ¡¢女 練り粉・生地・[複数で]パスタ・
ペースト状のもの

[5390] pâté
¤£ ¡¢男 パテ (料理)・インク染み (紙の
上の大きな)・砂山

[5391] pâtée
¤£ ¡¢女 家畜に与える粥状の飼料・餌

[5392] paternel
¤£ ¡¢形 父の・父親の (<=>maternel)

[5393] pâteux
¤£ ¡¢形 ねばねばした・べとべとした

[5394] patiemment
¤£ ¡¢副 我慢強く・忍耐強く・根気よく

[5395] manquer de patience
¤£ ¡¢連 忍耐力に欠ける・根気がない

[5396] perdre patience
¤£ ¡¢連 忍耐力をなくす

[5397] patin
¤£ ¡¢男 スケート靴・アイススケート・
ローラースケート・自転車のブレー
キゴム
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[5512] percuter
¤£ ¡¢動 (

¤£ ¡¢直目 に)激突する・衝突する・
打診する

[5513] perdant
¤£ ¡¢名 敗者・損をした人

[5514] perfection
¤£ ¡¢女 完全・完璧・

¤£ ¡¢複 美点・長所
[5515] perfectionné

¤£ ¡¢形 改良された・完璧に近い

[5516] perfectionnement
¤£ ¡¢男 改良・改善・完成

[5517] perfectionner
¤£ ¡¢動 改良する・改善する

[5518] se perfectionner en
¤£ ¡¢連 (～が) 上達する・進歩する

[5519] perforer
¤£ ¡¢動 パンチ穴を開ける

[5520] performance
¤£ ¡¢女 競技成績・競技記録・手柄・成
功・殊勲・性能

[5521] au péril de sa vie
¤£ ¡¢連 命がけで

[5522] en péril
¤£ ¡¢連 危険にさらされた

[5523] périlleux
¤£ ¡¢形 危険な

[5524] périmé
¤£ ¡¢形 有効期限の切れた・期限切れ
の・時代遅れの

[5525] se périmer
¤£ ¡¢動 有効期限が切れる・失効する・
時代遅れになる

[5526] périmètre
¤£ ¡¢男 周辺・周辺の長さ・周囲・地域・
区域

[5527] période
¤£ ¡¢女 期間・時期・時代・周期 (公転
などの)・半減期

[5528] périodique
¤£ ¡¢形 周期的な・定期的な

[5529] périodiquement
¤£ ¡¢副 周期的に・定期的に

[5530] nerf périphérique
¤£ ¡¢連 末しょう神経

[5531] quartier périphérique
¤£ ¡¢連 場末・都市の周辺地域

[5532] périr
¤£ ¡¢動 死ぬ・非業の死をとげる・滅び
る・壊滅する (作物が)・沈む (船が)

[5533] permanence
¤£ ¡¢女 恒常性・不変・永続・終日業
務・常設窓口・当直

[5534] en permanence
¤£ ¡¢連 中断なく・しょっちゅう

[5535] permanent
¤£ ¡¢形 恒常的な・絶え間のない・連続
的な・常設の・常任の

[5536] permanente
¤£ ¡¢女 パーマネント

[5537] perméable
¤£ ¡¢形 水をよく通す・通しやすい (à,

を)・影響されやすい (à, の)

[5538] permis
¤£ ¡¢男 運転免許証
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[5428] battre pavillon française
¤£ ¡¢連 フランス国旗を掲げる

[5429] amener le pavillon
¤£ ¡¢連 旗を降ろす・降参する

[5430] pavoiser
¤£ ¡¢動 建物などを旗で飾る

[5431] marchandise payable en

espèces

¤£ ¡¢連 現金払いの商品

[5432] payant
¤£ ¡¢形 有料の・採算がとれる・ペイす
る・有効な

[5433] paye
¤£ ¡¢女 給料・給料の支払い

[5434] toucher sa paye
¤£ ¡¢連 給料を受け取る

[5435] feuille de paye
¤£ ¡¢連 給与明細書

[5436] pays libre
¤£ ¡¢連 自由主義国

[5437] pays industriel
¤£ ¡¢連 工業国 (= pays industrialisé)

[5438] pays en développement
¤£ ¡¢連 発展途上国 (= pays en voie de

développement)

[5439] paysage politique
¤£ ¡¢連 政界の現況

[5440] paysan propriétaire
¤£ ¡¢連 自作農

[5441] péage
¤£ ¡¢男 通行料・料金徴収所 (道路の)

[5442] péché originel
¤£ ¡¢連 原罪

[5443] pêche blanche
¤£ ¡¢連 白桃

[5444] pêche abondante
¤£ ¡¢連 大漁

[5445] pêcher
¤£ ¡¢動 魚を釣る・思いがけない物を見
つける

[5446] pêcheur (pêcheuse)
¤£ ¡¢名 釣り人・漁師

[5447] pédale
¤£ ¡¢女 ペダル・サイクリング

[5448] pédaler
¤£ ¡¢動 自転車のペダルを踏む・自転車
で走る

[5449] pédalier
¤£ ¡¢男 クランク装置・パイプオルガン
のペダル

[5450] pédalo
¤£ ¡¢男 足踏みボート

[5451] pédiatre
¤£ ¡¢名 小児科医

[5452] pédicure
¤£ ¡¢名 足の治療師

[5453] peigne
¤£ ¡¢男 櫛

[5454] se peigner
¤£ ¡¢動 自分の髪をとかす

[5455] peignoir
¤£ ¡¢男 化粧着・バスローブ・ボクサー
のガウン

[5456] peindre un paysage
¤£ ¡¢連 風景画を描く
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[5457] peindre un portrait
¤£ ¡¢連 肖像画を描く

[5458] peindre une nature

morte

¤£ ¡¢連 静物画を描く

[5459] peindre à l’huile
¤£ ¡¢連 油絵を描く

[5460] peindre à l’aquarelle [ak-

warEl]

¤£ ¡¢連 水彩画を描く

[5461] avoir peine à
¤£ ¡¢連 ～するのが辛い・～しがたい (=

avoir de la peine à)

[5462] Ce n’est pas la peine.
¤£ ¡¢連 それには及びません。

[5463] pour la peine
¤£ ¡¢連 褒美として・罰として

[5464] valoir la peine de
¤£ ¡¢連 ～する [que + subj も可] 価値
がある

[5465] peiner
¤£ ¡¢動 苦労する・骨を折る

[5466] papier peinte
¤£ ¡¢連 壁紙

[5467] peintre
¤£ ¡¢男 ペンキ屋・画家

[5468] peinture
¤£ ¡¢女 ペンキ・塗料・塗装・絵画

[5469] peinture figurative
¤£ ¡¢連 具象画

[5470] peinture abstraite
¤£ ¡¢連 抽象画

[5471] pelage
¤£ ¡¢男 動物の毛 [集合的に]・毛色・毛
並み

[5472] pèlerin
¤£ ¡¢名 巡礼者

[5473] pèlerinage
¤£ ¡¢男 巡礼・巡礼地・名所巡り

[5474] pélican
¤£ ¡¢男 ペリカン

[5475] pelle
¤£ ¡¢女 シャベル・スコップ・ちりとり

[5476] pelletée
¤£ ¡¢女 シャベル一杯分

[5477] pelleteuse
¤£ ¡¢女 パワーショベル

[5478] pellicule
¤£ ¡¢女 膜・ふけ・フィルム

[5479] pelote
¤£ ¡¢女 玉 (糸・毛糸の)・針山

[5480] peloton
¤£ ¡¢男 小さな糸玉・小さな毛糸玉・小
隊・小班

[5481] pelotonner
¤£ ¡¢動 糸を巻いて玉にする

[5482] se pelotonner
¤£ ¡¢動 手足を丸めて丸くなる・うずく
まる・一カ所に固まる

[5483] pelouse
¤£ ¡¢女 芝生・芝地・芝

[5484] peluche
¤£ ¡¢女 フラシ天 (ビロードの一種)・ほ
こりの塊・綿ぼこり・糸くず

[5485] en peluche
¤£ ¡¢連 ぬいぐるみの
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[5486] pelucher
¤£ ¡¢動 けばだつ

[5487] pelure
¤£ ¡¢女 皮 (果物や野菜をむいた)・上
着・コート

[5488] pénalisation
¤£ ¡¢女 ペナルティを課すこと・不利益
を与えること

[5489] pénaliser
¤£ ¡¢動 ペナルティを課す・罰や罰金を
科す・不利益を被らせる

[5490] pénalité
¤£ ¡¢女 罰金・追徴金・ペナルティ・ペ
ナルティキック

[5491] penalty
¤£ ¡¢男 ペナルティキック

[5492] pendentif
¤£ ¡¢男 ペンダント

[5493] penderie
¤£ ¡¢女 衣装戸棚

[5494] pendule
¤£ ¡¢女 置き時計・振り子時計

[5495] pendulette
¤£ ¡¢女 小型置き時計 (携帯用の)

[5496] péniche
¤£ ¡¢女 平底舟 (河川での貨物運搬用
の)・川船・はしけ

[5497] pénicilline
¤£ ¡¢女 ペニシリン

[5498] j’y pense
¤£ ¡¢連 そうそう・思い出した

[5499] penses-tu !
¤£ ¡¢連 とんでもない・冗談じゃない

[5500] pension
¤£ ¡¢女 寄宿舎・寮・年金・恩給・下宿

[5501] pensionnaire
¤£ ¡¢名 寄宿生・寮生

[5502] pensionnat
¤£ ¡¢男 寄宿学校・寄宿舎・寄宿生

[5503] être en pente
¤£ ¡¢連 傾斜している

[5504] pépin
¤£ ¡¢男 種 (ミカン・ブドウ・リンゴなど
の)・面倒・トラブル

[5505] perceptible
¤£ ¡¢形 知覚できる・感知できる・徴税
可能な

[5506] percevoir un loyer
¤£ ¡¢連 家賃を徴収する

[5507] percevoir les impôts sur

le revenu

¤£ ¡¢連 所得税を徴収する

[5508] perche
¤£ ¡¢女 さお・棒・ポール

[5509] perché
¤£ ¡¢形 木にとまった (鳥が)・高いとこ
ろにいる

[5510] se percher
¤£ ¡¢動 とまる (鳥が枝などに)・登る (人
が高いところに)

[5511] perchoir
¤£ ¡¢男 止まり木 (鳥の)
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[5624] photocopie
¤£ ¡¢女 コピー・複写

[5625] photocopier
¤£ ¡¢動 コピーをとる・複写する

[5626] photographe
¤£ ¡¢名 カメラマン・写真家・写真屋

[5627] photographier
¤£ ¡¢動 写真撮影する

[5628] papier photographique
¤£ ¡¢連 印画紙

[5629] physicien (physicienne)
¤£ ¡¢名 物理学者

[5630] physionomie
¤£ ¡¢女 容貌・表情・様相・相貌・趨勢

[5631] physique théorique
¤£ ¡¢連 理論物理学

[5632] physique expérimentale
¤£ ¡¢連 実験物理学

[5633] physique du globe
¤£ ¡¢連 地球物理学

[5634] physique
¤£ ¡¢女 物理学

[5635] physique
¤£ ¡¢男 肉体・身体・容姿・体格

[5636] travail physique
¤£ ¡¢連 肉体労働

[5637] exercices physiques
¤£ ¡¢連 運動

[5638] éducation physique
¤£ ¡¢連 体育 (学課としての)

[5639] état physique
¤£ ¡¢連 健康状態

[5640] pianiste
¤£ ¡¢名 ピアニスト

[5641] pic
¤£ ¡¢男 先鋒・ピーク・頂点・ツルハシ

[5642] à pic
¤£ ¡¢連 切り立った・垂直に

[5643] pickpocket [pikpOkEt]
¤£ ¡¢男 掏摸 (すり)

[5644] picorer
¤£ ¡¢動 餌をついばむ (鳥が)・少しだけ
食べる (人が)

[5645] pie
¤£ ¡¢女 カササギ (鳥)・おしゃべり

[5646] piège
¤£ ¡¢男 罠・おとり・策略

[5647] piéger
¤£ ¡¢動 [

¤£ ¡¢直目 を] 罠でとらえる・人を
罠にかける・窮地に陥れる・[

¤£ ¡¢直目

に] 罠を仕掛ける

[5648] âge de pierre
¤£ ¡¢連 石器時代

[5649] âge de la pierre taillée
¤£ ¡¢連 打製石器時代

[5650] âge de la pierre polie
¤£ ¡¢連 磨製石器時代

[5651] pierre à aiguiser [egize]
¤£ ¡¢連 砥石

[5652] pierre tombale
¤£ ¡¢連 墓石

[5653] piété
¤£ ¡¢女 信仰心・敬虔・信心・(親・故
人・祖国への) 敬愛

[5654] piétinement
¤£ ¡¢男 足踏み・足踏み状態・停滞
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[5539] perpendiculaire
¤£ ¡¢形 (à, に)垂直な・直角な・

¤£ ¡¢女 垂
線

[5540] perpétuel
¤£ ¡¢形 永久の・永続する・絶え間のな
い・終身の

[5541] perplexe
¤£ ¡¢形 当惑した・困惑した

[5542] perplexité
¤£ ¡¢女 当惑・困惑

[5543] perquisition
¤£ ¡¢女 捜索・家宅捜索

[5544] perquisitionner
¤£ ¡¢動 捜索する・家宅捜索する

[5545] perron
¤£ ¡¢男 階段・石段・ステップ

[5546] perroquet
¤£ ¡¢男 オウム

[5547] perruche
¤£ ¡¢女 インコ・おしゃべりな女

[5548] perruque
¤£ ¡¢女 かつら

[5549] persécuter
¤£ ¡¢動 迫害する・いじめる・うるさく
つきまとう・悩ませる

[5550] persécution
¤£ ¡¢女 迫害

[5551] délire de persécution
¤£ ¡¢連 被 害 妄 想 (délire de la

persécution)

[5552] persévérance
¤£ ¡¢女 根気・粘り強さ・固執

[5553] persévérant
¤£ ¡¢形 辛抱強い・粘り強い

[5554] persévérer
¤£ ¡¢動 根気よく続ける・頑張り続ける

[5555] persienne
¤£ ¡¢女 よろい戸

[5556] persil [pErsi]
¤£ ¡¢男 パセリ

[5557] persistance
¤£ ¡¢女 執拗さ・頑固さ・固執・長引く
こと・持続

[5558] persistant
¤£ ¡¢形 執拗な・頑固な・固執する

[5559] persister
¤£ ¡¢動 固執する (dans, に)・いつまで
も～し続ける (à + inf)・長引く・し
つこく続く

[5560] personnalité politique
¤£ ¡¢連 政界の大物・政界の重要人物

[5561] en personne
¤£ ¡¢連 自分で・自ら

[5562] personnel
¤£ ¡¢形 個人の・個人的な・私的な・個
性的な

[5563] personnel
¤£ ¡¢男 [集合的に] 従業員・人員・ス
タッフ

[5564] frais de personnel
¤£ ¡¢連 人件費

[5565] mouvement du person-

nel

¤£ ¡¢連 人事異動
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[5566] personnellement
¤£ ¡¢副 個人的に・個人としては・自分
自身で

[5567] à la perspective de
¤£ ¡¢連 [+qch / inf] ～を考えると・～
を予想すると

[5568] en perspective
¤£ ¡¢連 遠近法によって・見通して・将
来的に

[5569] être persuadé de
¤£ ¡¢連 ～を確信している

[5570] persuasif
¤£ ¡¢形 説得力のある

[5571] persuasion
¤£ ¡¢女 説得・確信・信念

[5572] C’est une perte de

temps.

¤£ ¡¢連 時間のむだだ。

[5573] à perte
¤£ ¡¢連 損を承知で・損をして

[5574] à perte de vue
¤£ ¡¢連 見渡す限り・いつ果てることな
く

[5575] perturbation
¤£ ¡¢女 混乱・乱れ・かく乱・低気圧

[5576] perturber
¤£ ¡¢動 混乱させる・かく乱する・心を
かき乱す・心に衝撃を与える

[5577] pesant
¤£ ¡¢形 重苦しい・負担になる・重い・
鈍重な・鈍い

[5578] pesanteur
¤£ ¡¢女 重力・引力・重さ・重み・重量・
重苦しさ・鈍重さ

[5579] absence de pesanteur
¤£ ¡¢連 無重力状態

[5580] pesanteur d’estomac
¤£ ¡¢連 胃のもたれ

[5581] pesanteur de tête
¤£ ¡¢連 頭が重いこと

[5582] pesée
¤£ ¡¢女 重さを量ること・計量・力をか
けること・押すこと

[5583] faire la pesée de
¤£ ¡¢連 [qch] を量る

[5584] Combien pesez-vous ?
¤£ ¡¢連 体重はいくらですか

[5585] se peser
¤£ ¡¢動 自分の体重を量る

[5586] pessimiste
¤£ ¡¢形 悲観的な・弱気な・厭世的な

[5587] pétale
¤£ ¡¢男 花びら・花弁

[5588] pétard
¤£ ¡¢男 爆竹・かんしゃく玉・騒音・騒
動・スクープ・ピストル・大麻タバ
コ

[5589] pétillant [petijÃ]
¤£ ¡¢形 ぱちぱちはぜる・泡立つ・キラ
キラ輝く・はつらつとした

[5590] vin pétillant
¤£ ¡¢連 発泡性ワイン
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[5591] petits-pois
¤£ ¡¢男 [常に複数] グリンピース

[5592] petit-suisse (petits-suisses)
¤£ ¡¢男 プチスイス (小さな円筒形のク
リームチーズ)

[5593] pétrir
¤£ ¡¢動 こねる・もむ・こね回す・もみく
ちゃにする・(人格などを)形成する

[5594] pétrole brut
¤£ ¡¢連 原油 (= pétrole naturel)

[5595] pétrole lampant
¤£ ¡¢連 灯油

[5596] puits de pétrole
¤£ ¡¢連 油井

[5597] crise du pétrole
¤£ ¡¢連 石油危機

[5598] pétrolier
¤£ ¡¢形 石油の・[

¤£ ¡¢男 ]石油タンカー

[5599] pays pétroliers
¤£ ¡¢連 産油国

[5600] compagnie pétrolière
¤£ ¡¢連 石油会社

[5601] produits pétroliers
¤£ ¡¢連 石油製品

[5602] choc pétrolier
¤£ ¡¢連 オイルショック

[5603] depuis peu
¤£ ¡¢連 ほんの少し前から・つい最近か
ら

[5604] sous peu
¤£ ¡¢連 近いうちに・間もなく

[5605] gens du peuple
¤£ ¡¢連 庶民

[5606] peuplier
¤£ ¡¢男 ポプラ

[5607] peureux
¤£ ¡¢形 臆病な・恐がりの

[5608] phare
¤£ ¡¢男 灯台・ヘッドライト・前照灯

[5609] boîte de pharmacie
¤£ ¡¢連 救急箱

[5610] acheter de la pharmacie
¤£ ¡¢連 薬を買う

[5611] faculté de pharmacie
¤£ ¡¢連 薬学部

[5612] pharmacien
¤£ ¡¢名 薬剤師・薬屋

[5613] phénomène naturel
¤£ ¡¢連 自然現象

[5614] philatélie
¤£ ¡¢女 切手収集・切手研究・切手売買

[5615] philatéliste
¤£ ¡¢名 切手収集家・切手研究家

[5616] avec philosophie
¤£ ¡¢連 平然と・達観して

[5617] philosophique
¤£ ¡¢形 哲学的な

[5618] alphabet phonétique in-

ternational

¤£ ¡¢連 国際音標文字

[5619] phoque
¤£ ¡¢男 アザラシ

[5620] photo en couleur
¤£ ¡¢連 カラー写真

[5621] photo en noir et blanc
¤£ ¡¢連 白黒写真

[5622] développer une photo
¤£ ¡¢連 写真を現像する

[5623] tirer une photo
¤£ ¡¢連 写真を焼き増しする
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[5730] plainte
¤£ ¡¢女 うめき声・嘆き声・不平・不満・
苦情・告訴・訴え

[5731] pousser des plaintes
¤£ ¡¢連 うめき声をあげる

[5732] plaintif
¤£ ¡¢形 嘆くような・うめくような

[5733] plaisant
¤£ ¡¢形 気持ちのよい・快適な・愉快な・
面白い

[5734] plaisanter
¤£ ¡¢動 冗談を言う・軽口を叩く・ふざ
ける・[

¤£ ¡¢直目 を] からかう

[5735] plaisanterie
¤£ ¡¢女 冗談・ジョーク・からかい・く
だらないこと・容易いこと・お笑い
ぐさ

[5736] avoir le plaisir de
¤£ ¡¢連 [+ inf.]～してうれしい

[5737] faire le plaisir de
¤£ ¡¢連 [+ inf.][

¤£ ¡¢間目 を]～して喜ばせ
る

[5738] faire plaisir à
¤£ ¡¢連 ～を喜ばせる

[5739] planche
¤£ ¡¢女 板・板材・ボード・[複数形で]

舞台

[5740] plancher
¤£ ¡¢男 床・床板・最下限

[5741] prix plancher
¤£ ¡¢連 下限価格 (<=> prix plafond)

[5742] plancher des salaires
¤£ ¡¢連 最低賃金

[5743] planchette
¤£ ¡¢女 小さな板・棚

[5744] planétaire
¤£ ¡¢形 惑星の・遊星の・地球規模の・
全世界の

[5745] système planétaire
¤£ ¡¢連 惑星系

[5746] planète
¤£ ¡¢女 惑星・遊星

[5747] planifier
¤£ ¡¢動 計画化する・計画に基づいて行
う

[5748] planisphère
¤£ ¡¢男 平面地球図・平面天体図

[5749] plantation
¤£ ¡¢女 植え付け・農作物・農園・プラ
ンテーション農場

[5750] plante
¤£ ¡¢女 植物・草木・鉢植え・足裏

[5751] plante alpine
¤£ ¡¢連 高山植物

[5752] planté
¤£ ¡¢形 突っ立った状態の・[de, の] 植
わった

[5753] plaque
¤£ ¡¢女 板 (金属・ガラスなど)・プレー
ト・大陸プレート

[5754] plaqué
¤£ ¡¢形 メッキされた・[

¤£ ¡¢男 ] メッキ
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[5655] piétiner
¤£ ¡¢動 足踏みする・もたつく・群れが
地響きをたてて進む・[

¤£ ¡¢直目 を] 踏
みつける・踏みにじる

[5656] piéton
¤£ ¡¢名 歩行者・通行人

[5657] passage pour piétons
¤£ ¡¢連 横断歩道 (= passage clouté)

[5658] pieu (pieux)
¤£ ¡¢男 杭・パイル

[5659] planter un pieu
¤£ ¡¢連 杭を打ち込む

[5660] pieuvre
¤£ ¡¢女 タコ (蛸)・どん欲な人・執念深
い人

[5661] pieux
¤£ ¡¢形 信仰の厚い・敬虔な・宗教的な

[5662] image pieuse
¤£ ¡¢連 宗教画

[5663] croyance pieuse
¤£ ¡¢連 民間信仰

[5664] pigeon voyageur
¤£ ¡¢連 伝書鳩

[5665] pile
¤£ ¡¢女 電池・乾電池

[5666] pile solaire
¤£ ¡¢連 太陽電池

[5667] pile
¤£ ¡¢女 山・堆積・橋げた・橋脚

[5668] pile
¤£ ¡¢女 コインの裏面

[5669] pilier
¤£ ¡¢男 柱・支柱・支えとなる人物・大
御所・常連

[5670] pillage
¤£ ¡¢男 略奪・強奪・横領・剽窃

[5671] pillard (pillarde)
¤£ ¡¢名 略奪者・盗賊

[5672] piller
¤£ ¡¢動 略奪する・強奪する・荒らす・
横領する・詐取する・剽窃する・盗
作する

[5673] pilotage
¤£ ¡¢男 操縦 (航空機・レーシングカー
の)・水先案内

[5674] pilote
¤£ ¡¢名 パイロット・レーシングドライ
バー・水先案内人・ガイド・[名詞の
後で同格的に] パイロット版の

[5675] piloter
¤£ ¡¢動 (飛行機・レーシングカーを)操
縦する・水先案内人 (ガイド) をつと
める

[5676] pilule
¤£ ¡¢女 丸薬・ピル・経口避妊薬

[5677] piment rouge
¤£ ¡¢連 赤唐辛子

[5678] pomme de pin
¤£ ¡¢連 松かさ

[5679] pince à ongles
¤£ ¡¢連 爪切り
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[5680] pinceau
¤£ ¡¢男 筆・絵筆・ブラシ・刷毛・筆さ
ばき・画法・光の束・ビーム

[5681] une pincée de
¤£ ¡¢連 ひとつまみの

[5682] pincer
¤£ ¡¢動 はさむ・つまむ・締め付ける・
つねる・つま弾く (弦楽器を)・突き
刺す (寒さが)

[5683] pincette
¤£ ¡¢女 ピンセット・[複数形で] 火ばさ
み・火箸

[5684] pinède
¤£ ¡¢女 松林

[5685] ping-pong
¤£ ¡¢男 ピンポン・卓球・卓球台

[5686] pintade
¤£ ¡¢女 ホロホロチョウ (鳥)

[5687] pioche
¤£ ¡¢女 ツルハシ

[5688] pion
¤£ ¡¢男 チェスの歩・ポーン

[5689] pipe
¤£ ¡¢女 タバコのパイプ

[5690] pipeau (pipeaux)
¤£ ¡¢男 野笛・鳥笛・リコーダー

[5691] pique
¤£ ¡¢男 トランプのスペード

[5692] pique-nique
¤£ ¡¢男 野外で食事・弁当

[5693] piquet
¤£ ¡¢男 杭

[5694] piqûre
¤£ ¡¢女 注射・採血・刺すこと・咬むこ
と・刺し傷・ミシン目・縫い目

[5695] pirate
¤£ ¡¢男 海賊・海賊船・乗っ取り犯・詐
欺師

[5696] pirate de l’air
¤£ ¡¢連 ハイジャック

[5697] édition pirate
¤£ ¡¢連 海賊版

[5698] pirogue
¤£ ¡¢女 丸木舟

[5699] pis
¤£ ¡¢男 (牛・羊・ヤギなどの) 乳房

[5700] aller à la piscine
¤£ ¡¢連 プールに行く

[5701] nager en piscine
¤£ ¡¢連 プールで泳ぐ (= nage dans une

piscine)

[5702] pissenlit
¤£ ¡¢男 タンポポ

[5703] piste
¤£ ¡¢女 足跡・手がかり・トラック (陸上
競技などの)・ゲレンデ・滑走路・舞
台 (サーカスの)

[5704] pistolet
¤£ ¡¢男 ピストル・拳銃

[5705] piston
¤£ ¡¢男 ピストン・後押し・コネ

[5706] avoir pitié de
¤£ ¡¢連 ～を可愛そうに思う・～に同情
する
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[5707] faire pitié
¤£ ¡¢連 [à,～に]哀れを催させる

[5708] par pitié
¤£ ¡¢連 同情心から・お願いだから

[5709] piton
¤£ ¡¢男 ピートン・ハーケン・高山の尖
峰

[5710] pitoyable
¤£ ¡¢形 哀れな・同情を誘う・嘆かわし
い・つまらない・へたくそな

[5711] pitoyable acteur
¤£ ¡¢連 大根役者

[5712] pittoresque
¤£ ¡¢形 絵になる・生彩に富む・生き生
きとした・風変わりな・個性ある

[5713] pivoter
¤£ ¡¢動 [主語が] 回転する・くるりと回
る

[5714] pizza [pidza]
¤£ ¡¢女 ピザ

[5715] placard
¤£ ¡¢男 作り付け戸棚・押し入れ・ポス
ター・張り紙・ビラ

[5716] placement
¤£ ¡¢男 投資・就職の斡旋・収容 (病院・
施設への)

[5717] plafond
¤£ ¡¢男 天井・上限・最大限度の

[5718] vitesse plafond
¤£ ¡¢連 最大速度・最大制限速度

[5719] prix plafond
¤£ ¡¢連 上限価格 (<=> prix plancher)

[5720] plage
¤£ ¡¢女 浜辺・海岸・海水浴場・範囲・
開き・時間帯・録音帯・平らな面

[5721] plaid [plEd]
¤£ ¡¢男 旅行用毛布

[5722] plaid [plE]
¤£ ¡¢男 司法会議・政治会議・論争・訴
訟・口頭弁論・

¤£ ¡¢複 開廷
[5723] plaider

¤£ ¡¢動 弁護する・主張する・擁護する

[5724] plaider coupable
¤£ ¡¢連 裁判冒頭の罪状認否で被告が
起訴事実を認める

[5725] plaider non coupable
¤£ ¡¢連 裁判冒頭の罪状認否で被告が
起訴事実を否認する

[5726] plaie
¤£ ¡¢女 傷・傷口・傷跡・心の傷・災厄・
嫌なこと・嫌な奴

[5727] plaindre de
¤£ ¡¢動 [

¤£ ¡¢直目 を inf. について] 可愛そ
うだと思う・同情する

[5728] se plaindre de
¤£ ¡¢動 [+ qch / inf / qqn]～の苦痛を
訴える・～について不平を言う

[5729] plaine
¤£ ¡¢女 平野・平原・野原
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[5830] cravate à pois
¤£ ¡¢連 水玉模様のネクタイ

[5831] poisson rouge
¤£ ¡¢連 金魚

[5832] poisson volant
¤£ ¡¢連 トビウオ

[5833] poisson de mer
¤£ ¡¢連 海水魚 (<=> poisson d’eau

douce)

[5834] poisson d’eau douce
¤£ ¡¢連 淡水魚 (<=> poisson de mer)

[5835] poissonnerie
¤£ ¡¢女 魚屋・魚市場

[5836] poissonnier (poissonnière)
¤£ ¡¢名 魚屋 (人)

[5837] avoir de la poitrine
¤£ ¡¢連 豊かなバストをしている

[5838] moulin à poivre
¤£ ¡¢連 ペッパーミル・胡椒挽き

[5839] poivrer
¤£ ¡¢動 胡椒で味付けする

[5840] poivrier
¤£ ¡¢男 胡椒の木

[5841] poivrière
¤£ ¡¢女 胡椒入れ・円錐屋根の望楼

[5842] l’étoile polaire
¤£ ¡¢連 北極星 (= la Polaire)

[5843] cercle polaire
¤£ ¡¢連 極圏

[5844] polaire
¤£ ¡¢形 極地の

[5845] pôle
¤£ ¡¢男 極・北極・極地・対極・中心・
焦点

[5846] le pôle Nord
¤£ ¡¢連 北極 (= le Pôle)

[5847] le pôle Sud
¤£ ¡¢連 南極

[5848] refus poli
¤£ ¡¢連 辞退・丁寧に断ること

[5849] commissariat de police
¤£ ¡¢連 警察署

[5850] Préfecture de police
¤£ ¡¢連 警視庁 (パリなどの)

[5851] voiture de police
¤£ ¡¢連 パトカー (= car de police)

[5852] policier
¤£ ¡¢形 警察の・刑事物の・

¤£ ¡¢名 警察
官・刑事・探偵

[5853] chien policier
¤£ ¡¢連 警察犬

[5854] poliment
¤£ ¡¢副 丁寧に・礼儀正しく

[5855] polio
¤£ ¡¢女 ポリオ・小児まひ

[5856] polir
¤£ ¡¢動 磨く・つや出しする

[5857] polisson (polissonne)
¤£ ¡¢名 いたずらっ子・悪童・

¤£ ¡¢形 わん
ぱくな・好色な

[5858] parti politique
¤£ ¡¢連 政党

[5859] droits politiques
¤£ ¡¢連 参政権

[5860] sciences politiques
¤£ ¡¢連 政治学

[5861] politique intérieure
¤£ ¡¢連 内政政策

[5862] politique extérieure
¤£ ¡¢連 外交政策
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[5755] plastic
¤£ ¡¢男 プラスティック爆弾

[5756] plastique
¤£ ¡¢形 プラスティックの・可塑的な・
[
¤£ ¡¢男 ] プラスティック製品

[5757] chirurgie plastique
¤£ ¡¢連 形成外科

[5758] à plat
¤£ ¡¢連 平らな状態に (で)・くたびれた・
へたった

[5759] plat
¤£ ¡¢男 大皿・料理

[5760] platane
¤£ ¡¢男 プラタナス

[5761] plateau (plateaux)
¤£ ¡¢男 盆・天秤のはかり台・高原・台
地・スタジオセット・舞台

[5762] plate-bande [= parterre]

(plates-bandes)

¤£ ¡¢女 花壇

[5763] plate-forme
¤£ ¡¢女 高くなった床 (面)・プラット
フォーム・台地・政党などの基本政
策・綱領

[5764] plâtre
¤£ ¡¢男 石膏・漆喰・プラスター・石膏
細工・ギプス・

¤£ ¡¢複 漆喰工事・漆喰
壁

[5765] plâtrer
¤£ ¡¢動 漆喰を塗る・ギプスをはめる・
石膏をまく (土地改良のため)

[5766] plâtrier
¤£ ¡¢男 左官

[5767] plausible
¤£ ¡¢形 説明などが本当らしい・受け入
れられる

[5768] pleins pouvoirs
¤£ ¡¢連 全権

[5769] pleine lune
¤£ ¡¢連 満月

[5770] en plein hiver
¤£ ¡¢連 真冬に

[5771] en pleine nuit
¤£ ¡¢連 真夜中に

[5772] plein de
¤£ ¡¢連 たくさんの～

[5773] faire le plein
¤£ ¡¢連 ガソリンを満タンにする

[5774] pleinement
¤£ ¡¢副 完全に・十分に

[5775] pleurnicher
¤£ ¡¢動 めそめそする・わざとらしく泣
く・泣き言を言う

[5776] pli
¤£ ¡¢男 衣服の折り目・プリーツ・しわ
(衣服や肌の)・土地の起伏・褶曲・
封筒

[5777] mise en plis
¤£ ¡¢連 髪のセット

[5778] prendre un pli
¤£ ¡¢連 癖がつく (= prendre le pli)
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[5779] plier
¤£ ¡¢動 折る・折り畳む・曲げる・折り
曲げる・服従させる・順応させる

[5780] plissé
¤£ ¡¢形 ひだのある・しわのよった・褶
曲した

[5781] plomb
¤£ ¡¢男 鉛・ヒューズ・散弾

[5782] plombage
¤£ ¡¢男 歯の詰め物・詰め物・充填

[5783] plomberie
¤£ ¡¢女 配管・配管工事・鉛製品製造業

[5784] plombier
¤£ ¡¢男 配管修理工・配管工

[5785] plongée
¤£ ¡¢女 潜水・潜航・俯瞰・見下ろした
眺め

[5786] plongée sous-marine
¤£ ¡¢連 スキューバダイビング

[5787] plongeoir
¤£ ¡¢男 飛び込み台・飛び板

[5788] plongeon
¤£ ¡¢男 飛び込み・ダイビング・ダイビ
ングキャッチ (サッカー)

[5789] plonger
¤£ ¡¢動 水に飛び込む・もぐる・潜航す
る・[

¤£ ¡¢直目 を] 水につける・突っ込
む・突き刺す

[5790] plongeur (plongeuse)
¤£ ¡¢名 ダイバー・海女・飛び込み選手

[5791] pluie fine
¤£ ¡¢連 小ぬか雨

[5792] grosse pluie
¤£ ¡¢連 大粒の雨・土砂降り

[5793] saison des pluies
¤£ ¡¢連 雨期・梅雨

[5794] à plusieurs
¤£ ¡¢連 数人がかりで

[5795] pluvieux
¤£ ¡¢形 雨の・雨の多い・雨のふる・雨
をもたらす

[5796] pneu (pneus)
¤£ ¡¢男 タイヤ

[5797] pneumatique
¤£ ¡¢形 空気の・圧縮空気による・[

¤£ ¡¢男
] タイヤ

[5798] pochette
¤£ ¡¢女 小さな袋・封筒・飾りハンカチ

[5799] poêle
¤£ ¡¢女 フライパン

[5800] poêle (= poële)
¤£ ¡¢男 ストーブ

[5801] composer un poème
¤£ ¡¢連 詩を作る

[5802] mesurer le poids de [=

faire le pesée de]

¤£ ¡¢連 ～の重さを量る

[5803] poids lourd
¤£ ¡¢連 大型トラック・ヘビー級・大立
者・大企業

[5804] poignard
¤£ ¡¢男 短刀・短剣
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[5805] poignarder
¤£ ¡¢動 短剣で突き刺す・刺し殺す・激
しい精神的苦痛を与える

[5806] poignée
¤£ ¡¢女 ひとつかみ・グリップ・握り・
取っ手

[5807] poignée de main
¤£ ¡¢連 握手

[5808] poignet
¤£ ¡¢男 手首・袖口

[5809] poil
¤£ ¡¢男 体毛・ひげ・毛 (動物の)・毛並
み・毛 (ブラシ・絨毯)・毛皮

[5810] poilu
¤£ ¡¢形 毛深い

[5811] coup de poing
¤£ ¡¢連 拳骨・パンチ

[5812] dormir à poings fermés
¤£ ¡¢連 ぐっすり眠る

[5813] faire le point
¤£ ¡¢連 状況分析する・船の現在位置を
測定する

[5814] mettre au point
¤£ ¡¢連 開発する・調整する・ピント合
わせする

[5815] point chaud
¤£ ¡¢連 紛争勃発危惧地域・争点・注
目されている点

[5816] point faible
¤£ ¡¢連 弱点・苦手分野

[5817] point fort
¤£ ¡¢連 得意分野

[5818] point mort
¤£ ¡¢連 ニュートラル (ギアの)・停滞・
滞り

[5819] de pointe
¤£ ¡¢連 最先端の

[5820] en pointe
¤£ ¡¢連 先の尖った・先を尖らせて・最
高で

[5821] être à la pointe de
¤£ ¡¢連 ～の最先端にある

[5822] pointer
¤£ ¡¢動 印を付ける・チェックする・出
勤退出をチェックする・向ける (銃や
望遠鏡を)

[5823] pointillé [pwẼtije]
¤£ ¡¢形 点で描いた・[

¤£ ¡¢男 ]点線・点描

[5824] ligne pointillée [pwẼtije]
¤£ ¡¢連 破線・点線

[5825] pointilleux [pwẼtijø]
¤£ ¡¢形 細かいことに口うるさい・気難
しい

[5826] pointu
¤£ ¡¢形 先の尖った・専門的な・つんと
した・刺々しい

[5827] pointure
¤£ ¡¢女 サイズ (靴・手袋・帽子などの)

[5828] poirier
¤£ ¡¢男 梨の木・梨材 (高級家具用の)

[5829] pois
¤£ ¡¢男 エンドウ豆・水玉模様
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[5946] potiron
¤£ ¡¢男 西洋カボチャ

[5947] pou (poux)
¤£ ¡¢男 シラミ

[5948] sac-poubelle
¤£ ¡¢連 ゴミ袋

[5949] pouce
¤£ ¡¢男 親指・プス (単位：1 / 12 pieds,

2.7 cm)

[5950] lait en poudre
¤£ ¡¢連 粉ミルク

[5951] se poudrer
¤£ ¡¢動 自分に白粉を塗る

[5952] neige poudreux
¤£ ¡¢連 粉雪

[5953] poudrier
¤£ ¡¢男 コンパクト (化粧用)

[5954] pouf [puf]
¤£ ¡¢男 腰掛け用クッション (床に置く)

[5955] poulailler
¤£ ¡¢男 鶏小屋・天井桟敷 (劇場)

[5956] poulain
¤£ ¡¢男 子馬 (30 ヶ月以下の)

[5957] pouliche
¤£ ¡¢女 若い雌馬

[5958] à pleins poumons
¤£ ¡¢連 胸いっぱいに空気を吸って

[5959] jouer à la poupée
¤£ ¡¢連 人形遊びをする

[5960] le pourcentage des ab-

sents

¤£ ¡¢連 欠席率

[5961] pourri
¤£ ¡¢形 腐った・腐敗した

[5962] pourrir
¤£ ¡¢動 腐る・悪化する

[5963] pourriture
¤£ ¡¢女 腐敗・腐敗物・堕落

[5964] poursuite
¤£ ¡¢女 追跡・継続・続行・追求 [多く
複数形] 訴追・告訴

[5965] poursuivant
¤£ ¡¢名 追跡者・追っ手

[5966] poursuivre
¤£ ¡¢男 追いかける・つきまとう・追い
求める・続行する・話を続ける (目
的語なしで)

[5967] pourvoir de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 に～を持たせる・与える

[5968] pourvu de
¤£ ¡¢連 ～を備えた・～を持っている

[5969] pourvu que
¤£ ¡¢連 [+subj]～でありさえすれば

[5970] poussée
¤£ ¡¢女 押す力・圧力・急騰・発疹

[5971] poussette
¤£ ¡¢女 ベビーカー (折りたたみ式の)・
ショッピングカート

[5972] poussière
¤£ ¡¢女 埃・塵・微粒子

[5973] tomber en poussière
¤£ ¡¢連 粉々になる・ぼろぼろになる

[5974] poussiéreux
¤£ ¡¢形 埃まみれの・生気のない・古び
た・時代遅れの

[5975] poussin
¤£ ¡¢男 ひな・ひよこ
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[5863] pollen [pOlEn]
¤£ ¡¢男 花粉

[5864] polluer
¤£ ¡¢動 汚染する

[5865] pollution
¤£ ¡¢女 汚染・公害

[5866] pollution des eaux
¤£ ¡¢連 水質汚染

[5867] pollution atmosphérique
¤£ ¡¢連 大気汚染

[5868] pommade
¤£ ¡¢女 軟膏・ポマード

[5869] pommette
¤£ ¡¢女 頬骨

[5870] pommier
¤£ ¡¢男 リンゴの木

[5871] pompe
¤£ ¡¢女 ポンプ・腕立て伏せ

¤£ ¡¢複
[5872] pompe à incendie

¤£ ¡¢連 消火ポンプ

[5873] pompier
¤£ ¡¢男 消防士

[5874] voiture de pompes
¤£ ¡¢連 消防車

[5875] pompiste
¤£ ¡¢名 ガソリンスタンドの給油係

[5876] pompon
¤£ ¡¢男 玉房・飾り房

[5877] avec ponctualité
¤£ ¡¢連 時間通りに・几帳面に

[5878] signes de ponctuation
¤£ ¡¢連 句読点

[5879] corriger la ponctuation
¤£ ¡¢連 句読点を直す

[5880] ponctuel (ponctuelle)
¤£ ¡¢形 時間 (期限)を守る・局部的な・
限られた・部分的な

[5881] poney [ponE]
¤£ ¡¢男 ポニー

[5882] pont du chemin de fer
¤£ ¡¢連 鉄橋

[5883] pont pour les piétons
¤£ ¡¢連 歩道橋

[5884] pont suspendu
¤£ ¡¢連 吊り橋

[5885] faire le pont
¤£ ¡¢連 休日に挟まれた平日を休みにす
る

[5886] popularité
¤£ ¡¢女 人気・知名度・人望

[5887] densité de la population
¤£ ¡¢連 人口密度

[5888] travers de porc
¤£ ¡¢連 スペアリブ

[5889] porcelaine
¤£ ¡¢女 磁器・磁器製品

[5890] porche
¤£ ¡¢男 ポーチ (教会などの)・張り出し
玄関・車寄せ

[5891] porcherie
¤£ ¡¢女 豚小屋・豚舎・汚い場所

[5892] pore
¤£ ¡¢男 毛穴・岩石などの小孔・植物の
気孔

[5893] poreux
¤£ ¡¢形 多孔質の・水を通す

[5894] port de pêche
¤£ ¡¢連 漁港
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[5895] port de commerce
¤£ ¡¢連 商業港

[5896] arriver à bon port
¤£ ¡¢連 人や物が無事に目的地に着く

[5897] portail
¤£ ¡¢男 大門・正面入り口 (教会の)

[5898] portatif
¤£ ¡¢形 携帯用の・ポータブルの

[5899] frapper à la porte
¤£ ¡¢連 ノックする

[5900] porte de derrière
¤£ ¡¢連 裏口

[5901] porte de secours
¤£ ¡¢連 非常口

[5902] porte de service
¤£ ¡¢連 勝手口

[5903] porte-avions (invariable)
¤£ ¡¢男 航空母艦・空母

[5904] porte-bagages (invariable)
¤£ ¡¢男 自転車や車の荷台・バスの荷物
棚

[5905] porte-bonheur (invariable)
¤£ ¡¢男 お守り・マスコット

[5906] porte-carte (= porte-cartes,

invariable)

¤£ ¡¢男 身分証明書入れ・定期入れ

[5907] porte-clefs (= porte-clés, in-

variable)

¤£ ¡¢男 キーホルダー

[5908] porte-documents (invari-

able)

¤£ ¡¢男 書類鞄・ブリーフケース

[5909] porte-drapeau (porte-

drapeaux)

¤£ ¡¢男 旗手・旗頭・リーダー

[5910] portefeuille
¤£ ¡¢男 財布・札入れ・書類鞄・大臣
職・有価証券類

[5911] portemanteau (porteman-

teaux)

¤£ ¡¢男 コート掛け・ハンガー

[5912] prote-monnaie (invariable)
¤£ ¡¢男 小銭入れ・がま口

[5913] porte-parole (invariable)
¤£ ¡¢男 スポークスマン

[5914] se porter bien
¤£ ¡¢連 [主語が] 元気である

[5915] se porter mal
¤£ ¡¢連 [主語が]元気でない・健康が優
れない

[5916] porteur
¤£ ¡¢名 運ぶ人・ポーター・赤帽・保菌
者

[5917] porte-voix (invariable)
¤£ ¡¢男 メガホン

[5918] portière
¤£ ¡¢女 乗り物の昇降口・車のドア

[5919] portillon [pOrtijÕ]
¤£ ¡¢男 小さな扉 (腰くらいまでの高さ
の)・小門

[5920] portion
¤£ ¡¢女 一人前 (食べ物)・割当・分け
前・部分・一部
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[5921] portique
¤£ ¡¢男 横木 (器械体操用具・ブランコ
の)・柱廊 (建物)

[5922] pose
¤£ ¡¢女 取り付け・設置・敷設・ポーズ・
姿勢・気取り・写真の露出

[5923] positif
¤£ ¡¢形 確実な・明確な・はっきりした・
肯定的な・積極的な・陽性の・実証
的な

[5924] preuve positive
¤£ ¡¢連 確証

[5925] nombre positif
¤£ ¡¢連 正の数

[5926] prendre position
¤£ ¡¢連 態度を表明する・配置に付く

[5927] avoir en sa possession
¤£ ¡¢連 [

¤£ ¡¢直目 を] を所有している

[5928] être en possession de
¤£ ¡¢連 ～を所有している

[5929] prendre possession de
¤£ ¡¢連 ～を手に入れる・～を受けとる

[5930] dans la mesure du possi-

ble

¤£ ¡¢連 可能な限り・力の及ぶ限り

[5931] colis postal
¤£ ¡¢連 郵便小包

[5932] mandat postal
¤£ ¡¢連 郵便為替

[5933] poste
¤£ ¡¢男 地位・職・ポスト・部署・持ち
場・警察分署・派出所・ラジオ (テ
レビ) 受信機

[5934] poste
¤£ ¡¢女 郵便・郵便局

[5935] poster
¤£ ¡¢動 部署に着かせる・(見張りを)立
てる

[5936] poster
¤£ ¡¢動 (郵便物を)投函する・発送する

[5937] postérieurement à la

date limite

¤£ ¡¢連 期限日の後になって

[5938] postier (postière)
¤£ ¡¢名 郵便局員

[5939] potager
¤£ ¡¢形 野菜の・野菜になる・[

¤£ ¡¢男 ]菜
園

[5940] plantes potagères
¤£ ¡¢連 野菜

[5941] jardin potager
¤£ ¡¢連 野菜畑

[5942] poteau
¤£ ¡¢男 柱・支柱・ゴールポスト (サッ
カーなど)・銃殺刑用の柱

[5943] poterie
¤£ ¡¢女 陶器・焼き物・陶器製造・焼き
物工場

[5944] potier
¤£ ¡¢男 陶工・陶器商

[5945] potion
¤£ ¡¢女 水薬
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[6058] Il y a prescription.
¤£ ¡¢連 時効が成立している

[6059] prescrire
¤£ ¡¢動 処方する・命じる・規定する (法
律などが)・時効にする (刑罰・債務
を)

[6060] feuille de présence
¤£ ¡¢連 出席者名簿・参列者名簿

[6061] présence d’esprit
¤£ ¡¢連 沈着・冷静・とっさの機転

[6062] présentateur
¤£ ¡¢名 司会 (テレビ・ラジオ)・解説者・
ニュースキャスター

[6063] présentation
¤£ ¡¢女 紹介・発表 (新製品などの)・外
見・身なり・提示

[6064] faire les présentations
¤£ ¡¢連 初対面の人同士を紹介する・引
き合わせる

[6065] avoir une bonne

présence

¤£ ¡¢連 身なりがちゃんとしている・風
采が立派である

[6066] préserver de
¤£ ¡¢連 ～から [

¤£ ¡¢直目 を]守る・保護す
る

[6067] présidence
¤£ ¡¢女 大統領職・大統領任期・大統
領官邸

[6068] sous la présidence de
¤£ ¡¢連 ～の司会のもとで

[6069] élection présidentielle
¤£ ¡¢連 大統領選挙

[6070] régime présidentiel
¤£ ¡¢連 大統領制

[6071] présider
¤£ ¡¢動 [

¤£ ¡¢直目 の] 司会をつとめる・議
長をする

[6072] presqu’île
¤£ ¡¢女 (小さな) 半島

[6073] pressant
¤£ ¡¢形 急を要する・差し迫った・執拗
な

[6074] agence de presse
¤£ ¡¢連 通信社

[6075] conférence de presse
¤£ ¡¢連 記者会見

[6076] convoquer la presse
¤£ ¡¢連 会見のために報道関係者を集
める

[6077] moment de presse
¤£ ¡¢連 繁忙期・ピーク時

[6078] pressé
¤£ ¡¢形 急いでいる (人が)・急ぎの (も
のが)

[6079] pressentiment
¤£ ¡¢男 予感・虫の知らせ

[6080] pressentir
¤£ ¡¢動 予感する・察する・探りを入れ
る

[6081] se presser
¤£ ¡¢動 ひしめく・押し合う・急ぐ
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[5976] poutre
¤£ ¡¢女 梁・桁・ビーム

[5977] n’y pouvoir rien
¤£ ¡¢連 どうしようもない・仕方がない

[5978] pouvoir exécutif
¤£ ¡¢連 行政権

[5979] pouvoir législatif
¤£ ¡¢連 立法権

[5980] pouvoir judiciaire
¤£ ¡¢連 司法権

[5981] séparation des pouvoirs
¤£ ¡¢連 三権分立

[5982] pouvoir d’achat
¤£ ¡¢連 購買力

[5983] pouvoirs publics
¤£ ¡¢連 公権力・当局・政府

[5984] prairie
¤£ ¡¢女 牧草地 (pré=牧場より広い)・
草原

[5985] praline
¤£ ¡¢女 プラリーヌ (アーモンドに煮詰
めた砂糖をからめたボンボン)

[5986] pratiquant
¤£ ¡¢名 信者のつとめを実践する人・ス
ポーツなどを日常的に行う人

[5987] pratique habituelle
¤£ ¡¢連 いつものやり方 (= pratique

courante)

[5988] pratiques malhonnêtes
¤£ ¡¢連 汚いやり口

[5989] pratiquement
¤£ ¡¢副 実際には・ほとんど・事実上

[5990] pré
¤£ ¡¢男 牧場・草原・野原・決闘場

[5991] aller sur le pré
¤£ ¡¢連 決闘する

[5992] préau (préaux)
¤£ ¡¢男 校庭の屋根付き部分・中庭 (刑
務所・修道院の)

[5993] avec précaution
¤£ ¡¢連 慎重に・注意深く

[5994] précédemment
¤£ ¡¢副 以前に・以前は

[5995] précédent
¤£ ¡¢男 前例・先例

[5996] précéder
¤£ ¡¢動 [

¤£ ¡¢直目 に]先行する・先立つ

[5997] prêcher
¤£ ¡¢動 説教を行う

[5998] garder précieusement
¤£ ¡¢連 大事にとっておく

[5999] métal précieux
¤£ ¡¢連 貴金属

[6000] pierre précieuse
¤£ ¡¢連 宝石 (貴石)

[6001] objets précieux
¤£ ¡¢連 貴重品

[6002] précipice
¤£ ¡¢男 断崖・絶壁・危機

[6003] précipitamment
¤£ ¡¢副 大急ぎで

[6004] précipitation
¤£ ¡¢女 大急ぎ・大慌て・慌ただしさ・
沈殿作用・沈殿物・

¤£ ¡¢複 降水・降水
量
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[6005] précipité
¤£ ¡¢形 慌ただしい・急な・性急な・速
い

[6006] précipiter
¤£ ¡¢動 突き落とす (高いところから)・
投げつける・動きを速める・沈殿さ
せる

[6007] se précipiter
¤£ ¡¢動 身を投げる・飛び込む・駆け寄
る・突進する・急ぐ・速まる・沈殿
する

[6008] précis
¤£ ¡¢形 正確な・明確な・的確な・几帳
面な

[6009] plus précisément
¤£ ¡¢連 もっと正確に言えば

[6010] préciser
¤£ ¡¢動 正確に言う・明確にする

[6011] se préciser
¤£ ¡¢動 明確になる

[6012] précision
¤£ ¡¢女 正確さ・明確さ・鮮明さ・[多く
複数形] 詳しい説明

[6013] sans autre précision
¤£ ¡¢連 詳しい説明は抜きで

[6014] instrument de précision
¤£ ¡¢連 精密機器

[6015] manquer de précision
¤£ ¡¢連 [物事が] 正確さを欠く

[6016] calvitie précoce [kalvisi]
¤£ ¡¢連 若はげ

[6017] traitement précoce
¤£ ¡¢連 早期治療

[6018] précocité
¤£ ¡¢女 早熟・早咲き・早なり

[6019] préconçu
¤£ ¡¢形 予断の (悪い意味での)・予断を
含んだ

[6020] préconiser
¤£ ¡¢動 強く勧める・推奨する

[6021] prédécesseur
¤£ ¡¢男 前任者・先任者・

¤£ ¡¢複 先人・先
達・祖先

[6022] prédiction
¤£ ¡¢女 予言

[6023] prédilection
¤£ ¡¢女 偏愛・贔屓

[6024] avoir une prédilection

pour

¤£ ¡¢連 ～を特に好む・～をお気に入り
としている

[6025] prédire
¤£ ¡¢動 予言する・予測する (vous

prédisez)

[6026] préfabriqué
¤£ ¡¢形 プレハブの・組み立て式の・作
りものの (表情が)

[6027] préface
¤£ ¡¢女 序文・(事件などの)序奏・序曲

[6028] préfectoral (préfectorale,

préfectoraux)

¤£ ¡¢形 知事の・県の
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[6029] arrêté préfectoral
¤£ ¡¢連 県条例

[6030] préfecture
¤£ ¡¢女 県庁・県庁所在地・知事の任期

[6031] préfecture de police
¤£ ¡¢連 警視庁

[6032] préfet
¤£ ¡¢男 知事

[6033] préfet de police
¤£ ¡¢連 警視総監

[6034] préhistorique
¤£ ¡¢形 有史以前の・時代遅れの

[6035] préjugé
¤£ ¡¢男 偏見・先入観・予断

[6036] préjudice
¤£ ¡¢男 損害・不利益・侵害

[6037] prélèvement
¤£ ¡¢男 採取・天引き・徴収

[6038] prélèvement de sang

[prise de sang]

¤£ ¡¢連 採血

[6039] prélèvement obligatoire
¤£ ¡¢連 源泉徴収

[6040] prélever
¤£ ¡¢動 採取する・天引きする [sur, か
ら]

[6041] prématuré
¤£ ¡¢形 早すぎる・時期尚早の

[6042] accouchement pré-

maturé

¤£ ¡¢連 早産

[6043] mort prématurée
¤£ ¡¢連 夭折・若死

[6044] prématurément
¤£ ¡¢副 あまりに早く・時期尚早に

[6045] préméditer
¤£ ¡¢動 [

¤£ ¡¢直目 / de + inf]～することを
熟慮計画する

[6046] premier âge
¤£ ¡¢連 乳児期

[6047] premiers âges
¤£ ¡¢連 太古・原始時代

[6048] prénommer
¤£ ¡¢動 名前を付ける

[6049] préoccupant
¤£ ¡¢形 心配な・憂慮すべき

[6050] préoccupation
¤£ ¡¢女 気がかり・心配の種・大きな関
心事

[6051] préoccupé
¤£ ¡¢形 心配そうな・心を奪われた

[6052] préoccuper
¤£ ¡¢動 [

¤£ ¡¢直目 に] 心配させる・[
¤£ ¡¢直目

の] 頭をいっぱいにする

[6053] se préoccuper de
¤£ ¡¢連 ～のことを心配する・[+ inf]～
しようと腐心する

[6054] préparatif
¤£ ¡¢男 [多く複数形で] 準備・手はず

[6055] préparation
¤£ ¡¢女 準備・用意・心構え

[6056] préparatoire
¤£ ¡¢形 準備の・予備の

[6057] prescription
¤£ ¡¢女 処方 (医者の)・詳細な指示 (命
令)・時効
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[6167] procédé
¤£ ¡¢男 方法・やり方・型にはまったや
り方・振る舞い・態度

[6168] procéder à
¤£ ¡¢連 ～にとりかかる

[6169] procéder de
¤£ ¡¢連 ～から生じる・発する・由来す
る

[6170] être en procès avec
¤£ ¡¢連 ～と係争中である

[6171] gagner son procès
¤£ ¡¢連 裁判に勝つ

[6172] perdre son procès
¤£ ¡¢連 裁判に負ける

[6173] intenter un procès
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢間目 に対して訴訟を起こす

[6174] procès-verbal (procès-

verbaux)

¤£ ¡¢男 調書・交通違反調書

[6175] dresser un procès-verbal
¤£ ¡¢連 調書を取る

[6176] prochainement
¤£ ¡¢副 近いうちに・間もなく

[6177] dans un proche avenir
¤£ ¡¢連 近い将来に

[6178] la gare la plus proche
¤£ ¡¢連 最寄り駅

[6179] être proche de
¤£ ¡¢連 ～に近い

[6180] proclamation
¤£ ¡¢女 宣言・公表・声明・宣言文・声
明文

[6181] proclamer
¤£ ¡¢動 宣言する・声明する・布告する・
表明する・明言する

[6182] procurer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢間目 に

¤£ ¡¢直目 を手に入れさせ
る

[6183] se procurer
¤£ ¡¢動 ～を手に入れる・獲得する

[6184] prodigieux
¤£ ¡¢形 驚くべき・桁外れの

[6185] producteur
¤£ ¡¢名 生産者・

¤£ ¡¢形 生産する・生み出
す

[6186] moyens de production
¤£ ¡¢連 生産手段

[6187] frais de production
¤£ ¡¢連 生産コスト

[6188] production intérieure

brute

¤£ ¡¢連 国内総生産（GDP） (= P.I.B.)

[6189] produire
¤£ ¡¢動 生産する・産出する・引き起こ
す・生じさせる・制作する・書類を
提出する

[6190] se produire
¤£ ¡¢動 生じる・起こる

[6191] produit
¤£ ¡¢男 生産物・製品・産物・成果・収
益・利益

[6192] produits agricoles
¤£ ¡¢連 農産物
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[6082] pression atmosphérique
¤£ ¡¢連 大気圧

[6083] hautes pressions
¤£ ¡¢連 高気圧

[6084] basses pressions
¤£ ¡¢連 低気圧

[6085] pression artérielle
¤£ ¡¢連 血圧

[6086] groupe de pression
¤£ ¡¢連 圧力団体

[6087] prestidigitateur (prestidig-

itatrice)

¤£ ¡¢名 手品師

[6088] prestidigitation
¤£ ¡¢女 手品

[6089] garder son prestige
¤£ ¡¢連 威厳 (面目) を保つ

[6090] perdre son prestige
¤£ ¡¢連 威厳 (面目) を失う

[6091] présumer
¤£ ¡¢動 [

¤£ ¡¢直目 をあり得ると]推定する・
[que + ind. を] 推測する

[6092] prêt
¤£ ¡¢形 支度のできた (人)・準備ができ
た (もの)

[6093] être prêt à
¤£ ¡¢連 ～の心づもりができている

[6094] prêt
¤£ ¡¢男 貸すこと・貸付金

[6095] prêt à court terme
¤£ ¡¢連 短期貸し付け

[6096] prêt à long terme
¤£ ¡¢連 長期貸し付け

[6097] prétentieux
¤£ ¡¢形 うぬぼれた・思い上がった・こ
れ見よがしの・きざな

[6098] prétention
¤£ ¡¢女 権利の主張 [à, sur、に対する]・
自負・自任・思い上がり

[6099] prêter
¤£ ¡¢動 貸す・与える・提供する・宣誓
する・[

¤£ ¡¢直目 の] 責任にする

[6100] se prêter à
¤£ ¡¢連 ～に応じる・同意する・～に適
する

[6101] sous aucun prétexte
¤£ ¡¢連 どんな事情があっても (～しな
い)

[6102] sous prétexte de
¤£ ¡¢連 [qch / inf]～を口実にして

[6103] prétexter
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を口実にする

[6104] prêtre
¤£ ¡¢男 カトリックの司祭・聖職者・神
父・古代宗教の神官 (祭司)

[6105] faire preuve de
¤£ ¡¢連 ～を示す・～のあるところを見
せる

[6106] faire ses preuves
¤£ ¡¢連 真価を示す

[6107] jusqu’à preuve du con-

traire

¤£ ¡¢連 反証があがるまで
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[6108] prévenant
¤£ ¡¢形 よく気のつく・思いやりのある・
親切な・感じの良い

[6109] prévenir
¤£ ¡¢動 前もって知らせる・予告する・
通報する・通知する

[6110] prévention
¤£ ¡¢女 防止・予防・予防策・先入観・
偏見・未決勾留期間

[6111] prévisible
¤£ ¡¢形 予測できる・予想できる

[6112] prévision
¤£ ¡¢女 予測・予知・予想されたこと

¤£ ¡¢複
[6113] prévision à court terme

¤£ ¡¢連 短期見通し

[6114] prévision à long terme
¤£ ¡¢連 長期見通し

[6115] prévisions du temps
¤£ ¡¢連 天 気 予 報 (= prévisions

météorologiques)

[6116] prévoir
¤£ ¡¢動 [qch / que+ind]予想する・予
測する・準備する

[6117] prévoyant
¤£ ¡¢形 先見の明のある・用意周到な・
備えのある

[6118] les trois couleurs pri-

maires

¤£ ¡¢連 三原色

[6119] enseignement primaire
¤£ ¡¢連 初等教育

[6120] école primaire
¤£ ¡¢連 小学校

[6121] prime
¤£ ¡¢女 特別手当・ボーナス・国家によ
る援助金・景品・おまけ

[6122] en prime
¤£ ¡¢連 その上・おまけに

[6123] primevère
¤£ ¡¢女 サクラソウ (桜草)

[6124] primitif
¤£ ¡¢形 原始の・原初の・起源の・未開
の

[6125] couleurs primitives
¤£ ¡¢連 原色

[6126] homme primitif
¤£ ¡¢連 原始人

[6127] société primitive
¤£ ¡¢連 未開社会

[6128] primordial (primordiale, pri-

mordiaux)

¤£ ¡¢形 きわめて重要な・基幹となる・
原初の

[6129] printanier
¤£ ¡¢形 春の・春らしい

[6130] en priorité
¤£ ¡¢連 優先的に・まず第一に (= par

priorité)

[6131] prise de son
¤£ ¡¢連 録音

[6132] prise de vue
¤£ ¡¢連 撮影 (= prise de vues)

[6133] prise d’eau
¤£ ¡¢連 蛇口・取水口
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[6134] prise d’air
¤£ ¡¢連 通気口・換気口

[6135] prise de terre
¤£ ¡¢連 アース

[6136] prise de sang
¤£ ¡¢連 採血

[6137] prison à vie
¤£ ¡¢連 終身刑

[6138] prisonnier politique
¤£ ¡¢連 政治犯

[6139] prisonnier de guerre
¤£ ¡¢連 捕虜

[6140] privation
¤£ ¡¢女 [多く複数形]不足・窮乏・耐乏
生活

[6141] propriété privée
¤£ ¡¢連 私有地

[6142] enseignement privé
¤£ ¡¢連 私学

[6143] entreprise privée
¤£ ¡¢連 私企業

[6144] dans le privé
¤£ ¡¢連 私企業で (に)・私生活で・プラ
イベートで

[6145] en privé
¤£ ¡¢連 私的に・一対一で

[6146] priver de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 から～を奪う

[6147] se priver de
¤£ ¡¢連 ～を断つ・とらない・自分に禁
じる

[6148] privilège de la jeunesse
¤£ ¡¢連 若さの特権

[6149] classes privilégiées
¤£ ¡¢連 特権者階級

[6150] à prix élevé
¤£ ¡¢連 高値で

[6151] à moitié prix
¤£ ¡¢連 半値で (=moitié prix)

[6152] à bas prix
¤£ ¡¢連 安値で (= à bon prix, à vil prix)

[6153] prix de revient
¤£ ¡¢連 原価

[6154] prix d’achat
¤£ ¡¢連 仕入れ価格

[6155] prix de vente
¤£ ¡¢連 販売価格

[6156] hausse des prix
¤£ ¡¢連 物価の上昇

[6157] baisse des prix
¤£ ¡¢連 物価の下落

[6158] obtenir le premier prix
¤£ ¡¢連 一等賞をとる

[6159] hors de prix
¤£ ¡¢連 法外に高い

[6160] probabilité
¤£ ¡¢女 蓋然性・確からしさ・確率

[6161] solution d’un problème
¤£ ¡¢連 問題の解答

[6162] poser un problème
¤£ ¡¢連 問題を出す

[6163] résoudre un problème
¤£ ¡¢連 問題を解く

[6164] soulever un problème
¤£ ¡¢連 問題を提起する

[6165] des problèmes de santé
¤£ ¡¢連 健康上の問題

[6166] des problèmes d’argent
¤£ ¡¢連 金銭問題
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[6278] proprement
¤£ ¡¢副 きれいに・清潔に・きちんと・
丁寧に・清廉潔白に・まさに・文字
通り

[6279] aimer la propreté
¤£ ¡¢連 清潔を好む・清潔好きである

[6280] propriétaire
¤£ ¡¢名 持ち主・所有者・家主・地主

[6281] grand propriétaire
¤£ ¡¢連 大地主

[6282] propriété
¤£ ¡¢女 所有物・所有地・大邸宅・農
地・所有権・特性・特質

[6283] propriété mobilière
¤£ ¡¢連 動産

[6284] propriété immobilière
¤£ ¡¢連 不動産

[6285] propriété intellectuelle
¤£ ¡¢連 知的所有権

[6286] propriété littéraire
¤£ ¡¢連 著作権

[6287] propriétés physiques
¤£ ¡¢連 物理的特性

[6288] prospecter
¤£ ¡¢動 (天然資源を求めて土地を) 踏
査する．探査する・(市場・顧客) の
調査 (開拓) をする

[6289] prospectus [prOspEktys]
¤£ ¡¢男 パンフレット・ちらし・案内書・
内容見本

[6290] prospère
¤£ ¡¢形 栄えている・盛んな・順調な・
血色が良い・健康状態の良い

[6291] prospérer
¤£ ¡¢動 繁栄する・繁盛する・発展する・
栄える・繁殖する・良く育つ

[6292] protecteur
¤£ ¡¢名 保護者・庇護者・擁護者

[6293] protection
¤£ ¡¢女 保護・防護・保護物・遮蔽装
置・庇護・後援・力添え

[6294] protéger
¤£ ¡¢動 保護する・擁護する・庇護する・
[contre, de, から]守る・防ぐ

[6295] protestation
¤£ ¡¢女 抗議・抗議文・異議・反対・明
言・広言

[6296] protester
¤£ ¡¢動 [contre, に] 抗議する・反対す
る・[de、を] 主張する・断言する

[6297] prouver
¤£ ¡¢動 証明する・示す．証拠となる

[6298] provenance
¤£ ¡¢女 出所・発送元・起源

[6299] en provenance de
¤£ ¡¢連 ～から来た・～発の

[6300] provenir de
¤£ ¡¢連 ～から来る・～に由来する

[6301] province
¤£ ¡¢女 地方・田舎・州
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[6193] produits industriels
¤£ ¡¢連 工業製品

[6194] produits alimentaires
¤£ ¡¢連 食品

[6195] produits de beauté
¤£ ¡¢連 化粧品

[6196] produits bruts
¤£ ¡¢連 総収入

[6197] produits nets
¤£ ¡¢連 実収入

[6198] produit national brut
¤£ ¡¢連 国民総生産（GNP） (= P.N.B.)

[6199] de profession
¤£ ¡¢連 本職の・プロの・常習的

[6200] faute professionnelle
¤£ ¡¢連 業務上の過失

[6201] école professionnelle
¤£ ¡¢連 専門学校

[6202] maladie professionnelle
¤£ ¡¢連 職業病

[6203] profil [prOfil]
¤£ ¡¢男 横顔・物の輪郭・外形・断面
(図)・側面 (図)・適性・素質

[6204] de profil
¤£ ¡¢連 横から・横向きの

[6205] profit
¤£ ¡¢男 利益・利潤・儲け・有益・利点

[6206] au profit de
¤£ ¡¢連 ～のために

[6207] tirer profit de
¤£ ¡¢連 ～を役立てる

[6208] profitable à
¤£ ¡¢連 ～にとって有益な・利益をもた
らすような

[6209] profiter de
¤£ ¡¢連 ～を有効に利用する・活用す
る・悪用する・つけ込む

[6210] profiter à
¤£ ¡¢連 ～(人) の役に立つ・(食べ物が)

滋養になる

[6211] sommeil profond
¤£ ¡¢連 熟睡

[6212] plaie profonde
¤£ ¡¢連 深い傷・深手

[6213] profondément
¤£ ¡¢副 深く・心の底から・根底的に・
根本的に

[6214] respirer profondément
¤£ ¡¢連 深呼吸する

[6215] dormir profondément
¤£ ¡¢連 熟睡する

[6216] en profondeur
¤£ ¡¢連 縦に深く・根本的な・根本的に

[6217] progrès
¤£ ¡¢男 進歩・発展・進展・向上・上達

[6218] être en progrès
¤£ ¡¢連 進歩 (発展・進行)中の (で)

[6219] faire des progrès
¤£ ¡¢連 進歩する・向上する・発達する・
上達する

[6220] progresser
¤£ ¡¢動 進歩する・向上する・発達する・
上達する

[6221] progressif
¤£ ¡¢形 漸進的な・段階的な・徐々の
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[6222] augmentation progres-

sive

¤£ ¡¢連 漸増

[6223] impôt progressif
¤£ ¡¢連 累進税

[6224] progressivement
¤£ ¡¢副 次第に・徐々に

[6225] proie
¤£ ¡¢女 獲物・犠牲

[6226] projecteur
¤£ ¡¢男 投光器・映写機・プロジェク
ター

[6227] projectile
¤£ ¡¢男 弾丸・発射物・投げつけるもの

[6228] projectile nucléaire
¤£ ¡¢連 核弾頭

[6229] projection
¤£ ¡¢女 投擲・発射・噴出・映写・投影・
予測

¤£ ¡¢複 発射物・噴出物
[6230] faire des projets de va-

cances

¤£ ¡¢連 バカンスの計画を立てる

[6231] projeter
¤£ ¡¢動 計画する・放り出す・噴出する・
映写する

[6232] prolongation
¤£ ¡¢女 延長・延長戦

¤£ ¡¢複
[6233] jouer les prolongations

¤£ ¡¢連 延長戦を戦う

[6234] prolongement
¤£ ¡¢男 延長・延長部分・継続・続行・¤£ ¡¢複 歴史的影響

[6235] prolonger
¤£ ¡¢男 延長する・延ばす

[6236] promenade
¤£ ¡¢女 散歩・散歩道

[6237] faire une promenade
¤£ ¡¢連 散歩する

[6238] aller en promenade
¤£ ¡¢連 散歩に行く

[6239] promener
¤£ ¡¢動 散歩させる・人を案内して回る

[6240] se promener
¤£ ¡¢動 散歩する

[6241] promeneur
¤£ ¡¢名 散歩する人・散策者

[6242] tenir sa promesse
¤£ ¡¢連 約束を守る

[6243] manquer sa promesse
¤£ ¡¢連 約束を破る

[6244] faire la promesse de
¤£ ¡¢連 ～する約束をする

[6245] promesse de mariage
¤£ ¡¢連 結婚の約束

[6246] promesses électorales
¤£ ¡¢連 選挙公約

[6247] promettre
¤£ ¡¢動 [de + inf. / que ind.] すること
を約束する

[6248] se promettre de
¤£ ¡¢連 ～する決心をする

[6249] être prompte à
¤£ ¡¢連 すぐに～する性格 (性質) の

[6250] se prononcer
¤£ ¡¢動 発音される (文字などが)

[6251] prononciation
¤£ ¡¢女 発音
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[6252] pronostic
¤£ ¡¢男 [多く複数形]予想・予測・予後
の診断

[6253] pronostiquer
¤£ ¡¢動 予想する・予測する・予告する・
予後の診断を下す

[6254] propagande
¤£ ¡¢女 宣伝・プロパガンダ

[6255] propagation
¤£ ¡¢女 広がること・蔓延・普及・伝播

[6256] propagation d’un in-

cendie

¤£ ¡¢連 延焼

[6257] propager
¤£ ¡¢動 広める・広く伝える

[6258] se propager
¤£ ¡¢動 広がる・広まる・伝わる

[6259] propice
¤£ ¡¢形 [à, pour、に] 好都合な・適し
た・具合の良い

[6260] moment propice
¤£ ¡¢連 好機

[6261] vent propice
¤£ ¡¢連 順風・追い風

[6262] proportion
¤£ ¡¢女 割合・比率・釣り合い・均整・
バランス・

¤£ ¡¢複 大きさ・規模
[6263] proportion de A et de B

¤£ ¡¢連 A と B の比率 (= proportion

entre A et B)

[6264] proportionné
¤£ ¡¢形 均整の取れた・プロポーション
の良い・[à、に]見合った・釣り合っ
た

[6265] proportionnellement à
¤£ ¡¢連 ～に応じて・比例して

[6266] proposer
¤£ ¡¢動 提案する・提示する・申し出る・
勧める

[6267] se proposer de
¤£ ¡¢連 ～するつもりである

[6268] se proposer pour
¤£ ¡¢連 ～しようと申し出る

[6269] proposition
¤£ ¡¢女 提案・申し出・提案

[6270] tenue propre
¤£ ¡¢連 こぎれいな身なり

[6271] les mains propres
¤£ ¡¢連 清潔な手

[6272] usine propre
¤£ ¡¢連 無公害の工場

[6273] énergies propres
¤£ ¡¢連 クリーン・エネルギー

[6274] copie propre
¤£ ¡¢連 清書

[6275] travail propre
¤£ ¡¢連 丁寧な仕事

[6276] Ce n’est pas propre.
¤£ ¡¢連 汚いな!・不潔だな!・卑怯なや
り方だ!

[6277] mettre au propre
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を清書する
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[6302] provincial (　 provinciale,

provinciaux)

¤£ ¡¢形 地方の・田舎の・田舎じみた

[6303] provision
¤£ ¡¢女 蓄え・備蓄・

¤£ ¡¢複 買い物・買い
置き

[6304] une provision de
¤£ ¡¢連 たくさんの～

[6305] solution provisoire
¤£ ¡¢連 一時的な解決

[6306] gouvernement provi-

soire

¤£ ¡¢連 臨時政府

[6307] installation provisoire
¤£ ¡¢連 仮住まい

[6308] provoquer
¤£ ¡¢動 引き起こす・

¤£ ¡¢直目 を～[à inf.]

するように挑発する

[6309] proximité
¤£ ¡¢女 近いこと・近接

[6310] prudence
¤£ ¡¢女 慎重・用心

[6311] prudent
¤£ ¡¢形 慎重な・用心深い

[6312] conduite prudente
¤£ ¡¢連 慎重な振る舞い・安全運転

[6313] prune
¤£ ¡¢女 プラム・スモモ

[6314] pruneau (pruneaux)
¤£ ¡¢男 プルーン・干しスモモ

[6315] prunelle
¤£ ¡¢女 瞳・目・眼差し

[6316] prunelle
¤£ ¡¢女 リンボクの実

[6317] prunier
¤£ ¡¢男 プラムの木

[6318] psychiatre [psikjatr]
¤£ ¡¢名 精神科医

[6319] psychologie [psikOlOZi]
¤£ ¡¢女 心理学・他人の気持ちへの洞察
力

[6320] psychologie collective

[psikOlOZi]

¤£ ¡¢連 集団心理

[6321] psychologique [psikOlOZik]
¤£ ¡¢形 心理的な・心理の・心理学の

[6322] guerre psychologique

[psikOlOZik]

¤£ ¡¢連 神経戦・心理戦争

[6323] état psychologique

[psikOlOZik]

¤£ ¡¢連 心理状態

[6324] psychologue [psikOlOg]
¤£ ¡¢名 心理学者

[6325] puanteur
¤£ ¡¢女 悪臭

[6326] opinion publique
¤£ ¡¢連 世論

[6327] lieux publics
¤£ ¡¢連 公共の場

[6328] école publique
¤£ ¡¢連 公立学校

[6329] Trésor public
¤£ ¡¢連 国庫

[6330] en public
¤£ ¡¢連 公衆の面前で
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[6331] publicitaire
¤£ ¡¢形 宣伝の・広告の

[6332] publicité
¤£ ¡¢女 宣伝・広告・コマーシャル

[6333] publiquement
¤£ ¡¢副 公然と・公衆の面前で

[6334] puce
¤£ ¡¢女 ノミ (蚤)

[6335] puceron
¤£ ¡¢男 アブラムシ・アリマキ

[6336] puer
¤£ ¡¢動 悪臭を発する

[6337] puériculture
¤£ ¡¢女 育児学・育児法

[6338] puéril
¤£ ¡¢形 子供っぽい・幼稚な

[6339] puiser
¤£ ¡¢動 汲む・取り出す

[6340] puissamment
¤£ ¡¢副 強力に・力強く・たくましく

[6341] puissance
¤£ ¡¢女 力・強さ・出力・電力・能力・
強国

[6342] puissance d’un pays
¤£ ¡¢連 国力

[6343] puissance économique
¤£ ¡¢連 経済力

[6344] les grandes puissances
¤£ ¡¢連 列強

[6345] puissant
¤£ ¡¢形 強い・強力な・パワーのある

[6346] personnage puissant
¤£ ¡¢連 有力者

[6347] puits
¤£ ¡¢男 井戸

[6348] pull-over
¤£ ¡¢男 セーター

[6349] pulvérisateur
¤£ ¡¢男 スプレー・噴霧器

[6350] pulvériser
¤£ ¡¢動 霧状にして吹きかける・粉末に
する・粉砕する

[6351] punaise
¤£ ¡¢女 ナンキン虫・画鋲

[6352] punir
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を～[pour, de + inf.] の
理由で罰する

[6353] punition
¤£ ¡¢女 罰・処罰・懲罰

[6354] infliger une punition
¤£ ¡¢連 罰を当てる (= donner une pu-

nition)

[6355] punition corporelle
¤£ ¡¢連 体罰

[6356] pupille [pypij/pypil]
¤£ ¡¢女 瞳孔・瞳

[6357] pur et simple
¤£ ¡¢連 純然たる・無条件の

[6358] purée
¤£ ¡¢女 ピューレ－・マッシュポテト

[6359] purement
¤£ ¡¢副 全く・ひたすら・ただ単に

[6360] pureté
¤£ ¡¢女 純粋さ・清らかさ・清澄・清純・
無垢

[6361] purifier
¤£ ¡¢動 浄化する・純化する

[6362] purin
¤£ ¡¢男 水肥え
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[6363] pur-sang (invariable)
¤£ ¡¢男 サラブレッド

[6364] pus [py]
¤£ ¡¢男 うみ・膿

[6365] puzzle [pœzl]
¤£ ¡¢男 ジグソーバズル

[6366] pyjama
¤£ ¡¢男 パジャマ

[6367] pylône
¤£ ¡¢男 鉄塔

[6368] pyramide
¤£ ¡¢女 ピラミッド
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[6420] racheter
¤£ ¡¢動 買い直す・買い足す・新しく買
う・買い戻す・あがなう・償う

[6421] se racheter
¤£ ¡¢動 (過ちや失敗の)埋め合わせをす
る

[6422] discrimination raciale
¤£ ¡¢連 人種差別

[6423] affrontement racial
¤£ ¡¢連 人種間の対立

[6424] racine
¤£ ¡¢女 根・付け根 (歯・髪・鼻の)・根
本・根源

[6425] racisme
¤£ ¡¢男 人種差別

[6426] raciste
¤£ ¡¢名 人種差別主義者

[6427] racler
¤£ ¡¢動 削り取る・こする

[6428] radar
¤£ ¡¢男 レーダー・電波探知機

[6429] rade
¤£ ¡¢女 停泊地・投錨

[6430] radeau (radeaux)
¤£ ¡¢男 いかだ

[6431] radiateur
¤£ ¡¢男 放熱器・ラジエーター・冷却器

[6432] radical
¤£ ¡¢形 根本的な・本質的な・効果てき
めんの・

[6433] radieux
¤£ ¡¢形 良く晴れた・太陽が光り輝く・
喜びに溢れた・晴れやかな

[6434] radio
¤£ ¡¢女 ラジオ放送・ラジオ受信機・X

線撮影・X 線写真

[6435] passer une radio
¤£ ¡¢連 X 線検査を受ける

[6436] radiodiffuser
¤£ ¡¢動 ラジオで放送する

[6437] radiographie
¤£ ¡¢女 レントゲン写真・X 線撮影法

[6438] radiophonique
¤£ ¡¢形 ラジオ放送の

[6439] radis
¤£ ¡¢男 ラディッシュ

[6440] radoucir
¤£ ¡¢動 和らげる・温暖にする

[6441] se radoucir
¤£ ¡¢動 温暖になる・穏やかになる

[6442] radoucissement
¤£ ¡¢男 温暖になること・温和になるこ
と

[6443] rafale
¤£ ¡¢女 突風・一斉射撃・連射・連発

[6444] rafale de pluie
¤£ ¡¢連 スコール

[6445] rafale de neige
¤£ ¡¢連 吹雪

[6446] rafales de mitrailleuse
¤£ ¡¢連 機銃掃射

[6447] raffinage
¤£ ¡¢男 精製

[6448] raffiné
¤£ ¡¢形 洗練された・凝った・精製され
た
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第 17章

Q

[6369] quadrilatère [k(w)adrilatEr]
¤£ ¡¢男 四角形

[6370] quadrillage [kadrijaZ]
¤£ ¡¢男 碁盤縞・方眼・碁盤割り (地図
などの)・碁盤目作戦 (地域分割捜
査)

[6371] quadrillé [kadrije]
¤£ ¡¢形 方眼の・碁盤縞のある

[6372] quai
¤£ ¡¢男 プラットホーム・波止場・埠頭・
岸壁・河岸通り・川岸

[6373] arriver à quai
¤£ ¡¢連 船が接岸する

[6374] être à quai
¤£ ¡¢連 船が接岸中である

[6375] qualifié
¤£ ¡¢形 資格のある・出場資格のある

[6376] qualifier de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を～と呼ぶ

[6377] qualifier pour
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 に～への資格を与える

[6378] se qualifier pour
¤£ ¡¢連 ～への出場資格を得る

[6379] certificat de qualité
¤£ ¡¢連 品質証明

[6380] de première qualité
¤£ ¡¢連 最上級の

[6381] quantité de
¤£ ¡¢連 たくさんの～ (= une quantité

de, des quantités de)

[6382] quasiment
¤£ ¡¢副 ほぼ・ほとんど

[6383] quereller
¤£ ¡¢動 非難する・叱る・文句をつける

[6384] se quereller avec
¤£ ¡¢連 ～とけんかし合う

[6385] questionnaire
¤£ ¡¢男 アンケートなどの質問事項・質
問票

[6386] questionner
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に質問する・尋問する

[6387] quête
¤£ ¡¢女 募金・義援金

[6388] quêter
¤£ ¡¢動 募金する

[6389] quincaillerie [kẼkajri]
¤£ ¡¢女 金物店・金物類・金物業
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[6390] quittance
¤£ ¡¢女 領収書・受領書

[6391] quitte
¤£ ¡¢形 借金がない状態の・借りがない
状態の

[6392] quitte à
¤£ ¡¢連 [+ inf.]～する覚悟で・～しても
構わないので

[6393] quitter son emploi
¤£ ¡¢連 退職する

[6394] de quoi
¤£ ¡¢連 [+ inf.]～するに必要な物・～
するに足る物

[6395] Il n’y a pas de quoi.
¤£ ¡¢連 いいえ、どういたしまして (=

Pas de quoi.)

[6396] quotidien de matin
¤£ ¡¢連 朝刊

[6397] quotidien de soir
¤£ ¡¢連 夕刊
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第 18章

R

[6398] rabais
¤£ ¡¢男 値引き・割引・ディスカウント

[6399] au rabais
¤£ ¡¢副 安値で・低い賃金で・三流の

[6400] rabaisser
¤£ ¡¢動 低くする・おとしめる・けなす・
制限する・抑制する

[6401] rabattre
¤£ ¡¢動 おろす・下げる・閉める・折り
返す・折り畳む・値引きする・追い
立てる

[6402] rabbin
¤£ ¡¢男 ラビ (ユダヤ教の祭司)

[6403] rabot
¤£ ¡¢男 かんな (鉋)

[6404] raboter
¤£ ¡¢動 鉋をかける・強くこする

[6405] raccommodage
¤£ ¡¢男 繕い・修繕

[6406] raccommoder
¤£ ¡¢動 繕う・修繕する・仲直りさせる

[6407] raccompagner
¤£ ¡¢動 送り届ける (帰る人を)・見送る

[6408] raccorder
¤£ ¡¢動 つなぎ合わせる・接続する

[6409] raccourci
¤£ ¡¢男 近道・簡潔な表現・省略

[6410] raccourci clavier
¤£ ¡¢連 キーボードショートカット

[6411] raccourcir
¤£ ¡¢動 短くする・縮める

[6412] raccrocher
¤£ ¡¢動 再び掛ける・掛け直す・呼び止
める・電話を切る

[6413] race blanche
¤£ ¡¢連 白色人種

[6414] race noire
¤£ ¡¢連 黒色人種

[6415] race jaune
¤£ ¡¢連 黄色人種

[6416] race germanique
¤£ ¡¢連 ゲルマン民族

[6417] race latine
¤£ ¡¢連 ラテン民族

[6418] race celtique
¤£ ¡¢連 ケルト民族

[6419] rachat
¤£ ¡¢男 買い戻すこと・買い戻し・償い・
贖罪・身代金支払いによる釈放
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[6520] rapide
¤£ ¡¢形 速度が速い・迅速な・素早い・
即効の・手っ取り早い

[6521] rapidement
¤£ ¡¢副 急いで・素早く・迅速に

[6522] rapidité
¤£ ¡¢女 素早さ・迅速さ・速さ

[6523] rapiécer
¤£ ¡¢動 継ぎを当てて繕う

[6524] rappel
¤£ ¡¢男 呼び戻し・本国召喚 (外交官
の)・喚起・促し

[6525] rappeler
¤£ ¡¢動 呼び戻す・再び電話する・思い
出させる

[6526] se rappeler
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を思い出す・覚えている

[6527] rapport
¤£ ¡¢男 報告・報告書・レポート・関係・
関連・繋がり・類似・共通点

[6528] rapport oral
¤£ ¡¢連 口頭報告

[6529] rapport écrit
¤£ ¡¢連 文書報告

[6530] en rapport avec
¤£ ¡¢連 ～と釣り合った・～にふさわし
い

[6531] par rapport à
¤£ ¡¢連 ～と比べて・～に応じて・～か
ら見て・～に対して

[6532] rapporter
¤£ ¡¢動 元の場所に戻す・返却する・持
ち帰る・もたらす・語る・伝える・告
げる

[6533] se rapporter à
¤£ ¡¢連 ～と関係がある

[6534] rapprochement
¤£ ¡¢男 近づくこと・接近・和解・歩み
寄り

[6535] rapprocher de
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を～に近づける

[6536] se rapprocher de
¤£ ¡¢動 ～に近づく

[6537] rapt [rapt]
¤£ ¡¢男 誘拐

[6538] raquette
¤£ ¡¢女 ラケット・かんじき

[6539] rare
¤£ ¡¢形 まれな・珍しい・異例な・滅多
にない

[6540] animal rare
¤£ ¡¢連 珍獣

[6541] se raréfier
¤£ ¡¢動 少なくなる・欠乏する・まれに
なる・希薄になる

[6542] rarement
¤£ ¡¢副 めったに～ない・まれに

[6543] rareté
¤£ ¡¢女 珍しさ・希少性・珍品

[6544] ras
¤£ ¡¢形 短く刈り込んだ・毛足の短い・
丈の低い (植物)
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[6449] raffiner
¤£ ¡¢動 精製する・洗練する・磨く

[6450] raffinerie
¤£ ¡¢女 製油所・精製工場

[6451] raffoler de
¤£ ¡¢連 ～に夢中である・～が大好きで
ある

[6452] rafraîchir
¤£ ¡¢動 冷やす・のどの渇きを癒す・爽
やかにする

[6453] se rafraîchir
¤£ ¡¢動 冷える・涼しくなる

[6454] rafraîchissant
¤£ ¡¢形 のどの渇きを癒す

[6455] rafraîchissement
¤£ ¡¢男 涼しくなること・冷やすこと・冷
たいもの

¤£ ¡¢複
[6456] rage

¤£ ¡¢女 激怒・狂犬病

[6457] raide
¤£ ¡¢形 かたい・ごわごわした・強張っ
た・硬直した・険しい・急な・頑固
な

[6458] raideur
¤£ ¡¢女 強張り・硬直・急勾配・ぎごち
なさ・こだわり

[6459] raie
¤£ ¡¢女 縞・ストライプ・髪の分け目

[6460] rail [rAj]
¤£ ¡¢男 レール

[6461] grappe de raisin
¤£ ¡¢連 ブドウの房

[6462] raisins secs
¤£ ¡¢連 干しぶどう

[6463] à plus forte raison
¤£ ¡¢連 なおさら・まして

[6464] donner raison à
¤£ ¡¢連 ～が正しいと認める

[6465] Il n’y a pas de raison.
¤£ ¡¢連 そんなことをしていただく訳に
は行きません (親切な申し出に対し
て)

[6466] pour raison de
¤£ ¡¢連 [+ 無冠詞名詞]～の理由で

[6467] raisonnable
¤£ ¡¢形 分別のある・道理をわきまえた・
当を得た・穏当な

[6468] raisonnablement
¤£ ¡¢副 分別を持って・適度に・節度を
持って

[6469] raisonnement
¤£ ¡¢男 推論・論証・

¤£ ¡¢複 理屈を並べる
こと

[6470] raisonnement déductif
¤£ ¡¢連 演繹法 (<=> raisonnement in-

ductif（帰納法）)

[6471] raisonnement par

l’absurde

¤£ ¡¢連 背理法
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[6472] raisonner
¤£ ¡¢動 推論する・議論する・思考する・
へりくつを並べる

[6473] rajeunir
¤£ ¡¢動 若く見せる (服装が人を)・若返
らせる・若く見る

[6474] ralenti
¤£ ¡¢形 緩慢な・ゆっくりとした

[6475] au ralenti
¤£ ¡¢連 スローモーションで・テンポを
落として・ゆっくりと

[6476] ralentir
¤£ ¡¢動 スピードを落とす・徐行する・
ペースを落とす

[6477] ralentissement
¤£ ¡¢男 減速・徐行・低下・鈍化・衰え

[6478] rallonge
¤£ ¡¢女 継ぎ足し部分 (テーブルなど
の)・延長コード

[6479] rallonger
¤£ ¡¢動 長くする

[6480] rallumer
¤£ ¡¢動 再び火をつける・再燃させる・
かき立てる

[6481] rallye
¤£ ¡¢動 ラリー (特に自動車の)

[6482] ramassage
¤£ ¡¢男 回収・採集・寄せ集めること

[6483] ramasser
¤£ ¡¢動 集める．寄せ集める・拾う・拾
い集める

[6484] rame
¤£ ¡¢女 オール・櫂

[6485] rame
¤£ ¡¢女 地下鉄などの列車・一編成の車
両

[6486] rameau
¤£ ¡¢男 小枝・細枝

[6487] les Rameaux
¤£ ¡¢連 枝の主日 (復活祭直前の日曜
日)

[6488] ramener
¤£ ¡¢動 連れ戻す・連れ帰る・持ち帰
る・再び生じさせる

[6489] ramer
¤£ ¡¢動 オールでこぐ

[6490] rameur (rameuse)
¤£ ¡¢名 ボートのこぎ手

[6491] ramollir
¤£ ¡¢動 柔らかくする (バターや練り粉
を)・怠惰にする・気力を失わせる

[6492] ramonage
¤£ ¡¢男 煙突掃除

[6493] ramoneur
¤£ ¡¢動 煙突やパイプの掃除をする

[6494] ramoner
¤£ ¡¢男 煙突掃除人

[6495] rampe
¤£ ¡¢女 手すり・欄干・高速道路のラン
プウェー



フランス語単語 10000語 243

[6496] ramper
¤£ ¡¢動 這う・這って進む・匍匐する・
這いずる

[6497] ranch [rÃtS] (ranches, ranchs)
¤£ ¡¢男 大牧場 (アメリカ合衆国の草原
地帯の)

[6498] rançon
¤£ ¡¢女 身代金・代償・代価

[6499] rançon de la célébrité
¤£ ¡¢連 有名税

[6500] rancune
¤£ ¡¢女 恨み・遺恨

[6501] avoir de la rancune con-

tre

¤£ ¡¢連 ～に恨みを抱く

[6502] rancunier
¤£ ¡¢形 恨みがましい (人)・根に持つ
(人)・執念深い (人)

[6503] randonnée
¤£ ¡¢女 遠出・遠足

[6504] rang
¤£ ¡¢男 列・横列・順位・ランク・順番・
身分・地位・仲間・集団・兵卒 [集
合的]

[6505] de premier rang
¤£ ¡¢連 第一級の

[6506] par rang d’âge
¤£ ¡¢連 年齢順に

[6507] par rang de taille
¤£ ¡¢連 サイズ順に

[6508] rang social
¤£ ¡¢連 社会的地位

[6509] rangée
¤£ ¡¢女 列

[6510] rangée de maisons
¤£ ¡¢連 家並

[6511] rangement
¤£ ¡¢男 整理・整頓・収納スペース

[6512] ranger
¤£ ¡¢動 整頓する・片付ける・きちんと
並べる・車を脇に寄せる

[6513] se ranger
¤£ ¡¢動 脇に寄る・脇にどく

[6514] ranimer
¤£ ¡¢動 蘇生させる・意識を回復させ
る・生気を取り戻させる・再びかき
立てる

[6515] râpe
¤£ ¡¢女 おろし金・石目やすり・荒目や
すり

[6516] râpé
¤£ ¡¢形 おろした・千切りの

[6517] râper
¤£ ¡¢動 すりおろす・細かくする・ヤス
リをかける・肌や喉を刺激する

[6518] rapetisser
¤£ ¡¢動 小さくする・縮小する・小さく
見せる・価値を下げる・おとしめる

[6519] raphia
¤£ ¡¢男 ラフィアヤシ (植物)
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[6618] réaliste
¤£ ¡¢形 現実主義の・現実感覚のある・
写実主義の

[6619] réalité
¤£ ¡¢女 現実・実人生・現実の物事 [多
く複数形]・現実性・実在性

[6620] réapparaître
¤£ ¡¢動 再び現れる

[6621] réapprendre
¤£ ¡¢動 再び学ぶ・学び直す

[6622] rebâtir
¤£ ¡¢動 再建する・立て直す

[6623] rebond
¤£ ¡¢男 バウンド・はずむこと

[6624] rebondir
¤£ ¡¢動 はずむ (ボールなどが)・跳ね返
る・新たな展開を示す (事件などが)

[6625] rebondissement
¤£ ¡¢男 新展開・新たな動向や局面

[6626] reboucher
¤£ ¡¢動 再び栓をする

[6627] à rebours
¤£ ¡¢連 逆向きに・逆さまに

[6628] compte à rebours
¤£ ¡¢連 カウントダウン

[6629] esprit à rebours
¤£ ¡¢連 つむじ曲がり・あまのじゃく

[6630] à rebrousse-poil
¤£ ¡¢連 毛並みに逆らって

[6631] rebrousser chemin
¤£ ¡¢連 引き返す

[6632] rébus [rebys]
¤£ ¡¢男 判じ絵・謎文字・謎掛け・悪筆

[6633] rebuter
¤£ ¡¢動 気持ちをくじく・意気沮喪させ
る・不愉快にさせる・嫌悪を抱かせ
る

[6634] recaler
¤£ ¡¢動 落第させる・落とす

[6635] récapitulation
¤£ ¡¢女 要約

[6636] récapituler
¤£ ¡¢動 要約して述べる・要点を繰り返
す・再検討する・振り返る

[6637] récemment
¤£ ¡¢副 最近・近頃

[6638] récent
¤£ ¡¢形 最近の・できてまもない

[6639] récepteur
¤£ ¡¢男 受信機・受像機・受話器

[6640] réception
¤£ ¡¢女 受け取ること・受領・レセプショ
ン・フロント・受付・入会・入会許
可

[6641] recette
¤£ ¡¢女 料理の作り方・料理法・やり方・
こつ・収入・売上高・徴税・徴収

[6642] recette fiscale
¤£ ¡¢連 税収

[6643] recette-perception
¤£ ¡¢連 税務署

[6644] de rechange
¤£ ¡¢連 スペアの・取り替え用の

[6645] recharge
¤£ ¡¢女 スペア・替え・再装填・再充電
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[6545] à ras de
¤£ ¡¢連 ～と同じ高さで・～とすれすれ
に・～に密着して (= au ras de)

[6546] rase-motte
¤£ ¡¢男 超低空飛行 (= vol en rase-

motte)

[6547] raser
¤£ ¡¢動 取り壊す・取り払う・徹底的に
破壊する・かすめる・すれすれを通
る・うんざりさせる

[6548] se raser
¤£ ¡¢動 ひげを剃る・うんざりする

[6549] rasoir
¤£ ¡¢男 かみそり

[6550] rasoir de sûreté
¤£ ¡¢連 安全剃刀

[6551] rassasier
¤£ ¡¢動 満腹させる・堪能させる

[6552] rassemblement
¤£ ¡¢男 集めること・集まること・集合・
集会

[6553] rassembler
¤£ ¡¢動 集める・招集する・まとめる・
集中する

[6554] se rassembler
¤£ ¡¢動 集合する・再び集まる・集結す
る

[6555] se rasseoir
¤£ ¡¢動 再び座る・座り直す

[6556] rassis
¤£ ¡¢形 パンなどが少し固くなった・古
くなった・落ち着いた・思慮深い・
活気のない

[6557] rassurant
¤£ ¡¢形 安心させる・ほっとさせる

[6558] rassurer
¤£ ¡¢動 安心させる・落ち着かせる

[6559] se rassurer
¤£ ¡¢動 安心する・ほっとする

[6560] rat
¤£ ¡¢男 ネズミ

[6561] rat noir
¤£ ¡¢連 クマネズミ

[6562] rat des champs
¤£ ¡¢連 ノネズミ

[6563] rat d’égout
¤£ ¡¢連 ドブネズミ (= rat gris)

[6564] râteau
¤£ ¡¢男 熊手

[6565] râtelier
¤£ ¡¢男 秣棚 (まぐさだな)・台 (長い物
を立てかけておく)

[6566] rater
¤£ ¡¢動 やり損なう・失敗する・

¤£ ¡¢直目 に
会い損なう・撃ち損なう・的を外す

[6567] rater un examen
¤£ ¡¢連 試験に失敗する (<=>réussir (á)

un examen)

[6568] ration
¤£ ¡¢女 一日分の食料・配給

[6569] rationnement
¤£ ¡¢男 配給制
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[6570] rationner
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を配給制にする

[6571] ratisser
¤£ ¡¢動 熊手で掃除する・かき集める・
隈無く掃討する・しらみつぶしにす
る

[6572] rattacher
¤£ ¡¢動 結び直す・つなぐ・[à, に]結び
つける・関連づける

[6573] rattrapage
¤£ ¡¢男 追いつくこと・取り戻すこと・挽
回

[6574] cours de rattrapage
¤£ ¡¢連 補習授業 (= classe de rattra-

page)

[6575] rattraper
¤£ ¡¢動 (再び) 捕まえる・追いつく・取
り戻す・埋め合わせる・挽回する

[6576] se rattraper à
¤£ ¡¢動 ～につかまる・すがる

[6577] rature
¤£ ¡¢女 抹消線・取り消し線・削除箇所

[6578] raturer
¤£ ¡¢動 書いた語句を訂正のために線で
削除する

[6579] ravage
¤£ ¡¢男 被害 [多く複数形]・大損害・後
輩

[6580] ravager
¤£ ¡¢動 荒らす・大きな被害を与える・
荒廃させる・すさませる・やつれさ
せる

[6581] ravalement
¤£ ¡¢男 (汚れた建物や外装の) 磨き直
し・塗り替え・化粧直し

[6582] ravaler
¤£ ¡¢動 磨き上げる・塗り替える・化粧
なおしする・(つばや感情を) 飲み込
む・抑える

[6583] ravi
¤£ ¡¢形 大喜びの・非常にうれしい

[6584] ravioli
¤£ ¡¢男 ラビオリ

[6585] se raviser
¤£ ¡¢動 思い直す・意見を変える

[6586] ravissant
¤£ ¡¢形 うっとりするほど美しい・見事
な・すばらしい

[6587] ravisseur
¤£ ¡¢名 誘拐犯・人さらい

[6588] ravitaillement
¤£ ¡¢男 補給・食料

[6589] ravitailler
¤£ ¡¢動 食料を補給する

[6590] se ravitailler en
¤£ ¡¢連 ～を補給する

[6591] rayé
¤£ ¡¢形 縞模様の・線模様の・罫線を引
いた・擦り傷のついた
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[6592] rayer
¤£ ¡¢動 筋をつける・罫線を引く・擦り
傷をつける・線を引いて消す

[6593] rayon
¤£ ¡¢男 光線・光の帯・明かり・[複数
で]放射線

[6594] maladie des rayons
¤£ ¡¢連 放射線障害 (=mal des rayons)

[6595] rayon
¤£ ¡¢男 棚・整理棚・デパートなどの売
り場

[6596] rayonnant
¤£ ¡¢形 放射する・放射状の・光を発す
る・輝くばかりの・輝いている

[6597] rayonner de
¤£ ¡¢連 ～で表情などが輝く

[6598] rayure
¤£ ¡¢女 [多く複数形] ストライプ柄・縞
模様・縞・擦り傷

[6599] raz de marée
¤£ ¡¢男 津波 (= raz-de-marée)

[6600] réacteur
¤£ ¡¢男 ジェットエンジン・原子炉

[6601] réaction
¤£ ¡¢女 反応・手応え・反作用・反動・
反発

[6602] action et réaction
¤£ ¡¢連 作用と反作用

[6603] avion à réaction
¤£ ¡¢連 ジェット飛行機

[6604] réaction chimique
¤£ ¡¢連 化学反応

[6605] réaction nucléaire
¤£ ¡¢連 核反応

[6606] réaction en chaîne
¤£ ¡¢連 連鎖反応

[6607] réaction de défense
¤£ ¡¢連 防御反応

[6608] réactionnaire
¤£ ¡¢形 反動的な (人)

[6609] se réadapter à
¤£ ¡¢連 ～に再適応する・復帰する

[6610] réagir à
¤£ ¡¢連 ～に反応する

[6611] réagir contre
¤£ ¡¢連 ～に逆らう・抵抗する

[6612] réagir sur
¤£ ¡¢連 ～に影響を及ぼす・反響する

[6613] réalisable
¤£ ¡¢形 実現可能な・実行可能な・換金
可能な

[6614] réalisateur
¤£ ¡¢名 映画の監督・ディレクター・演
出家

[6615] réalisation
¤£ ¡¢女 実現・実行・成果・所産・作品・
監督・演出・換金

[6616] réaliser
¤£ ¡¢動 実現する・監督 (製作)する・換
金する・実感する・～を体現する

[6617] se réaliser
¤£ ¡¢動 実現する
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[6721] recueillir
¤£ ¡¢動 集める・まとめる・容器に受け
る・引き取る (孤児などを)・得る (成
果や賛同を)

[6722] recul [rkyl]
¤£ ¡¢男 後退・退却・衰退・低下・隔た
り

[6723] reculer
¤£ ¡¢動 後ろに下がる・バックする・退
却する・尻込みする・たじろぐ・譲
歩する・後に引く・衰退する・後に
下げる・バックさせる・延期する

[6724] reculer d’un pas
¤£ ¡¢連 一歩退く

[6725] faire reculer sa voiture
¤£ ¡¢連 車をバックさせる

[6726] reculer d’horreur
¤£ ¡¢連 ぞっとして身を引く

[6727] ne reculer devant rien
¤£ ¡¢連 何ものも恐れない

[6728] Plus moyen de reculer !
¤£ ¡¢連 もう後には引けない！

[6729] à reculons
¤£ ¡¢連 後ずさりして・バックで・しぶ
しぶ・仕方なく

[6730] récupérer
¤£ ¡¢動 回収する・取り戻す・回復する・
埋め合わせをする

[6731] récupérer de la ferraille
¤£ ¡¢連 くず鉄を回収する

[6732] récupérer des vieux pa-

piers

¤£ ¡¢連 古紙を回収する

[6733] récurer
¤£ ¡¢動 鍋や流しを磨く

[6734] poudre à récurer
¤£ ¡¢連 磨き粉

[6735] rédaction
¤£ ¡¢女 文書の作成・執筆・編纂・編
集・編集部・(小学校の) 作文

[6736] redescendre
¤£ ¡¢動 再び降りる・再び降ろす

[6737] redevance
¤£ ¡¢女 使用料金 (電話などの)・ロイヤ
リティー

[6738] redevenir
¤£ ¡¢動 再びなる

[6739] rédiger
¤£ ¡¢動 書く・執筆する・起草する

[6740] redire
¤£ ¡¢動 再び言う・繰り返し言う

[6741] redonner
¤£ ¡¢動 再び与える

[6742] redoublant
¤£ ¡¢名 落第生・留年生

[6743] redoublement
¤£ ¡¢男 落第・繰り返し・反復・増大・
激化
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[6646] recharger
¤£ ¡¢動 再装填する・再充電する

[6647] réchaud
¤£ ¡¢男 こんろ

[6648] réchauffer
¤£ ¡¢動 温め直す

[6649] se réchauffer
¤£ ¡¢動 温かくなる・再び温まる・体を
温める

[6650] rêche
¤£ ¡¢形 ざらざらした・手触りの悪い・
果物が渋い

[6651] rechute
¤£ ¡¢女 病気のぶり返し・再び陥ること

[6652] récipient
¤£ ¡¢男 容器・入れ物・器

[6653] réciproque
¤£ ¡¢形 相互の・お互いの・逆の

[6654] fonction réciproque
¤£ ¡¢連 逆関数

[6655] rendre la réciproque à
¤£ ¡¢連 ～に仕返しをする

[6656] récitation
¤£ ¡¢女 暗唱

[6657] réciter
¤£ ¡¢動 暗唱する・朗読する

[6658] réclamation
¤£ ¡¢女 苦情・クレーム・

¤£ ¡¢複 苦情処理
係・サービスセンター

[6659] réclame
¤£ ¡¢女 広告・宣伝

[6660] article-réclame
¤£ ¡¢連 目玉商品

[6661] prix-réclame
¤£ ¡¢連 特価

[6662] vente-réclame
¤£ ¡¢連 特売

[6663] réclamer
¤£ ¡¢動 強く求める・要請する・再び求
める・要求する・必要とする・要す
る

[6664] se recoiffer
¤£ ¡¢動 (自分の) 髪を直す

[6665] recoin
¤£ ¡¢男 片隅・人目につかない場所・心
の奥底

[6666] recoller
¤£ ¡¢動 再び貼る・継ぎ直す

[6667] récolte
¤£ ¡¢女 収穫・取り入れ・収穫物・収穫
高・収集・収集物

[6668] récolter
¤£ ¡¢動 収穫する・取り入れる・手に入
れる・受ける

[6669] recommandation
¤£ ¡¢女 推薦・推薦状・忠告・忠言・助
言・勧告

[6670] recommandation de

l’O.N.U.

¤£ ¡¢連 国連勧告

[6671] recommandé
¤£ ¡¢男 書留・書留郵便物
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[6672] recommander
¤£ ¡¢動 推薦する・推奨する・忠告する・
書留にする

[6673] recommander de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢間目 に～[inf.] するよう忠告
する

[6674] recommencer
¤£ ¡¢動 再び～し始める・再会する・や
り直す・繰り返す

[6675] récompense
¤£ ¡¢女 褒美・報酬・報い・罰

[6676] récompenser
¤£ ¡¢動 報いる・褒美を与える

[6677] réconciliation
¤£ ¡¢女 和解・仲直り・改悛の秘蹟

[6678] réconcilier
¤£ ¡¢動 和解させる・仲直りさせる・折
り合わせる・融和させる

[6679] se réconcilier
¤£ ¡¢動 和解する・仲直りする

[6680] se réconcilier avec
¤£ ¡¢連 ～と仲直りする

[6681] reconduire
¤£ ¡¢動 送り届ける (帰る人を)・見送
る・契約更新する・継続する・延長
する

[6682] réconfortant
¤£ ¡¢形 励ましの・元気づける

[6683] réconforter
¤£ ¡¢動 励ます・活力を与える

[6684] reconnaissable
¤£ ¡¢形 それとわかるような・識別可能
な

[6685] reconnaissance
¤£ ¡¢女 感謝の念・謝意・偵察・現地調
査・識別・承認・証書・認識

[6686] exprimer sa reconnais-

sance

¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢間目 に感謝を表す (=

témoigner sa reconnaissance)

[6687] être reconnaissant de
¤£ ¡¢連 ～に [à, qqn] に～[inf. / qch]

を感謝している

[6688] reconnaître
¤£ ¡¢動 それとわかる・認める

[6689] se reconnaître
¤£ ¡¢動 自分がどこにいるのかわかる・
互いに相手が誰かがわかる

[6690] reconstituer
¤£ ¡¢動 再建する・復元する・再現する

[6691] se reconstituer
¤£ ¡¢動 再建される・再生する

[6692] reconstruction
¤£ ¡¢女 再建・復興・再構成・復元

[6693] reconstruire
¤£ ¡¢動 再建する・復興する・復元する

[6694] recopier
¤£ ¡¢動 書き写す・清書する

[6695] record
¤£ ¡¢男 記録・レコード・[同格で

¤£ ¡¢形 的
に] 記録的な

[6696] chiffre record
¤£ ¡¢連 記録的な数字
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[6697] battre tous les records
¤£ ¡¢連 右に出るものはない・前代未聞
だ

[6698] recoudre
¤£ ¡¢動 縫い直す・縫う・縫い合わせる・
縫合する

[6699] recoupement
¤£ ¡¢男 (様々な情報の)合致・突き合わ
せ

[6700] recouper
¤£ ¡¢動 再び切る・情報が

¤£ ¡¢直目 と一致
する

[6701] se recouper
¤£ ¡¢動 (情報などが)合致 (符合) する

[6702] nez recourbé
¤£ ¡¢連 鷲鼻

[6703] recourir à
¤£ ¡¢連 ～に助けを求める・頼る

[6704] recouvrir de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を～で覆う・蓋する・すっ
かり覆う

[6705] récréation
¤£ ¡¢女 休憩時間 (学校などの)・息抜
き・気晴らし

[6706] être en récréation
¤£ ¡¢連 休憩中である

[6707] cour de récréation
¤£ ¡¢連 校庭

[6708] récrire
¤£ ¡¢動 書き直す・書き改める

[6709] récrire l’histoire
¤£ ¡¢連 歴史を改ざんする

[6710] recroquevillé [rkrOkvije]
¤£ ¡¢形 体を丸めた・縮こまった・しな
びて反り返った

[6711] se recroqueviller
¤£ ¡¢動 体を丸める・体を縮める・しな
びて反り返る

[6712] recrue
¤£ ¡¢女 グループや団体への新規参加
者・新兵

[6713] recrutement
¤£ ¡¢男 募集・採用・徴兵

[6714] recruter
¤£ ¡¢動 募集する・集める・採用する・
徴兵する

[6715] rectangle
¤£ ¡¢男 長方形・矩形

[6716] rectangulaire
¤£ ¡¢形 長方形の

[6717] rectification
¤£ ¡¢女 訂正・修正・訂正文・まっすぐ
にすること

[6718] rectifier
¤£ ¡¢動 訂正する・修正する・まっすぐ
にする・調整する

[6719] reçu
¤£ ¡¢男 領収書

[6720] recueil
¤£ ¡¢男 選集・文集・寄せ集め
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[6817] regard
¤£ ¡¢男 視線・眼差し・目つき・見るこ
と

[6818] regard en coin
¤£ ¡¢連 盗み見

[6819] se dérober aux regards
¤£ ¡¢連 人目を避ける

[6820] suivre du regard
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を目で追う

[6821] échanger un regard avec
¤£ ¡¢連 視線を交わす

[6822] regard perçant
¤£ ¡¢連 鋭い目つき

[6823] regarder
¤£ ¡¢動 見る・眺める・確かめる・チェッ
クする・関わる (ものが主語)・考慮
する

[6824] regarder dans son dictio-

nnaire

¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 (単語) を辞書で調べる

[6825] se regarder
¤£ ¡¢動 自分の姿を見る・見つめ合う

[6826] régime
¤£ ¡¢男 政体・体制・制度・システム・
管理規定・食事療法・ダイエット・
摂生・河川の流れ方・流況

[6827] régime démocratique
¤£ ¡¢連 民主主義性

[6828] régime parlementaire
¤£ ¡¢連 議会制

[6829] régime républicain
¤£ ¡¢連 共和制

[6830] régime capitaliste
¤£ ¡¢連 資本主義体制

[6831] régime socialiste
¤£ ¡¢連 社会主義体制

[6832] régime fiscal
¤£ ¡¢連 税制

[6833] régime de la Sécurité so-

ciale

¤£ ¡¢連 社会保障制度

[6834] régime des pluies
¤£ ¡¢連 降雨状況

[6835] régiment
¤£ ¡¢男 連隊・軍隊・兵役・多数・多量

[6836] régiment d’infanterie
¤£ ¡¢連 歩兵連隊

[6837] régiment étranger
¤£ ¡¢連 外人部隊

[6838] aller au régiment
¤£ ¡¢連 兵隊に行く

[6839] région
¤£ ¡¢女 地方・地域・遅滞

[6840] régional (régionale, régionaux)
¤£ ¡¢形 地方の・隣接地域の・隣接諸国
の・局部の (医学)

[6841] anesthésie régionale
¤£ ¡¢連 局部麻酔

[6842] registre
¤£ ¡¢男 登録簿・台帳・音域・声域・調
子・趣き・表現

[6843] registre de comptabilité
¤£ ¡¢連 出納簿
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[6744] redoubler
¤£ ¡¢動 落第する・留年する・繰り返す・
二重にする・いっそう強める・いっ
そう強まる

[6745] redoutable
¤£ ¡¢形 手強い・恐るべき

[6746] redouter
¤£ ¡¢動 [

¤£ ¡¢直目 ，de+ inf., que+ subj.]

恐れる・心配する・懸念する

[6747] redouter l’avenir
¤£ ¡¢連 将来に強い不安を抱く

[6748] redresser
¤£ ¡¢動 まっすぐに立てる・まっすぐに
する・回復させる・再建する・矯正
する

[6749] se redresser
¤£ ¡¢動 まっすぐに立つ・身を起こす・
胸を張る・傲然たる態度をとる・復
興する・断ち直る

[6750] réduction
¤£ ¡¢女 値引き・割引・削減・軽減・縮
尺版・縮小模型・還元 (化学)

[6751] faire une réduction
¤£ ¡¢連 値引きする

[6752] réduction d’impôts
¤£ ¡¢連 減税

[6753] réduction de peine
¤£ ¡¢連 減刑

[6754] réduction de charge
¤£ ¡¢連 経費削減

[6755] réduction de personnel
¤£ ¡¢連 人員削減

[6756] réduction d’une fraction
¤£ ¡¢連 約分 (数学)

[6757] en réduction
¤£ ¡¢連 小型の・ミニチュアの

[6758] réduire
¤£ ¡¢動 減らす・削減する・縮小する・
細かくする・換算する (より小さな単
位で)・追い込む

[6759] réduit
¤£ ¡¢形 割引の・縮小した

[6760] à prix réduit
¤£ ¡¢連 割引価格で

[6761] à tarif réduit
¤£ ¡¢連 割引料金で

[6762] en nombre réduit
¤£ ¡¢連 少人数で

[6763] rééducation
¤£ ¡¢女 リハビリテーション・再教育・
洗脳・更生・補導

[6764] rééduquer
¤£ ¡¢動 リハビリテーションを施す・再
教育する・更生させる

[6765] réel
¤£ ¡¢形 現実の・実在する・本当の・真
の・[名詞の前に置いて] 顕著な

[6766] personnage réel
¤£ ¡¢連 実在の人物
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[6767] histoire réelle
¤£ ¡¢連 実話

[6768] salaire réel
¤£ ¡¢連 実質賃金

[6769] réelle amélioration
¤£ ¡¢連 著しい向上

[6770] réellement
¤£ ¡¢副 現実に・本当に・全く

[6771] réélu
¤£ ¡¢形 再選された

[6772] réexpédier
¤£ ¡¢動 郵便物などを転送する・回送す
る・返送する

[6773] refaire
¤£ ¡¢動 再びする・やり直す・作りなお
す・作り替える・修理する・修繕す
る

[6774] refermer
¤£ ¡¢動 再び閉める・閉じる

[6775] réfléchi
¤£ ¡¢形 思慮深い・熟慮された・反射し
た

[6776] plan réfléchi
¤£ ¡¢連 綿密な計画

[6777] rayon réfléchi
¤£ ¡¢連 反射光線

[6778] réfléchir
¤£ ¡¢動 反射する

[6779] réfléchir à
¤£ ¡¢連 [sur も可] 　～について考え
る・検討する

[6780] reflet
¤£ ¡¢男 反射光・照り返し・光沢・鏡像・
影・反映

[6781] refléter
¤£ ¡¢動 反射する・映る・反映する

[6782] se refléter
¤£ ¡¢動 映し出される

[6783] refleurir
¤£ ¡¢動 再び咲く・希望や友情がよみが
える

[6784] réflexe
¤£ ¡¢男 素早い反応・機敏な対応・反射
神経

[6785] réflexe conditionné
¤£ ¡¢連 条件反射

[6786] réflexion
¤£ ¡¢女 熟考・熟慮・内省・注意・小言・
意見

[6787] à la réflexion
¤£ ¡¢連 よく考えてみれば

[6788] réflexion faite
¤£ ¡¢連 あれこれ考えた結果

[6789] réforme
¤£ ¡¢女 改革・改正・兵役免除

[6790] réforme fiscale
¤£ ¡¢連 税制改革

[6791] réforme de

l’enseignement

¤£ ¡¢連 教育改革

[6792] la Réforme
¤£ ¡¢連 宗教改革
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[6793] la Contre-Reforme
¤£ ¡¢連 反宗教改革 (= la Réforme

catholique)

[6794] réformer
¤£ ¡¢動 改革する・改める

[6795] refouler
¤£ ¡¢動 押し返す・入らせない・撃退す
る・逆流させる・逆進させる・押し
殺す・抑圧する

[6796] refrain
¤£ ¡¢男 リフレイン・反復句

[6797] réfrigérateur
¤£ ¡¢男 冷蔵庫

[6798] refroidir
¤£ ¡¢動 冷やす・冷ます・そぐ (熱意や
情熱を)

[6799] refroidissement
¤£ ¡¢男 冷やすこと・冷えること・冷却・
寒気・悪寒

[6800] prendre un refroidisse-

ment

¤£ ¡¢連 かぜをひく (= prendre froid,

attraper froid)

[6801] refuge
¤£ ¡¢男 避難所・逃げ場・たまり場・避
難小屋・山小屋・安全地帯

[6802] réfugié
¤£ ¡¢名 難民・亡命者

[6803] réfugié politique
¤£ ¡¢連 政治亡命者

[6804] se réfugier
¤£ ¡¢動 亡命する・避難する・逃げ込む・
逃避する

[6805] refus
¤£ ¡¢男 拒絶

[6806] opposer un refus à
¤£ ¡¢連 [+ qqn]人の申し出を断る

[6807] refuser
¤£ ¡¢動 拒否する・断る・落選させる・
不合格にする・入場を断る

[6808] refuser de
¤£ ¡¢連 [+ inf.](

¤£ ¡¢間目 に)～することを
拒む・断る

[6809] se refuser
¤£ ¡¢動 自分に禁じる・控える

[6810] regagner
¤£ ¡¢動 失ったものを取り戻す・元の場
所に戻る

[6811] regagner la confiance de
¤£ ¡¢連 ～の信頼を取り戻す

[6812] regagner son domicile
¤£ ¡¢連 自宅に戻る

[6813] regagner sa place
¤£ ¡¢連 自分の席に戻る

[6814] régal (régals)
¤£ ¡¢男 好物・ごちそう・楽しみ・喜び

[6815] régaler
¤£ ¡¢動 ごちそうする・もてなす

[6816] se régaler
¤£ ¡¢動 好物を食べる・ごちそうを食べ
る
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[6914] relever
¤£ ¡¢動 起こす・再建する・元気づける・
上げる・高める・味を濃くする・指
摘する・検出する・書き留める・検
針する

[6915] relever de
¤£ ¡¢動 ～の管轄である・～に属する・
～に従属する

[6916] se relever
¤£ ¡¢動 再び起き上がる・就寝中に寝床
を離れる

[6917] se relever de
¤£ ¡¢動 ～から立ち直る

[6918] relever les finances du

pays

¤£ ¡¢連 国家財政を立て直す

[6919] relever le niveau de vie
¤£ ¡¢連 生活水準を引き上げる

[6920] relever le gaz
¤£ ¡¢連 ガスの検針をする

[6921] relever l’électricité
¤£ ¡¢連 電気の検針をする

[6922] relief [reljEf]
¤£ ¡¢男 土地の起伏・凹凸・浮き彫り・
レリーフ・立体感・奥行き・アクセ
ント・[多く複数] 食事の残り・名残

[6923] en relief [reljEf]
¤£ ¡¢連 立体的な・浮き彫りになった

[6924] relier
¤£ ¡¢動 連絡する (道路などが)・結ぶ・
製本する・綴じる・結び合わせる・
結わえる・束ねる・関連させる

[6925] religieux
¤£ ¡¢形 宗教の・宗教に関する・修道
(者) の・信仰を持った・信心深い・
厳粛な・

¤£ ¡¢名 修道士・修道女
[6926] édifice religieux

¤£ ¡¢連 宗教建築

[6927] chant religieux
¤£ ¡¢連 聖歌

[6928] religion
¤£ ¡¢女 宗教・信仰・崇拝・宗教心・修
道生活・修道士の身分

[6929] religion chrétienne
¤£ ¡¢連 キリスト教

[6930] religion musulmane
¤£ ¡¢連 イスラム教

[6931] guerres de religion
¤£ ¡¢連 16-17 世紀の宗教戦争

[6932] relire
¤£ ¡¢動 再読する・読み返す

[6933] reliure
¤£ ¡¢女 装丁・表紙・製本・製本技術

[6934] reliure pleine peau
¤£ ¡¢連 総革装丁

[6935] reluire
¤£ ¡¢動 (反射によって) 光る・輝く

[6936] reluisant
¤£ ¡¢形 光る・輝く
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[6844] registre de l’état civil
¤£ ¡¢連 戸籍簿

[6845] registre d’audience
¤£ ¡¢連 裁判記録

[6846] tenir registre de
¤£ ¡¢連 ～の記録を残す

[6847] registre grave
¤£ ¡¢連 低音域

[6848] registre moyen
¤£ ¡¢連 中音域

[6849] registre aigu
¤£ ¡¢連 高音域

[6850] réglable
¤£ ¡¢男 調節可能な・支払い可能な

[6851] réglage
¤£ ¡¢男 調整・調節・調節の仕方

[6852] réglage de précision
¤£ ¡¢連 微調整

[6853] règle
¤£ ¡¢女 定規・物差し・規則・ルール・
決まり・規律・戒律・掟・算法

[6854] règle d’or
¤£ ¡¢連 黄金律・金科玉条

[6855] en règle
¤£ ¡¢連 規則通りの・正規の・型通りの・
非の打ち所のない・本格的な

[6856] règlement
¤£ ¡¢男 規則・規約・法規・解決・決着・
支払い・決済

[6857] règlement amiable
¤£ ¡¢連 示談・和解

[6858] règlement d’un compte
¤£ ¡¢連 決算・清算

[6859] règlement d’une dette
¤£ ¡¢連 借金の返済

[6860] réglementer
¤£ ¡¢動 規制する・統制する

[6861] régler
¤£ ¡¢動 調整する・きちんと決める・解
決する・決着を付ける・支払う・決
済する

[6862] réglisse
¤£ ¡¢女 カンゾウ (甘草 [植物])

[6863] règne
¤£ ¡¢男 君臨・統治・支配・治世・流行

[6864] règne végétal
¤£ ¡¢連 植物界

[6865] règne animal
¤£ ¡¢連 動物界

[6866] règne minéral
¤£ ¡¢連 鉱物界

[6867] régner
¤£ ¡¢動 君臨する・統治する・支配する

[6868] regonfler
¤£ ¡¢動 再び膨らます

[6869] régresser
¤£ ¡¢動 後退する・減退する・減少する・
衰退する

[6870] régression
¤£ ¡¢女 後退・逆行・減少・退化・退行

[6871] regret
¤£ ¡¢男 未練・哀惜の念・後悔・悔恨・
心残り

[6872] à regret
¤£ ¡¢連 不承不承・いやいやながら・名
残惜しく
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[6873] avoir le regret de
¤£ ¡¢連 残念ながら～[inf.] しなければ
ならない

[6874] sans regret
¤£ ¡¢連 何の未練もなく

[6875] regrettable
¤£ ¡¢形 残念な・遺憾な

[6876] regretter
¤£ ¡¢動 懐かしむ・惜しむ・後悔する・
残念に思う

[6877] regretter de
¤£ ¡¢動 [+ inf. comp.] ～したことを後
悔する・悔やむ

[6878] se regrouper
¤£ ¡¢動 (再び) 集まる・結集する

[6879] régularité
¤£ ¡¢女 規則正しさ・几帳面さ・適法
性・合法性・端正さ・均整のとれて
いること

[6880] régulier
¤£ ¡¢形 規則正しい・定期的な・正規
の・合法的な・几帳面な・規則に則っ
た・定型の

[6881] régulièrement
¤£ ¡¢副 規則正しく・定期的に・一様に・
規則正しく・几帳面に・いつも・必
ず・毎回

[6882] rein
¤£ ¡¢男 腎臓・[複数形で]腰

[6883] greffe du rein
¤£ ¡¢連 腎臓移植

[6884] tour de reins
¤£ ¡¢連 ぎっくり腰

[6885] reine mère
¤£ ¡¢連 皇太后・王太后

[6886] rejet
¤£ ¡¢男 拒否・拒絶・排斥・却下・投棄・
投棄物・新芽・若芽

[6887] rejeter
¤£ ¡¢動 投げ返す・投げ出す・戻す・吐
き出す・もどす・追い出す・閉め出
す・拒絶する・転嫁する

[6888] rejoindre
¤£ ¡¢動 合流する・再び一緒になる・戻
る・復帰する・道が接続する

[6889] se rejoindre
¤£ ¡¢動 道と道が接続する・つながる・
合流する

[6890] réjouir
¤£ ¡¢動 喜ばせる

[6891] se réjouir
¤£ ¡¢動 喜ぶ・楽しむ

[6892] réjouissance
¤£ ¡¢女 祝い・祝賀・[複数形で]祝典・
祭り

[6893] réjouissant
¤£ ¡¢形 楽しい・愉快な
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[6894] relâcher
¤£ ¡¢動 ゆるめる・弛緩させる・釈放す
る・解放する

[6895] se relâcher
¤£ ¡¢動 ゆるむ・弛緩する・熱意をなく
す・だらける

[6896] relais
¤£ ¡¢男 交代・引き継ぎ・仲介・中継・
中継器・中継局・中継の [同格で]

[6897] travail par relais
¤£ ¡¢連 交代制勤務

[6898] satellite relais
¤£ ¡¢連 中継衛星

[6899] crédit-relais
¤£ ¡¢連 つなぎ融資 (= prêt-relais)

[6900] relancer
¤£ ¡¢動 投げ返す・打ち返す・再び投げ
る・しつこくつきまとう・追い回す・
再始動する・再開する・再活性化す
る

[6901] relater
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を詳しく語る・詳しく報じ
る・詳述する

[6902] relatif
¤£ ¡¢形 相対的な・相互的な・相関的
な・まあまあの・不完全な・およそ
の

[6903] relatif à
¤£ ¡¢連 ～に関する・～についての

[6904] relation
¤£ ¡¢女 関係・関連・知人・コネ・[主に
複数形] 交際・関係

[6905] être en relation avec
¤£ ¡¢連 ～とつきあっている (= être en

relations avec)

[6906] relativement
¤£ ¡¢副 比較的・わりあい

[6907] relaxation
¤£ ¡¢女 リラックスすること・くつろぎ・
弛緩

[6908] relaxer
¤£ ¡¢動 リラックスさせる

[6909] se relaxer
¤£ ¡¢動 リラックスする

[6910] relayer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 と交代して作業を行う・
バトンタッチで受け取る・中継する

[6911] se relayer
¤£ ¡¢動 互いに交代する・交代で働く

[6912] relevé
¤£ ¡¢男 一覧表・計算書・見取り図・計
器の読み取り

[6913] faire un relevé de
¤£ ¡¢連 ～のリストを作る
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[7009] avoir envie de rendre
¤£ ¡¢連 吐気がする

[7010] rendre un verdict
¤£ ¡¢連 判決を言い渡す

[7011] rendre les armes
¤£ ¡¢連 降伏する

[7012] se rendre
¤£ ¡¢動 行く・赴く

[7013] se rendre à
¤£ ¡¢連 ～に屈服する・～に屈する

[7014] se rendre à la police
¤£ ¡¢連 警察に自首する

[7015] rêne
¤£ ¡¢女 手綱

[7016] renfermé
¤£ ¡¢形 感情を表に出さない

[7017] renfermé
¤£ ¡¢男 こもった嫌な臭い

[7018] renfermer
¤£ ¡¢動 収納する・収蔵する・埋蔵する・
含む

[7019] renfoncement
¤£ ¡¢男 くぼみ・へこみ

[7020] renforcement
¤£ ¡¢男 強化・補強・強調

[7021] renforcer
¤£ ¡¢動 強化する・補強する・強調する・
より強める

[7022] renfort
¤£ ¡¢男 援軍・増援・救援物資・補強・
補強材

[7023] renifler
¤£ ¡¢動 鼻をぐずぐず言わせて息をする

[7024] renne
¤£ ¡¢男 トナカイ

[7025] renom
¤£ ¡¢男 名声・評判・世評

[7026] avoir du renom
¤£ ¡¢連 評判が良い

[7027] renommé
¤£ ¡¢形 名高い・評判の・

[7028] renommé pour
¤£ ¡¢連 ～で有名な

[7029] renommée
¤£ ¡¢女 名声・評判・世間の噂・世評

[7030] renoncer à
¤£ ¡¢連 ～をあきらめる・～を断念する・
～を放棄する・～を捨てる

[7031] renouer
¤£ ¡¢動 結び直す・再び結ぶ

[7032] renouveler
¤£ ¡¢動 新しくする・繰り返す・更新す
る・一新する

[7033] se renouveler
¤£ ¡¢動 繰り返される・作風を新たにす
る

[7034] renouvellement
¤£ ¡¢男 更新・新しくすること・入れ替
え・取り替え・革新・刷新

[7035] rénovation
¤£ ¡¢女 改修・改築・改造・革新・改革

[7036] rénover
¤£ ¡¢動 改修する・改築する・改革する・
刷新する・改善する

[7037] renseigné
¤£ ¡¢形 事情に通じた
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[6937] remanier
¤£ ¡¢動 手を加える・改訂する・再編す
る

[6938] remanier le gouverne-

ment

¤£ ¡¢連 内閣改造する

[6939] se remarier avec
¤£ ¡¢連 ～と再婚する

[6940] remarquable
¤£ ¡¢形 傑出した・すばらしい・際立っ
た・注目すべき

[6941] remarquablement
¤£ ¡¢副 みごとに・著しく

[6942] remarque
¤£ ¡¢女 注意・指摘・小言・注記・備考・
考察・注目

[6943] digne de
¤£ ¡¢連 ～に値する

[6944] remarquer
¤£ ¡¢動 気づく．注目する・指摘する・
述べる

[6945] faire remarquer
¤£ ¡¢連 指摘する・注意を促す・目立た
せる

[6946] se faire remarquer
¤£ ¡¢連 目立つ・注目される

[6947] remballer
¤£ ¡¢動 荷造りし直す・再梱包する

[6948] rembarquer
¤£ ¡¢動 再乗船する・再搭乗する・再積
載する

[6949] rembourré
¤£ ¡¢形 詰め物を入れた・ふかふかし
た・ぽっちゃり太った

[6950] remboursement
¤£ ¡¢男 払い戻し・返済・償還

[6951] rembourser
¤£ ¡¢動 払い戻す・返金する・返済する

[6952] remède
¤£ ¡¢男 薬・治療・治療法・救済手段・
解決策・防止策

[6953] remerciement
¤£ ¡¢男 [主に複数で]感謝・お礼・お礼
の言葉

[6954] lettre de remerciement
¤£ ¡¢連 礼状

[6955] remercier
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 にお礼を言う・感謝する

[6956] remercier de
¤£ ¡¢連 ～に関し [pour も可]礼を言う

[6957] remettre
¤£ ¡¢動 戻す・再び身に付ける・さらに
加える・補給する・手渡す・提出す
る・延期する

[6958] remettre de l’essence
¤£ ¡¢連 ガソリンを補給する

[6959] se remettre à
¤£ ¡¢連 再び～し始める

[6960] se remettre de
¤£ ¡¢連 ～から回復する
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[6961] remise
¤£ ¡¢女 戻すこと・授与・配達・割引・
値引き・コミッション・減税・減刑・
免除・延期・車庫・物置

[6962] remise en ordre de sa

chambre

¤£ ¡¢連 ちらかった部屋の整理

[6963] remise d’un colis
¤£ ¡¢連 小包の配達

[6964] faire une remise de 10

pour cent

¤£ ¡¢連 一割値引きする

[6965] remise de peine
¤£ ¡¢連 減刑

[6966] remmener [rÃm@ne]
¤£ ¡¢動 (元の場所に)連れて行く

[6967] remontée
¤£ ¡¢女 スキー場のリフト・再び登るこ
と・再遡上・再浮上

[6968] remonte-pente
¤£ ¡¢連 T バーリフト

[6969] remonter
¤£ ¡¢動 再び登る・再びあがる・再び乗
る・再上昇する・遡行する・再び上
げる・元気づける・再組み立てする

[6970] remonter son pantalon
¤£ ¡¢連 ズボンをたくしあげる

[6971] remonter les manches
¤£ ¡¢連 袖をまくり上げる

[6972] remontoir
¤£ ¡¢男 ゼンマイねじ・竜頭

[6973] remontrer
¤£ ¡¢動 再び見せる

[6974] remords
¤£ ¡¢男 悔恨の情・自責の念・良心の呵
責

[6975] avoir des remords
¤£ ¡¢連 自責の念を持つ

[6976] remorque
¤£ ¡¢女 トレーラー・付属車・曳航・牽
引

[6977] remorquer
¤£ ¡¢動 引く・曳航する・牽引する

[6978] remorqueur
¤£ ¡¢男 曳き船・タグボード

[6979] remous
¤£ ¡¢男 渦・渦巻き・人波・雑踏・動揺・
混乱

[6980] remous d’air
¤£ ¡¢連 乱気流

[6981] remous politique
¤£ ¡¢連 政情不安

[6982] rempart
¤£ ¡¢男 城壁・防御物・盾・[複数で]城
壁地帯 (城壁と家々との中間地帯)

　

[6983] remplaçant
¤£ ¡¢名 代理人・補欠・代役

[6984] remplacement
¤£ ¡¢男 取り替え・入れ替え・代理・代
わり
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[6985] solution de remplace-

ment

¤£ ¡¢連 次善の策

[6986] faire un remplacement
¤£ ¡¢連 代理を務める

[6987] remplacer par
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を～と取り替える

[6988] remplir de
¤£ ¡¢連 ～で

¤£ ¡¢直目 を満たす

[6989] remplissage
¤£ ¡¢男 満たすこと・一杯にすること・
文章の冗漫な部分・埋め草

[6990] remporter
¤£ ¡¢動 持ち帰る・勝ち取る・獲得する

[6991] remporter un match
¤£ ¡¢連 試合に勝つ

[6992] remuant
¤£ ¡¢形 落ち着きがない・じっとしてい
ない・精力的な・活動的な

[6993] remuer
¤£ ¡¢動 動かす・移動させる・かき回す・
かき混ぜる・(体の一部を) 動かす・
揺する・振る

[6994] rémunérateur
¤£ ¡¢形 利益のあがるような・金になる

[6995] rémunération
¤£ ¡¢女 報酬・給料・手当

[6996] rémunérer
¤£ ¡¢動 報いる・報酬を出す

[6997] rencontre
¤£ ¡¢女 出会い・遭遇・会談・集会・試
合・対戦・衝突・合流・交わり

[6998] rencontre au sommet
¤£ ¡¢連 トップ会談

[6999] rencontre de football
¤£ ¡¢連 サッカーの試合

[7000] rencontre amicale
¤£ ¡¢連 親善試合

[7001] à la rencontre de
¤£ ¡¢連 ～(人)を出迎えに・～(人)の方
へ

[7002] rencontrer
¤£ ¡¢動 出会う・会見する・対戦する・
遭遇する・出くわす・交差する・合
流する

[7003] rendez-vous (invariable)
¤£ ¡¢男 約束・約束の場所・たまり場

[7004] avoir un rendez-vous

avec

¤£ ¡¢連 ～と会う約束をしている (=

avoir rendez-vous avec)

[7005] prendre un rendez-vous

avec

¤£ ¡¢連 ～と会う約束を取り付ける (=

prendre rendez-vous avec)

[7006] donner rendez-vous à
¤£ ¡¢連 ～に場所・日時を指定する

[7007] se rendormir
¤£ ¡¢動 再び眠りにつく

[7008] rendre
¤£ ¡¢動 返す・取り戻させる・吐く・表
現する・翻訳する・産する (土地が
作物を)・判決を下す・明け渡す



268 フランス語単語 10000語

[7101] réplique
¤£ ¡¢女 応答・言い返し・反駁・レプリ
カ・複製・模写

[7102] avoir la réplique facile
¤£ ¡¢連 当意即妙な受け答えができる

[7103] Pas de réplique !
¤£ ¡¢連 問答無用・口答えはするな

[7104] répliquer
¤£ ¡¢動 すかさず応答する・言い返す・
反駁する・口答えをする・文句を付
ける・反撃する

[7105] répondeur
¤£ ¡¢男 留守番電話

[7106] laisser un message sur le

répondeur

¤£ ¡¢連 留守電にメッセージを残す

[7107] répondre
¤£ ¡¢動 答える・返事する・口答えする・
言い返す・応答する・応酬する・や
り返す・対応する・一致する

[7108] réponse
¤£ ¡¢女 答え・返事・返答・回答・解答・
解決・反論・反駁・反応・応答

[7109] faire une réponse
¤£ ¡¢連 答える (= donner une réponse)

[7110] carte-réponse
¤£ ¡¢連 返信用葉書

[7111] reportage
¤£ ¡¢男 ルポルタージュ・現地報道・ノ
ンフィクション・ルポルタージュの仕
事

[7112] reporter
¤£ ¡¢動 戻す (元の場所に)・返す・記載
する・転記する・連れ戻す・延期す
る・移す

[7113] reporter à
¤£ ¡¢連 ～まで

¤£ ¡¢直目 を延期する

[7114] reporter sur
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を～に振り向ける・移す

[7115] se reporter à
¤£ ¡¢連 ～を参照する

[7116] reporter [r(@)pOrte]
¤£ ¡¢男 リポーター・特派記者・特派員

[7117] repos
¤£ ¡¢男 休息・休憩・休養・休暇・平静・
安心・平和・安泰・睡眠・死者の眠
り・静止・静止状態

[7118] Repos !
¤£ ¡¢連 休め！

[7119] reposant
¤£ ¡¢形 休養になる・心の安らぐ

[7120] reposer
¤£ ¡¢動 休息させる・休める・もたせか
ける

[7121] se reposer
¤£ ¡¢動 休息する・休養する

[7122] reposer sur
¤£ ¡¢連 ～に基づく・～上に立っている

[7123] se reposer sur
¤£ ¡¢連 ～に頼る・～を当てにする
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[7038] être bien renseigné sur
¤£ ¡¢連 ～について事情がよく解ってい
る

[7039] être mal renseigné sur
¤£ ¡¢連 ～について事情がよく解ってい
ない

[7040] renseignement
¤£ ¡¢男 情報 [多く複数]・案内所・諜報
活動・情報収集

[7041] prendre des renseigne-

ments sur

¤£ ¡¢連 ～について調査する

[7042] bureau de renseigne-

ments

¤£ ¡¢連 案内所

[7043] service de renseigne-

ments

¤£ ¡¢連 情報機関

[7044] agent de renseignements
¤£ ¡¢連 スパイ

[7045] renseigner sur
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 ～について教える・情報
を与える

[7046] se renseigner sur
¤£ ¡¢連 ～について問い合わせる
(auprès de qn,人に)

[7047] rentable
¤£ ¡¢形 利益があがる・採算が取れる・
収益性のある・実りが多い

[7048] rente
¤£ ¡¢女 資産所得・金利所得・年金・国
債

[7049] rentrée
¤£ ¡¢女 新学年・新学期・復帰・カム
バック・帰ること・戻ること・入金・
収納

[7050] rentrer
¤£ ¡¢動 帰宅する・帰る・戻る・新学期
になる・再開する・収まる・入る・は
まる・含まれる

[7051] à la renverse
¤£ ¡¢連 仰向けに

[7052] renverser
¤£ ¡¢動 ひっくり返す・倒す・人をはね
る・こぼす (液体を)・打倒する・覆
す・体をのけぞらせる

[7053] se renverser
¤£ ¡¢動 転倒する・ひっくり返る・倒れ
る

[7054] renvoi
¤£ ¡¢男 解雇・免職・退学処分・げっぷ・
おくび・返送・延期

[7055] avoir un renvoi
¤£ ¡¢連 げっぷを出す
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[7056] renvoyer
¤£ ¡¢動 送り返す・返送する・返す・戻
らせる・解雇する・退学させる・延
期する・参照させる

[7057] réorganiser
¤£ ¡¢動 再編成する・組織し直す・改組
する

[7058] réouverture
¤£ ¡¢女 再び開くこと・再開

[7059] repaire
¤£ ¡¢男 巣 (野獣などの)・隠れ家・巣窟

[7060] répandre
¤£ ¡¢動 こぼす (液体など)・まき散らす・
流す・放つ・発散する・広める・普
及させる・ふんだんに与える

[7061] se répandre
¤£ ¡¢動 こぼれる (液体など)・広がる・
広まる

[7062] réparable
¤£ ¡¢形 修理可能な

[7063] réparateur
¤£ ¡¢名 修理人

[7064] réparation
¤£ ¡¢女 修理・修繕・修理工事

¤£ ¡¢複 ・償
い・賠償・敗戦国賠償

¤£ ¡¢複
[7065] réparer

¤£ ¡¢動 修理する・修繕する・回復する
(健康や体力を)・償う・賠償する

[7066] réparer sa santé
¤£ ¡¢連 健康を取り戻す

[7067] reparler de
¤£ ¡¢連 ～を再び話題にする

[7068] repartir
¤£ ¡¢動 再び出発する・帰る・戻る・再
開する・再び動き始める

[7069] répartir
¤£ ¡¢動 分配する・分ける・配分する・
割り振る・分散する

[7070] se répartir
¤£ ¡¢動 分け合う・分担する

[7071] répartition
¤£ ¡¢女 分配・配分・割り振り・分布・
配置・分類

[7072] répartition par âge
¤£ ¡¢連 年齢別分類

[7073] repas
¤£ ¡¢男 食事

[7074] repas léger
¤£ ¡¢連 軽食

[7075] repassage
¤£ ¡¢男 アイロン掛け・研磨・研ぐこと

[7076] repasser
¤£ ¡¢動 再び通る・再び立ち寄る・アイ
ロンをかける・復習する・再び渡る・
再び越える・研ぐ・再び思い出す

[7077] repeindre
¤£ ¡¢動 塗り替える・塗り直す

[7078] se repentir de
¤£ ¡¢連 [+inf. / qch]～を悔いる・後悔
する・悔悛する
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[7079] repentir
¤£ ¡¢男 悔恨・後悔・悔悛・(絵や文章
の) 訂正・修正

[7080] répercussion
¤£ ¡¢女 反響 (音など)・反射・影響・結
果・とばっちり

[7081] répercuter
¤£ ¡¢動 反響させる・反射させる

[7082] se répercuter sur
¤£ ¡¢連 ～に影響を与える・はねかえる

[7083] repère
¤£ ¡¢男 目印・目標・指標・基準・指針

[7084] point de repère
¤£ ¡¢連 目印・目標・指標・目安

[7085] repérer
¤£ ¡¢動 位置を突き止める・探知する・
見つける

[7086] se repérer
¤£ ¡¢動 自分の位置を知る・方角を知る

[7087] répertoire
¤£ ¡¢男 目録・一覧表・名簿・総覧・レ
パートリー

[7088] répéter
¤£ ¡¢動 繰り返して言う・口外する・練
習する・稽古する

[7089] Répétez après moi.
¤£ ¡¢連 私の後について、繰り返して下
さい。

[7090] se répéter
¤£ ¡¢動 同じことを繰り返して言う・繰
り返される

[7091] répétition
¤£ ¡¢女 繰り返し・反復・稽古・リハー
サル

[7092] repiquer
¤£ ¡¢動 (苗を) 移植する・再録音 (ダビ
ング) する・再び刺す

[7093] répit
¤£ ¡¢男 中断・猶予・休息

[7094] sans répit
¤£ ¡¢連 絶え間なく・休みなく

[7095] replacer
¤£ ¡¢動 戻す・再び置く・新しい地位に
就かせる・配置を変える

[7096] replanter
¤£ ¡¢動 植え替える・移植する・再植林
する

[7097] repli
¤£ ¡¢男 折り返し・ひだ・しわ・退却 (軍
事)・景気後退

[7098] replier
¤£ ¡¢動 折り曲げる・折り畳む

[7099] se replier
¤£ ¡¢動 折り畳まれる・退却する・後退
する

[7100] se replier sur soi-même
¤£ ¡¢連 身を丸める・とぐろを巻く・内
省する
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[7191] résistant
¤£ ¡¢形 丈夫な・抵抗力のある・耐久力
のある

[7192] verre résistant à la

chaleur

¤£ ¡¢連 耐熱ガラス

[7193] résister à
¤£ ¡¢連 ～(ひと・もの) に抵抗する・耐
える・と戦う・[ものが主語で]～に耐
える・持ちこたえる

[7194] résolu
¤£ ¡¢形 決然とした・断固たる

[7195] attitude résolue
¤£ ¡¢連 断固たる態度

[7196] résolution
¤£ ¡¢女 決心・決意・決断・断固とした
態度 (意志)・決断・解決・還元

[7197] prendre la résolution de
¤£ ¡¢連 ～[inf] しようと決心する

[7198] avec résolution
¤£ ¡¢連 断固として・敢然と

[7199] résolution d’une équa-

tion [ekwasjÕ]

¤£ ¡¢連 方程式の解放

[7200] résonner
¤£ ¡¢動 鳴り響く・反響する・[de qch、
で] 満ちる

[7201] résoudre
¤£ ¡¢動 解く・解決する

[7202] résoudre une équation
¤£ ¡¢連 方程式を解く

[7203] résoudre une énigme
¤£ ¡¢連 謎を解く

[7204] résoudre un conflit
¤£ ¡¢連 紛争を解決する

[7205] résoudre de
¤£ ¡¢連 ～[inf]しようと決心する (二語)

[7206] se résoudre à
¤£ ¡¢連 ～[inf]しようと決心する (三語)

[7207] respect
¤£ ¡¢男 尊敬・敬意・尊重・重視

[7208] témoigner du respect à
¤£ ¡¢連 ～に敬意を示す

[7209] respectable
¤£ ¡¢形 尊敬すべき・尊重すべき・かな
りの・相当な

[7210] somme respectable
¤£ ¡¢連 相当の金額

[7211] respecter
¤£ ¡¢動 尊敬する・敬う・従う・尊重す
る・大事にする

[7212] respectueux
¤£ ¡¢形 [envers, avec, à l’égard de,

pour、に] 敬意を抱いている・恭し
い

[7213] langage respectueux
¤£ ¡¢連 丁寧な言葉遣い

[7214] respiration
¤£ ¡¢女 呼吸・息・息継ぎ

[7215] respiration artificielle
¤£ ¡¢連 人工呼吸

[7216] retenir sa respiration
¤£ ¡¢連 息をとめる
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[7124] reposer
¤£ ¡¢動 再び置く・戻す・再設置する・
問い直す

[7125] Reposez arme !
¤£ ¡¢連 立て銃 (つつ)

[7126] repousser
¤£ ¡¢動 押しやる・押し戻す・押し返す・
拒絶する・延期する・不快にする・
再び生える (植物やヒゲなど)

[7127] reprendre
¤£ ¡¢動 再び取る・再び雇う・おかわり
する・取り戻す・回復する・引き取
る・買い戻す・下取りする・持ち帰
る・再開する

[7128] représentant
¤£ ¡¢名 代表者・代理人・セールスマン・
外交員・代議員

[7129] représentation
¤£ ¡¢女 上演・公演・表現・表示・代表・
代表者 [集合的]・代理業・セールス
の仕事・見栄え・体面

[7130] représentation propor-

tionnelle

¤£ ¡¢連 比例代表制

[7131] représenter
¤£ ¡¢動 表す・表徴する・描く・示す・
代表する・代理する・相当する・～
になる・上演する・演ずる

[7132] réprimer
¤£ ¡¢動 抑える (感情などを)・抑制す
る・鎮圧する・処罰する

[7133] reprise
¤£ ¡¢女 再開・再演・奪回・回復・繕い・
自動車の加速性・商品の引き取り・
下取り

[7134] réprobation
¤£ ¡¢女 激しい非難・糾弾

[7135] reproche
¤£ ¡¢男 非難・批判・論難

[7136] reprocher
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢間目 を～のこと [qch / de inf.]

で非難する・とがめる

[7137] se reprocher
¤£ ¡¢動 自分を～のこと [qch / de inf.]

で非難する・とがめる

[7138] reproduction
¤£ ¡¢女 再現・再生・複製・複写・コ
ピー・再録・転載・生殖・繁殖

[7139] organe de reproduction
¤£ ¡¢連 生殖器

[7140] droit de reproduction
¤£ ¡¢連 版権

[7141] reproduire
¤£ ¡¢動 再現する・再生する・繰り返す・
複製を作る・複写する
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[7142] reproduire un clé
¤£ ¡¢連 合鍵を作る

[7143] se reproduire
¤£ ¡¢動 繁殖する・再び同じことが起こ
る

[7144] réprouver
¤£ ¡¢動 糾弾する・排斥する・非難する・
神が見捨てる

[7145] reptile
¤£ ¡¢男 蛇・[複数形で] は虫類

[7146] républicain
¤£ ¡¢形 共和国の・共和主義の

[7147] la république romaine
¤£ ¡¢連 ローマ共和国

[7148] la République française
¤£ ¡¢連 フランス共和国 (= la Re-

publique)

[7149] répugnance
¤£ ¡¢女 嫌悪感・嫌気

[7150] causer de la répugnance

à

¤£ ¡¢連 ～に嫌悪を催させる

[7151] répugnant
¤£ ¡¢形 嫌悪を催させるような・むかつ
くような

[7152] répugner à
¤£ ¡¢連 ～(人) に嫌悪の情を抱かせる・
～[qqc, / inf] に嫌悪を覚える

[7153] réputation
¤£ ¡¢女 評判・高い評判・名声

[7154] avoir bonne réputation
¤£ ¡¢連 評判が良い

[7155] avoir mauvaise réputa-

tion

¤£ ¡¢連 評判が悪い

[7156] réputé
¤£ ¡¢形 有名な・評判の

[7157] réputé pour
¤£ ¡¢連 ～で有名な

[7158] requis
¤£ ¡¢形 必要な・必要とされる・徴用さ
れた

[7159] rescapé
¤£ ¡¢女 生存者 (事故・災害の)・完走者

[7160] réseau
¤£ ¡¢男 網・網状のもの・網状組織・～
網・ネットワーク

[7161] réseau routier
¤£ ¡¢連 道路網

[7162] réseau ferroviaire
¤£ ¡¢連 鉄道網

[7163] réseau câblé de télévi-

sion

¤£ ¡¢連 ケーブルテレビ網

[7164] réservation
¤£ ¡¢女 予約・座席指定券

[7165] réserve
¤£ ¡¢女 蓄え・ストック・埋蔵量・倉庫・
ストック置き場・予備役・保護地域・
留保・条件・慎み深さ

[7166] faire des réserves de
¤£ ¡¢連 ～を蓄える・備蓄する
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[7167] réserve naturelle
¤£ ¡¢連 自然環境保護地域

[7168] réserve zoologique
¤£ ¡¢連 動物保護区

[7169] réserve de pêche
¤£ ¡¢連 禁漁区

[7170] réserve de chasse
¤£ ¡¢連 禁猟区

[7171] garder en réserve
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を予備にとっておく

[7172] sans réserve
¤£ ¡¢連 無条件に・全面的に・全面的
な・遠慮なく

[7173] sous toutes réserves
¤£ ¡¢連 真偽の保証なしに (なしの)・保
証はしかねるが

[7174] nouvelle donnée sous

toutes réserves

¤£ ¡¢連 未確認情報

[7175] réservé
¤£ ¡¢形 控えめな・遠慮がちな・慎重な・
専用の・予約済みの

[7176] quartier réservé
¤£ ¡¢連 赤線地帯・売春街

[7177] places réservés aux

handicapés

¤£ ¡¢連 身体障害者専用座席

[7178] réserver
¤£ ¡¢動 予約する・リザーブする・取っ
ておく・用意しておく・保留する・控
える

[7179] réservoir
¤£ ¡¢男 タンク・貯水槽・貯水池・養魚
池・いけす・～の宝庫

[7180] résidence
¤£ ¡¢女 住居・邸宅・居住地・高級マン
ション

[7181] certificat de résidence
¤£ ¡¢連 居住証明書

[7182] résidentiel
¤£ ¡¢形 住宅用の (地区な どが)

(résidentielle)

[7183] résider
¤£ ¡¢動 居住する・[dans, en, à、に]存
する・宿る

[7184] résignation
¤£ ¡¢女 甘受・忍従・あきらめ

[7185] résigner ses fonctions
¤£ ¡¢連 職を辞する

[7186] se résigner à
¤£ ¡¢連 ～を甘受する

[7187] résine
¤£ ¡¢女 樹脂・松やに

[7188] résine synthétique
¤£ ¡¢連 合成樹脂

[7189] résine du pin
¤£ ¡¢連 松やに

[7190] résistance
¤£ ¡¢女 抵抗・反対・反抗・耐久力・耐
性・抵抗力
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[7290] retouche
¤£ ¡¢女 寸法直し・修正

[7291] retoucher
¤£ ¡¢動 寸法を直す・修正を施す

[7292] retour
¤£ ¡¢男 帰ること・戻ること・帰り道・帰
路・再来・再発・再現・返送・返品

[7293] être de retour
¤£ ¡¢連 帰宅している・帰っている

[7294] retourner
¤£ ¡¢動 裏返す・返送する・戻る・再び
行く

[7295] retourner une carte
¤£ ¡¢連 トランプをめくる

[7296] retourner la terre
¤£ ¡¢連 土を掘り返す

[7297] retourner une marchan-

dise

¤£ ¡¢連 商品を返品する

[7298] retourner dans son pays

natal

¤£ ¡¢連 故郷に帰る

[7299] se retourner
¤£ ¡¢動 振り返る・戻る・寝返りをうつ・
向きを変える

[7300] retracer
¤£ ¡¢動 生き生きと物語る・引き直す・
なぞる

[7301] retrait
¤£ ¡¢男 停止・取り消し・引退・撤退・
撤兵・引き取り・引き出し (預金)

[7302] retrait d’un permis de

conduire

¤£ ¡¢連 運転免許の取り消し

[7303] retraite
¤£ ¡¢女 退職・引退・退役・隠居・退職
年金・恩給・隠遁所

[7304] âge de la retraite
¤£ ¡¢連 定年

[7305] retraite forcée
¤£ ¡¢連 免職

[7306] retraite anticipée
¤£ ¡¢連 繰り上げ退職

[7307] prendre sa retraite
¤£ ¡¢連 退職する

[7308] être en retraite
¤£ ¡¢連 退職している (= être à la retraite)

[7309] toucher sa retraite
¤£ ¡¢連 年金を受けとる

[7310] maison de retraite
¤£ ¡¢連 老人ホーム

[7311] retraité
¤£ ¡¢形 退職した・年金を受けている・¤£ ¡¢名 退職者・年金受給者

[7312] retrancher
¤£ ¡¢動 削除する・省略する

[7313] se retrancher dans
¤£ ¡¢連 ～に立てこもる

[7314] se retrancher derrière
¤£ ¡¢連 ～の背後で身を守る

[7315] retransmettre
¤£ ¡¢動 中継放送する

[7316] retransmission
¤£ ¡¢女 中継放送
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[7217] respiratoire
¤£ ¡¢連 呼吸の

[7218] capacité respiratoire
¤£ ¡¢連 肺活量

[7219] respirer
¤£ ¡¢動 呼吸する・息をする・吸う (空
気を)・嗅ぐ (臭いを)

[7220] resplendir
¤£ ¡¢動 光り輝く

[7221] resplendissant
¤£ ¡¢形 輝くばかりの・光り輝く

[7222] responsabilité
¤£ ¡¢女 責任

[7223] avoir le sens des respon-

sabilités

¤£ ¡¢連 責任感がある

[7224] responsabilité pénale
¤£ ¡¢連 刑事責任

[7225] responsabilité civile
¤£ ¡¢連 民事責任

[7226] responsabilité morale
¤£ ¡¢連 道義的責任

[7227] prendre la responsabilité

de

¤£ ¡¢連 ～の責任をとる・責任を負う

[7228] être responsable de
¤£ ¡¢連 ～に責任がある・[ものが主語
で]～の原因となる

[7229] ressemblance
¤£ ¡¢女 似ていること・類似・

¤£ ¡¢複 類似
点

[7230] ressemblant
¤£ ¡¢形 良く似た

[7231] ressembler à
¤£ ¡¢動 ～に似ている・～に似つかわし
い・ふさわしい

[7232] ressemeler [r(@)s@m(@)le]
¤£ ¡¢動 靴底を張り替える

[7233] ressentir
¤£ ¡¢動 強く感じる・抱く (感情を)

[7234] resserrer
¤£ ¡¢動 閉め直す・引き締める

[7235] se resserrer
¤£ ¡¢動 狭まる・引き締まる・強化され
る

[7236] resservir
¤£ ¡¢動 再び出す (料理を)・お代わりを
出す・再び役に立つ

[7237] ressort
¤£ ¡¢男 バネ・スプリング・ぜんまい

[7238] ressort à boudin
¤£ ¡¢連 らせんばね

[7239] ressort à lame
¤£ ¡¢連 板ばね

[7240] faire ressort
¤£ ¡¢連 ばねのように伸び縮みする

[7241] manquer de ressort
¤£ ¡¢連 無気力だ

[7242] ressortir
¤£ ¡¢動 出る (入ってすぐに)・再び外出
する・浮き出る・目立つ・現れる

[7243] ressortir de
¤£ ¡¢連 ～から出る・生じる・判明する
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[7244] ressource
¤£ ¡¢女 [複数形で]資産・資源・能力・
可能性

[7245] ressources naturelles
¤£ ¡¢連 天然資源

[7246] ressources pétrolière
¤£ ¡¢連 石油資源

[7247] ressources humaines
¤£ ¡¢連 人的資源 (= ressources en

hommes)

[7248] restant
¤£ ¡¢形 残りの・残っている・[

¤£ ¡¢男 ] 残
り・残額

[7249] restaurant
¤£ ¡¢男 レストラン・食堂

[7250] restauration
¤£ ¡¢女 修復・復元・復興・レストラン
業・組織の再生 (医学)・修復 (情報)

[7251] la Restauration
¤£ ¡¢連 王政復古 (1814-30)

[7252] restaurer
¤£ ¡¢動 修復する・復元する・復興する

[7253] le reste de
¤£ ¡¢連 ～の残り・あまり・その他の～

[7254] une reste de
¤£ ¡¢連 わずかに残っている～

[7255] rester
¤£ ¡¢動 とどまる・～のままでいる・残っ
ている

[7256] en rester à
¤£ ¡¢連 ～の段階でとどまる・～までで
やめる

[7257] restituer
¤£ ¡¢動 返還する・持ち主に返す・復元
する・録音音声を再生する

[7258] restreindre
¤£ ¡¢動 制限する・少なくする

[7259] se restreindre
¤£ ¡¢動 生活を切り詰める

[7260] résultat
¤£ ¡¢男 結果・成果・解答・成績・合否・
勝敗

[7261] obtenir de bons résultats
¤£ ¡¢連 良い結果を得る

[7262] affichage des résultats
¤£ ¡¢連 合格発表

[7263] il résulte de
¤£ ¡¢連 ～から

¤£ ¡¢直目 (真主語) が生じ
る・

¤£ ¡¢直目 は～の結果である

[7264] résumé
¤£ ¡¢男 要約・レジュメ

[7265] résumer
¤£ ¡¢動 要約する・まとめる・レジュメ
を作る

[7266] rétabli
¤£ ¡¢形 回復した・復旧した・復元され
た

[7267] rétablir
¤£ ¡¢動 復元する・回復させる・立て直
す・復旧する・回復させる
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[7268] se rétablir
¤£ ¡¢動 回復される・元の状態が戻る・
健康を回復する

[7269] retard d’un avion
¤£ ¡¢連 飛行機の遅れ

[7270] en retard
¤£ ¡¢連 遅れて・遅れた状態で (の)

[7271] retardataire
¤£ ¡¢名 遅刻者・

¤£ ¡¢形 時代遅れの・遅刻
した

[7272] retarder
¤£ ¡¢動 遅らせる・延期する・遅れてい
る

[7273] retenir
¤£ ¡¢動 引き止める・足止めする・支え
る・押さえる・静止する・こらえる・
予約する・覚える・天引きする

[7274] retenir comme otage
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を人質にとる

[7275] retenir son souffle
¤£ ¡¢連 息をひそめる

[7276] retenir un cri
¤£ ¡¢連 叫び声を押し殺す

[7277] retenir une cause
¤£ ¡¢連 裁判所が訴えを受理する

[7278] se retenir à
¤£ ¡¢連 ～につかまる

[7279] se retenir de
¤£ ¡¢連 ～[inf] したいのをこらえる

[7280] retentir
¤£ ¡¢動 響きわたる・[dans, sur、に]響
く・影響する

[7281] retentir de
¤£ ¡¢連 主語 (空間) が～(音) で鳴り響
く

[7282] retentissant
¤£ ¡¢形 よく響く・反響を呼ぶ・華々し
い

[7283] réticent
¤£ ¡¢形 ためらいがちな・優柔不断な・
煮え切らない

[7284] retirer
¤£ ¡¢動 引き出す・取り出す・引っ込め
る・撤回する・脱ぐ・外す・とりあげ
る

[7285] retirer de l’argent d’un

compte

¤£ ¡¢連 口座から金をおろす

[7286] retirer une plainte
¤£ ¡¢連 告訴を取り下げる

[7287] retirer son chapeau
¤£ ¡¢連 帽子を脱ぐ

[7288] se retirer
¤£ ¡¢動 立ち去る・引っ込む・退出する・
身を引く・引退する

[7289] retomber
¤£ ¡¢動 再び倒れる・再び落ちる・再び
陥る・垂れ下がる・もとの状態にも
どる
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[7389] revue
¤£ ¡¢女 雑誌・点検・検討・閲兵・観閲

[7390] passer en revue
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 をひとつひとつ検討する・¤£ ¡¢直目 を閲兵する

[7391] rez-de-chaussée (invari-

able)

¤£ ¡¢男 一階

[7392] se rhabiller
¤£ ¡¢動 再び服を着る

[7393] rhum [rOm]
¤£ ¡¢男 ラム酒

[7394] rhumatisme
¤£ ¡¢男 リューマチ

[7395] avoir des rhumatismes
¤£ ¡¢連 リューマチにかかっている

[7396] rhume
¤£ ¡¢男 風邪

[7397] attraper un rhume
¤£ ¡¢連 風邪をひく

[7398] ricaner
¤£ ¡¢動 せせら笑う・あざ笑う

[7399] riche
¤£ ¡¢形 金持ちの・裕福な・肥沃な・豊
かな・豊富な・豪華な・高価な

[7400] richesse
¤£ ¡¢女 富裕・富・豊かさ・豊富さ・肥沃
さ・豪華さ・

¤£ ¡¢複 財産・貴重な品々
[7401] ride

¤£ ¡¢女 しわ (皮膚の)・さざ波・風紋・
土地の起伏

[7402] ridé
¤£ ¡¢形 しわの寄った

[7403] rideau
¤£ ¡¢男 カーテン・幕・緞帳

[7404] rider
¤£ ¡¢動 しわを作る・さざ波を立てる・
風紋を刻む

[7405] ridicule
¤£ ¡¢形 滑稽な・おかしい・馬鹿げた・
不合理な

[7406] ridiculiser
¤£ ¡¢動 笑い者にする・茶化す

[7407] pour rien
¤£ ¡¢連 無駄に・無意味に・無料で・只
同然で・理由なしに

[7408] rien à faire
¤£ ¡¢連 お手上げだ・どうしようもない・
とんでもない、駄目です

[7409] De rien.
¤£ ¡¢連 どういたしまして。

[7410] Ce n’est rien.
¤£ ¡¢連 何でもありません。

[7411] Ça ne fait rien.
¤£ ¡¢連 たいしたことではありません。
別に構いません。

[7412] rieur
¤£ ¡¢形 よく笑う・陽気な・明るい

[7413] rigide
¤£ ¡¢形 硬い・曲がらない・厳しい・厳
格な・融通の利かない・柔軟性のな
い
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[7317] rétrécir
¤£ ¡¢動 狭くする・縮める・縮む

[7318] se rétrécir
¤£ ¡¢動 狭くなる

[7319] rétrécissement
¤£ ¡¢男 狭くすること・狭くなること・縮
むこと・収縮・狭窄

[7320] retrousser
¤£ ¡¢動 袖などをまくり上げる・折り返
す・反りかえらせる

[7321] retrousser ses manches
¤£ ¡¢連 腕まくりをする

[7322] retrouver
¤£ ¡¢動 再び見いだす・再開する・思い
出す

[7323] se retrouver
¤£ ¡¢動 再開する・落ち合う・結局～の
状態になる・道がわかる・状況の見
当がつく

[7324] s’y retrouver
¤£ ¡¢連 状況や道の見当がつく

[7325] réunion
¤£ ¡¢女 集会・会合・集まり・結合・併
合・組み合わせ・競馬

[7326] réunion plénière
¤£ ¡¢連 総会

[7327] réunion amicale
¤£ ¡¢連 懇親会

[7328] réunion politique
¤£ ¡¢連 政治集会

[7329] réunir
¤£ ¡¢動 集める・一つにまとめる・併せ
持つ・結びつける・併合する

[7330] se réunir
¤£ ¡¢動 集まる (人が)・招集される (会
議が)・道路や川が合流する

[7331] réussir
¤£ ¡¢動 成功する・うまく行く・出世す
る・受かる・合格する [試験が

¤£ ¡¢直目

]

[7332] réussir à
¤£ ¡¢連 ～[qch / inf] に成功する

[7333] réussite
¤£ ¡¢女 成功・成就・成功作

[7334] réussite sociale
¤£ ¡¢連 社会的成功・出世

[7335] réussite à un examen
¤£ ¡¢連 試験の合格

[7336] revanche
¤£ ¡¢女 復讐・仕返し・報復・リターン
マッチ

[7337] prendre sa revanche sur
¤£ ¡¢連 ～に対して仕返しをする

[7338] rêve
¤£ ¡¢男 夢・理想・はかない夢

[7339] faire un mauvais rêve
¤£ ¡¢連 嫌な夢を見る

[7340] faire de beaux rêves
¤£ ¡¢連 良い夢を見る

[7341] réveil
¤£ ¡¢男 目覚め・目覚まし時計・復活
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[7342] mettre le réveil à cinq

heures

¤£ ¡¢連 目覚ましを５時にセットする

[7343] réveiller
¤£ ¡¢動 目覚めさせる・起こす・蘇生さ
せる・よみがえらせる

[7344] se réveiller
¤£ ¡¢動 目を覚ます・起きる・正気に戻
る・奮起する

[7345] réveillon
¤£ ¡¢男 レヴェイヨン (クリスマス・イヴ
や大晦日の深夜にとる祝いの食事)

[7346] révélateur (révélatrice)
¤£ ¡¢形 明かす・自ずと表す

[7347] révélation
¤£ ¡¢女 明かすこと・新事実 [多く複数]・
新星 (スポーツや芸術界の)・天啓・
啓示・ひらめき

[7348] révéler
¤£ ¡¢動 明かす・暴露する・(ものが自ず
から) 表す・示す

[7349] se révéler
¤£ ¡¢動 現れる・明らかになる・～[属
詞] であることが明らかになる

[7350] revenant
¤£ ¡¢名 幽霊

[7351] histoire de revenants
¤£ ¡¢連 怪談

[7352] revendication
¤£ ¡¢女 要求・要求事項

[7353] revendiquer
¤£ ¡¢動 要求する・主張する・引き受け
る・負う

[7354] revendre
¤£ ¡¢動 売りはらう・転売する

[7355] revenir
¤£ ¡¢動 再び来る・帰ってくる

[7356] revenir à la maison
¤£ ¡¢連 帰宅する

[7357] revenir à la santé
¤£ ¡¢連 健康を回復する

[7358] il me revient que
¤£ ¡¢連 ～ということが私に思い出され
る

[7359] n’en pas revenir
¤£ ¡¢連 びっくり仰天している

[7360] revente
¤£ ¡¢女 転売

[7361] revenu
¤£ ¡¢男 所得・収入・歳入

[7362] impôt sur le revenu
¤£ ¡¢連 所得税

[7363] revenu annuel
¤£ ¡¢連 年収

[7364] revenu national
¤£ ¡¢連 国民所得

[7365] rêver
¤£ ¡¢動 夢を見る・

¤£ ¡¢直目 の夢を見る

[7366] rêver de
¤£ ¡¢動 ～の夢を見る・～を夢見る

[7367] reverdir
¤£ ¡¢動 再び緑になる
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[7368] rêverie
¤£ ¡¢女 夢想・空想・[多く複数で] 幻
想・たわけた考え

[7369] revers
¤£ ¡¢男 裏・裏面・裏側・折り襟・折り返
し・バックハンド・不運・逆境 (<=>

endroit 　表)

[7370] reverser
¤£ ¡¢動 再び注ぐ・元の器に戻す・口座
に再振り込みする・口座振替する

[7371] revêtement
¤£ ¡¢男 外装・舗装・被覆・外装材・舗
装材・被覆材

[7372] rêveur
¤£ ¡¢形 夢見がちな・

¤£ ¡¢名 夢想家
[7373] réviser

¤£ ¡¢動 見直す

[7374] révision
¤£ ¡¢女 見直し・再検討・改正・修正・
復讐・おさらい・点検・修理・検査・
校閲

[7375] revivre
¤£ ¡¢動 生き返る・よみがえる・再び体
験する

[7376] revoir
¤£ ¡¢動 再び会う・もう一度見る・再び
訪れる・思い浮かべる・復習をする・
再検討する

[7377] revoir la leçon d’histoire
¤£ ¡¢連 歴史の授業の復習をする

[7378] se revoir
¤£ ¡¢動 再会する

[7379] révoltant
¤£ ¡¢形 実に不愉快な・腹の立つ・ひど
い

[7380] injustice révoltante
¤£ ¡¢連 むかむかするような不正

[7381] révolter
¤£ ¡¢動 憤慨させる・憤激させる

[7382] se révolter
¤£ ¡¢動 反乱を起こす・暴動を起こす・
反抗する・逆らう・憤激する

[7383] révolution
¤£ ¡¢女 革命・大改革・公転 (天体の)

[7384] la Révolution française
¤£ ¡¢連 フ ラ ン ス 大 革 命 (= la

Révolution)

[7385] révolution industrielle
¤£ ¡¢連 産業革命

[7386] révolution culturelle
¤£ ¡¢連 文化大革命 (中国の)・文化的
大改革

[7387] révolutionnaire
¤£ ¡¢形 革命の・革命的な・革新的な・¤£ ¡¢名 革命家

[7388] revolver [revOlvEr]
¤£ ¡¢男 レヴォルバー・回転式拳銃
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[7500] rompre la monotonie
¤£ ¡¢連 単調さを破る

[7501] rompre le rythme
¤£ ¡¢連 リズムを崩す

[7502] rompre ses fiançailles
¤£ ¡¢連 婚約を解消する

[7503] rompre un contrat
¤£ ¡¢連 契約を破棄する

[7504] rompre avec
¤£ ¡¢連 ～と絶交する・別れる・訣別す
る

[7505] se rompre
¤£ ¡¢動 折れる・切れる・割れる・壊れ
る

[7506] ronce
¤£ ¡¢女 イバラ (茨)・キイチゴ (木苺)・
木目

[7507] rond
¤£ ¡¢形 丸い・球形の・丸みを帯びた・
丸々とした・肉付きの良い・端数の
ない

[7508] faire un compte rond
¤£ ¡¢連 概算する

[7509] rond
¤£ ¡¢男 円・輪・円形のもの・輪切りに
したもの

[7510] en rond
¤£ ¡¢連 輪になって

[7511] ronde
¤£ ¡¢女 ロンド・輪舞・見回り・パトロー
ル・周回・循環

[7512] rondelle
¤£ ¡¢女 輪切り (野菜などの)・座金・ワッ
シャー

[7513] ronflement
¤£ ¡¢男 いびき・ものが唸る音

[7514] ronfler
¤£ ¡¢動 いびきをかく・唸りを上げる

[7515] ronger
¤£ ¡¢動 かじる・食う・蝕む・腐食させ
る・浸食する・苛む・苦しめる

[7516] rongeurs
¤£ ¡¢男 [常に複数] げっ歯類

[7517] animal rongeur
¤£ ¡¢連 げっ歯動物

[7518] ronronner
¤£ ¡¢動 のどを鳴らす

[7519] roquefort
¤£ ¡¢男 ロックフォールチーズ

[7520] rosbif [rOsbif]
¤£ ¡¢男 ローストビーフ

[7521] rose
¤£ ¡¢女 バラの花

[7522] bois de rose
¤£ ¡¢連 ローズウッド・紫檀

[7523] rose des vents
¤£ ¡¢連 羅針盤の方位図・ウィンドロー
ズ

[7524] rosé
¤£ ¡¢男 ロゼワイン

[7525] roseau
¤£ ¡¢男 アシ

[7526] rosée
¤£ ¡¢女 露
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[7414] système rigide
¤£ ¡¢連 硬直したシステム

[7415] rigidité
¤£ ¡¢女 厳しさ・厳格さ・頑固さ・硬さ・
硬直・堅固

[7416] rigolade
¤£ ¡¢女 ふざけること・冗談・バカげた
こと・たやすいこと

[7417] prendre à la rigolade
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を冗談に取る

[7418] rigole
¤£ ¡¢女 溝 (灌漑・排水用の)・細い流れ
(地面にできる雨などの)

[7419] rigoler
¤£ ¡¢動 笑う・笑い興じる・楽しむ・冗
談を言う・ふざける

[7420] rigolo (rigolote)
¤£ ¡¢形 面白い・滑稽な・奇妙な・変な・¤£ ¡¢名 剽軽者

[7421] rigoureux
¤£ ¡¢形 厳密な・正確な・厳しい・厳格
な

[7422] hiver rigoureux
¤£ ¡¢連 厳冬

[7423] rigueur
¤£ ¡¢女 厳密さ・正確さ・厳格さ・厳し
さ・過酷さ

[7424] à la rigueur
¤£ ¡¢連 やむを得ない場合は・ぎりぎり
譲歩して

[7425] rillettes
¤£ ¡¢女 [常に複数] リエット (料理)

[7426] rime
¤£ ¡¢女 脚韻・韻

[7427] rimer
¤£ ¡¢動 韻を踏む・詩を作る

[7428] rinçage
¤£ ¡¢男 すすぎ洗い・水洗い

[7429] rincer
¤£ ¡¢動 食器などを洗う・すすぎ洗いす
る・ゆすぐ

[7430] ring
¤£ ¡¢男 リング (格闘技の)・ボクシング

[7431] riposte
¤£ ¡¢女 言い返し・反論・反撃・逆襲

[7432] riposter
¤£ ¡¢動 言い返す・応酬する・反撃する

[7433] rire
¤£ ¡¢動 笑う・[de, を] あざ笑う

[7434] rire aux éclats
¤£ ¡¢連 爆笑する

[7435] rire aux larmes
¤£ ¡¢連 涙を流して笑う

[7436] rire de
¤£ ¡¢連 ～をあざ笑う・馬鹿にする

[7437] risque
¤£ ¡¢男 危険・リスク

[7438] au risque de
¤£ ¡¢連 ～[inf]する危険をおかして・～
する覚悟で

[7439] prendre le risque de
¤£ ¡¢連 あえて～[inf] する

[7440] risqué
¤£ ¡¢形 危険な
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[7441] risquer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を危険にさらす・

¤£ ¡¢直目 (

/ de inf / que subj) の危険をおかす

[7442] se risquer à
¤£ ¡¢連 思い切って、～する

[7443] rivage
¤£ ¡¢男 海岸・浜辺・波打ち際

[7444] rival (rivale)
¤£ ¡¢名 ライバル

[7445] rivaliser de
¤£ ¡¢連 ～を競う [avec,～と]

[7446] rivaliser avec
¤£ ¡¢連 ～と競う・～と比肩する

[7447] rivalité
¤£ ¡¢女 競合・敵対関係・対立意識・ラ
イバル意識

[7448] rivalités d’intérêt
¤£ ¡¢連 利害の対立

[7449] rive
¤£ ¡¢女 川岸・川沿いの地区

[7450] rivière
¤£ ¡¢女 川 (中小河川でより大きな川に
注ぐ)

[7451] riz
¤£ ¡¢男 米・米飯

[7452] robe
¤£ ¡¢女 ドレス・ワンピース・ガウン・部
屋着・法服・僧服・馬の毛色・ワイ
ンの色

[7453] robe de mariée
¤£ ¡¢連 ウエディングドレス

[7454] robe du soir
¤£ ¡¢連 イヴニングドレス

[7455] robe habillée
¤£ ¡¢連 フォーマルドレス

[7456] robinet
¤£ ¡¢男 水道の蛇口・ガス栓

[7457] robinet d’incendie
¤£ ¡¢連 消火栓

[7458] robot [rObo]
¤£ ¡¢男 ロボット

[7459] portrait-robot
¤£ ¡¢連 容疑者のモンタージュ写真

[7460] robuste
¤£ ¡¢形 頑丈な・頑健な・丈夫な

[7461] roche
¤£ ¡¢女 岩・岩石

[7462] roches sédimentaires
¤£ ¡¢連 堆積岩

[7463] roches métamorphiques
¤£ ¡¢連 変成岩

[7464] roche calcaire
¤£ ¡¢連 石灰岩

[7465] roche volcanique
¤£ ¡¢連 火山岩

[7466] roche-mère
¤£ ¡¢連 母岩

[7467] rocher
¤£ ¡¢男 岩・岩山・岸壁・岩礁

[7468] faire du rocher
¤£ ¡¢連 ロッククライミングをする

[7469] rocheux
¤£ ¡¢形 岩の多い・岩でできた

[7470] rodage
¤£ ¡¢男 ならし運転・ならし運転期間・
試行・試行期間

[7471] roder
¤£ ¡¢動 ならし運転をする・試行する
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[7472] rôdeur
¤£ ¡¢名 浮浪者・うろつく人

[7473] rognon
¤£ ¡¢男 (料理) 腎臓・マメ

[7474] rognure
¤£ ¡¢女 切りくず・断ち屑・くず

[7475] roi
¤£ ¡¢男 王・国王・大立て者・最高のも
の

[7476] rôle
¤£ ¡¢男 役・役柄・台詞・役割・機能・
働き・名簿 (法律)

[7477] premier rôle
¤£ ¡¢連 主役

[7478] petit rôle
¤£ ¡¢連 端役

[7479] distribution des rôles
¤£ ¡¢連 配役

[7480] à tour de rôle
¤£ ¡¢連 順番に・代わる代わる

[7481] avoir le beau rôle
¤£ ¡¢連 割のいい役回りを演じる・いい
目を見る

[7482] romain
¤£ ¡¢形 古代ローマの・ローマの

[7483] chiffres romains
¤£ ¡¢連 ローマ数字

[7484] Empire romain
¤£ ¡¢連 ローマ帝国

[7485] droit romain
¤£ ¡¢連 ローマ法

[7486] Romain
¤£ ¡¢名 古代ローマ人・ローマ人

[7487] roman
¤£ ¡¢男 小説・長編小説

[7488] roman historique
¤£ ¡¢連 歴史小説

[7489] roman de science-fiction
¤£ ¡¢連 SF 小説

[7490] roman de mœurs
¤£ ¡¢連 風俗小説

[7491] roman-fleuve
¤£ ¡¢連 大河小説

[7492] roman policier
¤£ ¡¢連 推理小説

[7493] roman de gare
¤£ ¡¢連 大衆娯楽小説

[7494] romancier
¤£ ¡¢名 小説家

[7495] romanesque
¤£ ¡¢形 小説めいた・奇想天外の・波瀾
万丈の・夢見がちな・小説に関する

[7496] romantique
¤£ ¡¢形 ロマンチックな・夢想的な・ロ
マン派的な・

¤£ ¡¢名 ロマンチスト・ロマ
ンチックな人

[7497] rompre
¤£ ¡¢動 中断する・破る・断つ (関係・
契約を)・破棄する・(文語的)折る・
割る・切る

[7498] rompre l’équilibre
¤£ ¡¢連 均衡を破る

[7499] rompre le silence
¤£ ¡¢連 沈黙を破る
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[7527] rossignol
¤£ ¡¢男 ナイチンゲール・小夜鳴き鳥・
錠前をこじ開ける道具

[7528] rôti
¤£ ¡¢男 焼き肉・

¤£ ¡¢形 ローストした
[7529] rotin

¤£ ¡¢男 籐 (とう)

[7530] rôtir
¤£ ¡¢動 焼く・ローストする・焼ける (肉
などが)

[7531] rôtissoire
¤£ ¡¢女 ロースターオーブン

[7532] roue
¤£ ¡¢女 車輪・車輪状のもの

[7533] roues avant
¤£ ¡¢連 前輪

[7534] roues arrière
¤£ ¡¢連 後輪

[7535] roue de secours
¤£ ¡¢連 スペアタイア

[7536] roue dentée
¤£ ¡¢連 歯車

[7537] rouge
¤£ ¡¢形 赤い・紅潮した．赤熱した・[

¤£ ¡¢男
] 赤・赤色・赤信号・口紅

[7538] rougeur
¤£ ¡¢女 赤面・紅潮・赤み・

¤£ ¡¢複 紅斑 (皮
膚の)

[7539] rougir
¤£ ¡¢動 赤くなる・赤面する・恥じ入る

[7540] rougir de colère
¤£ ¡¢連 怒りで真っ赤になる

[7541] rouille
¤£ ¡¢女 錆

[7542] rongé de rouille
¤£ ¡¢連 錆びた

[7543] rouillé
¤£ ¡¢形 錆びた・衰えた・錆び付いた

[7544] rouiller
¤£ ¡¢動 錆びる・錆びさせる

[7545] roulant
¤£ ¡¢形 移動式の・移動用の

[7546] fauteuil roulant
¤£ ¡¢連 車椅子

[7547] table roulante
¤£ ¡¢連 ワゴンテーブル

[7548] rouleau
¤£ ¡¢男 麺棒・ローラー・ロール・巻物・
巻いたもの・大波・巻き毛

[7549] roulement
¤£ ¡¢男 ベアリング・転がること・轟音・
とどろき

[7550] rouler
¤£ ¡¢動 転がる・走る (車・列車)・車で
走る (人が)・

¤£ ¡¢直目 を巻く

[7551] se faire rouler
¤£ ¡¢連 だまされる・丸め込まれる

[7552] roulette
¤£ ¡¢女 キャスター・小さな車輪・ルー
レット

[7553] patin à roulettes
¤£ ¡¢連 ローラースケート

[7554] roulis
¤£ ¡¢男 ローリング (船や飛行機の横揺
れ)
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[7555] roulotte
¤£ ¡¢女 (旅芸人などの居住用) トレー
ラー・大型馬車

[7556] round [ra-und/rund]
¤£ ¡¢男 ボクシングのラウンド・交渉の
ラウンド

[7557] rouspéter [ruspete]
¤£ ¡¢動 抗議する・文句を言う・不平を
言う

[7558] rousseur
¤£ ¡¢女 茶褐色

[7559] roussir
¤£ ¡¢動 焦がす・茶色にする

[7560] route
¤£ ¡¢女 道路・街道・道・道程・道路交
通 (集合的)・航路・ルート

[7561] routier
¤£ ¡¢形 道路の・[

¤£ ¡¢男 ] 長距離トラック
運転手

[7562] carte routière
¤£ ¡¢連 道路地図

[7563] réseau routier
¤£ ¡¢連 道路網

[7564] routine
¤£ ¡¢女 ルーチン・旧弊・因習

[7565] royal
¤£ ¡¢形 王の・国王の

[7566] pouvoir royal
¤£ ¡¢連 王権

[7567] palais royal
¤£ ¡¢連 王宮

[7568] famille royale
¤£ ¡¢連 王室

[7569] royaume
¤£ ¡¢男 王国

[7570] Royaume-Uni
¤£ ¡¢男 イギリス連合王国 (UK)

[7571] ruban
¤£ ¡¢男 リボン・テープ・帯状のもの

[7572] rude
¤£ ¡¢形 荒い・ざらざらした・厳しい・
骨の折れる・粗野な・荒っぽい・耳
障りな・手強い

[7573] rudement
¤£ ¡¢副 手荒く・非常に・すごく

[7574] rudesse
¤£ ¡¢女 荒っぽさ・粗暴さ・厳しさ・辛
さ

[7575] rue
¤£ ¡¢女 通り・街路・街・ちまた

[7576] enfant des rues
¤£ ¡¢連 浮浪児

[7577] fille des rues
¤£ ¡¢連 街娼

[7578] ruelle
¤£ ¡¢女 路地・小路

[7579] se ruer sur
¤£ ¡¢連 飛びかかる・殺到する

[7580] rugby [rygbi]
¤£ ¡¢男 ラグビー

[7581] rugir
¤£ ¡¢動 吠える (ライオンなど)・わめき
散らす (人が)・うなる (風など)

[7582] rugissement
¤£ ¡¢男 吠え声・わめき声・うなり
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[7583] rugueux
¤£ ¡¢形 ざらざらした・ぶつぶつした

[7584] ruine
¤£ ¡¢女 廃墟・遺跡・瓦礫・崩壊・荒廃・
廃屋・破産

[7585] tomber en ruine
¤£ ¡¢連 崩壊する・がたが来る

[7586] ruiner
¤£ ¡¢動 破産させる・倒産させる・損な
う・失わせる・打ち砕く

[7587] se ruiner
¤£ ¡¢動 破産する

[7588] ruineux
¤£ ¡¢形 非常にお金のかかる

[7589] ruisseau
¤£ ¡¢男 小川・流れ・排水溝・側溝・ど
ぶ

[7590] ruisseler
¤£ ¡¢動 流れる (雨水・涙が)・びっしょ
りぬれる

[7591] ruminant
¤£ ¡¢男 反芻動物・反芻類 [常に複数
形]・

¤£ ¡¢形 反芻する
[7592] ruminer

¤£ ¡¢動 反芻する・思いめぐらす・熟考
する

[7593] rupture
¤£ ¡¢女 切断・決壊 (堤防など)・破裂
(血管など)・断絶・絶交・絶縁・破
棄・解消

[7594] rural (rurale, ruraux)
¤£ ¡¢形 田舎の・農村の

[7595] ruraux
¤£ ¡¢男 [常に複数]農民・田舎の住人

[7596] ruse
¤£ ¡¢女 たくらみ・策略・術策

[7597] rusé
¤£ ¡¢形 ずるい・狡猾な・ずるそうな

[7598] rustique
¤£ ¡¢形 田舎風の・ひなびた・粗野な・
田舎者の

[7599] rythme
¤£ ¡¢男 リズム・律動・拍子・テンポ

[7600] rythmer
¤£ ¡¢動 リズムを与える・リズムをとる

[7601] rythmique
¤£ ¡¢形 リズムにあわせた・リズミカル
な・リズムの
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[7671] saladier
¤£ ¡¢男 サラダボール

[7672] salaire
¤£ ¡¢男 給料・賃金・サラリー

[7673] toucher son salaire
¤£ ¡¢連 給料を受け取る

[7674] bulletin de salaire
¤£ ¡¢連 給与明細

[7675] salaire au temps
¤£ ¡¢連 時間給

[7676] salaire au rendement
¤£ ¡¢連 歩合給

[7677] salaire aux pièces
¤£ ¡¢連 出来高払い (= salaire à la tâche)

[7678] salaire de base
¤£ ¡¢連 基本給

[7679] salaire net
¤£ ¡¢連 手取り給料

[7680] salaire brut
¤£ ¡¢連 税込み給料

[7681] salarié
¤£ ¡¢名 サラリーマン

[7682] sale
¤£ ¡¢形 汚れた・汚い・不潔な・[名詞
の前で]嫌な・不愉快な

[7683] salé
¤£ ¡¢形 塩辛い・塩味のついた・塩漬け
の・塩分を含んだ

[7684] salement
¤£ ¡¢副 汚く・ひどく・すごく

[7685] saler
¤£ ¡¢動 塩味をつける・塩漬けにする・
塩をふる

[7686] saleté
¤£ ¡¢女 不潔・汚さ・汚物・糞

[7687] salière
¤£ ¡¢女 塩入れ (食卓に置く)

[7688] salir
¤£ ¡¢動 汚す

[7689] se salir
¤£ ¡¢動 汚れる・汚くなる

[7690] salissant
¤£ ¡¢形 汚れる・汚い・汚れやすい

[7691] travail salissant
¤£ ¡¢連 汚れ仕事

[7692] salive
¤£ ¡¢女 唾液・つば

[7693] saliver
¤£ ¡¢動 つばが出る・よだれを流す

[7694] salle
¤£ ¡¢女 室 (住宅で特定の用途を持っ
た)・ホール・会場・映画館・観客・
聴衆

[7695] salle de séjour
¤£ ¡¢連 居間・リビングルーム

[7696] salle d’eau
¤£ ¡¢連 洗面所・洗濯所

[7697] salle de classe
¤£ ¡¢連 教室

[7698] salle d’opération
¤£ ¡¢連 手術室

[7699] salle d’audience
¤£ ¡¢連 法廷

[7700] salle d’attente
¤£ ¡¢連 待合室

[7701] salon
¤£ ¡¢男 応接間・客間・サロン・見本市・
美術展覧会・社交界
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第 19章

S

[7602] sable
¤£ ¡¢男 砂・

¤£ ¡¢複 砂地・砂原・砂漠
[7603] mer de sable

¤£ ¡¢連 砂丘地帯

[7604] sables mouvants
¤£ ¡¢連 流砂・泥砂

[7605] sabler
¤£ ¡¢動 砂をまく (凍結した道路などに)・
砂で覆う・砂で磨く・艶消しする

[7606] sablier
¤£ ¡¢男 砂時計

[7607] sablonneux
¤£ ¡¢形 砂地の・砂で覆われた

[7608] sabot
¤£ ¡¢男 木靴・サボ・蹄 (牛馬の)・おん
ぼろ (車や船)

[7609] sabotage
¤£ ¡¢男 破壊工作・妨害・サボタージュ・
仕事をぞんざいにすること

[7610] saboter
¤£ ¡¢男 破壊する・妨害工作をする・手
抜きをする・ぞんざいにする

[7611] sabre
¤£ ¡¢男 サーベル

[7612] sac
¤£ ¡¢男 袋・バッグ・ハンドバッグ・袋
一杯分の量・財布・金

[7613] sac de papier
¤£ ¡¢連 紙袋 (= sac en papier)

[7614] sac en plastique
¤£ ¡¢連 ビニル袋 (= sac plastique)

[7615] sac à provision
¤£ ¡¢連 ショッピングバッグ・買い物用
手提げ袋

[7616] sac poubelle
¤£ ¡¢連 ゴミ袋

[7617] sac de couchage
¤£ ¡¢連 寝袋・スリーピングバッグ

[7618] sac de sable
¤£ ¡¢連 サンドバッグ

[7619] sac à dos
¤£ ¡¢連 リュックサック (= sac d’alpiniste)

[7620] sac banane
¤£ ¡¢連 ウェストポーチ

[7621] sac de voyage
¤£ ¡¢連 旅行鞄・ボストンバッグ

[7622] saccadé
¤£ ¡¢形 ぎくしゃくした・断続的な
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[7623] saccager
¤£ ¡¢動 略奪する・荒らす・めちゃくちゃ
にする

[7624] sachet
¤£ ¡¢男 小さな袋

[7625] sacré
¤£ ¡¢形 神聖な・宗教的な・神聖不可侵
の・絶対に尊重すべき・[名詞の前]

とんでもない・すごい

[7626] feu sacré
¤£ ¡¢連 聖火

[7627] livres sacrés
¤£ ¡¢連 聖典 (= textes sacrés)

[7628] droit sacré
¤£ ¡¢連 不可侵の権利

[7629] sacrement
¤£ ¡¢男 秘跡 (カトリック)

[7630] sept sacrements
¤£ ¡¢連 七つの秘跡 (洗礼・堅信・聖体・
悔悛・終油・叙階・婚姻)

[7631] Saint-Sacrement
¤£ ¡¢連 聖体 (キリストの肉体を象徴す
るパン)

[7632] derniers sacrements
¤£ ¡¢連 臨終の秘跡)(悔悛・聖体・終油)

[7633] baptême [batEm]
¤£ ¡¢男 洗礼の秘跡

[7634] confirmation
¤£ ¡¢女 堅信の秘跡

[7635] eucharistie [økaristi]
¤£ ¡¢女 聖体の秘跡

[7636] pénitence
¤£ ¡¢女 悔悛の秘跡

[7637] extrême-onction
¤£ ¡¢女 終油の秘跡

[7638] ordre
¤£ ¡¢男 叙階 (カトリック教会において，
聖職を行うための権能を授け，これ
をふさわしく果たすための恩寵を与
える秘跡)

[7639] mariage
¤£ ¡¢男 婚姻の秘跡

[7640] sacrifice
¤£ ¡¢男 犠牲・経済的な犠牲・出費・生
け贄

[7641] sacrifier pour
¤£ ¡¢動 ～のために [à も可]

¤£ ¡¢直目 を犠
牲にする

[7642] se sacrifier pour
¤£ ¡¢動 ～のために [à も可]、身を捧げ
る

[7643] sacristain
¤£ ¡¢男 堂守・寺男・聖具室係

[7644] sacristie [sakristi]
¤£ ¡¢女 教会の香部屋・聖具室

[7645] sage
¤£ ¡¢形 賢明な・おとなしい (子供や動
物が)・貞淑な・慎み深い

[7646] sagement
¤£ ¡¢副 賢明に・思慮深く・慎重に・お
となしく・控えめに
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[7647] sagesse
¤£ ¡¢女 賢明さ・思慮分別・良識・従順
さ・おとなしさ・英知・節度・慎ま
しさ

[7648] avec sagesse
¤£ ¡¢連 慎重に・分別をもって

[7649] saignant
¤£ ¡¢形 レアの・生焼けの・血が滴る・
血が出ている・生々しい・癒えてい
ない

[7650] saignement
¤£ ¡¢男 出血

[7651] saignement de nez
¤£ ¡¢連 鼻血

[7652] saigner
¤£ ¡¢動 出血する

[7653] saigner du nez
¤£ ¡¢連 鼻血を出す

[7654] saillant
¤£ ¡¢形 突き出た・張り出した・目立っ
た・際立った

[7655] sain
¤£ ¡¢形 健康な・健やかな・健康によい・
健全な・良識のある・正常な

[7656] saint
¤£ ¡¢形 聖なる・神聖な・聖人のような・¤£ ¡¢名 聖人・聖者

[7657] Saint-Esprit [sẼtEspri]
¤£ ¡¢連 聖霊

[7658] Sainte-Vierge
¤£ ¡¢連 聖処女 (聖母マリア)

[7659] Sainte-Famille
¤£ ¡¢連 聖家族 (イエス、マリア，ヨセ
フ)

[7660] Terre Sainte
¤£ ¡¢連 聖地・パレスチナ

[7661] saisir
¤£ ¡¢動 つかむ・捕まえる・把握する・
理解する・差し押さえる・捕らえる
(感情などが人を)

[7662] saisissant
¤£ ¡¢形 はっとさせる・身を切られるよ
うな (寒さなどが)

[7663] saison
¤£ ¡¢女 季節

[7664] quatre saisons
¤£ ¡¢連 四季

[7665] saison des pluies
¤£ ¡¢連 雨季

[7666] saison sèche
¤£ ¡¢連 乾季

[7667] saison de la moisson
¤£ ¡¢連 収穫期

[7668] saisonnier
¤£ ¡¢形 ある季節特有の・季節毎の・

¤£ ¡¢名
季節労働者

[7669] salade
¤£ ¡¢女 サラダ・サラダ用の野菜

[7670] pomme de terre en

salade

¤£ ¡¢連 ポテトサラダ
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[7785] sauterelle
¤£ ¡¢女 バッタ・イナゴ

[7786] sauvage
¤£ ¡¢形 野生の・未開の・野蛮な・

¤£ ¡¢名
野蛮人・粗野な人

[7787] animaux sauvages
¤£ ¡¢連 野生動物

[7788] fraises sauvages
¤£ ¡¢連 野いちご

[7789] forêt sauvage
¤£ ¡¢連 原生林

[7790] tribus sauvages
¤£ ¡¢連 未開部族

[7791] sauver
¤£ ¡¢動 救う・助ける・埋め合わせる・
欠点を取り繕う

[7792] se sauver de
¤£ ¡¢連 ～から逃げる・逃走する

[7793] sauvetage
¤£ ¡¢男 救助・救命

[7794] ceinture de sauvetage
¤£ ¡¢連 救命胴衣 (= gilet de sauvetage)

[7795] chaloupe de sauvetage
¤£ ¡¢連 救命ボート

[7796] sauveteur
¤£ ¡¢男 救助隊員・救援者

[7797] savant
¤£ ¡¢形 学識のある・博学の・難解な・
学問的な・巧みな・熟練した・[

¤£ ¡¢男
]学者・科学者

[7798] société savante
¤£ ¡¢連 学会

[7799] être savant en
¤£ ¡¢連 ～に (sur も可)詳しい・精通し
ている

[7800] savate
¤£ ¡¢女 ぼろスリッパ・ぼろ靴・靴・履
物・ぶきっちょ・のろま

[7801] saveur
¤£ ¡¢女 味・味覚・風味・香り・味わい・
面白み

[7802] savon
¤£ ¡¢男 石鹸

[7803] savon en poudre
¤£ ¡¢連 粉石鹸

[7804] bulle de savon
¤£ ¡¢連 シャボン玉

[7805] se savonner
¤£ ¡¢連 自分の体を石鹸で洗う

[7806] savonnette
¤£ ¡¢女 化粧石鹸

[7807] savonneux
¤£ ¡¢形 石鹸 (質) を含む

[7808] savourer
¤£ ¡¢動 じっくり賞味する・味わう

[7809] savoureux
¤£ ¡¢形 風味のある・美味な・小気味の
良い

[7810] scalper
¤£ ¡¢動 (敵の) 頭皮を剥ぐ

[7811] scandale
¤£ ¡¢男 大騒ぎ・けんか・悶着・憤慨・
悪評・非難・スキャンダル・醜聞

[7812] faire du scandale
¤£ ¡¢連 騒ぎを起こす・悶着を起こす
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[7702] salopette
¤£ ¡¢女 胸当て付き作業着・オーバー
オール

[7703] saluer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に挨拶する・会釈する・
敬意を表す

[7704] salut
¤£ ¡¢男 あいさつ・お辞儀・敬礼・救済・
救助・救い・救霊・永遠の幸福 (宗
教的な)

[7705] salut militaire
¤£ ¡¢連 軍隊式敬礼

[7706] échanger un salut
¤£ ¡¢連 挨拶を交わす

[7707] rendre un salut
¤£ ¡¢連 挨拶をする (= faire un salut)

[7708] sanatorium
¤£ ¡¢男 サナトリウム

[7709] sandale
¤£ ¡¢女 サンダル (靴)

[7710] sandwich [sÃdwi(t)S]
¤£ ¡¢男 サンドイッチ (sandwichs, sand-

wiches)

[7711] sang
¤£ ¡¢男 血・血液・流血 (殺人などの)・
血筋・血統

[7712] faire une prise de sang
¤£ ¡¢連 採血する

[7713] tache de sang
¤£ ¡¢連 血痕

[7714] circulation du sang
¤£ ¡¢連 血液の循環

[7715] sang artériel
¤£ ¡¢連 動脈血

[7716] sang veineux
¤£ ¡¢連 静脈血

[7717] donneur de sang
¤£ ¡¢連 献血者

[7718] liens du sang
¤£ ¡¢連 血縁

[7719] se faire du mauvais sang
¤£ ¡¢連 気をもむ・心配する

[7720] sang-froid (invariable)
¤£ ¡¢男 冷静・沈着

[7721] garder son sang-froid
¤£ ¡¢連 冷静を保つ

[7722] perdre son sang-froid
¤£ ¡¢連 冷静を失う

[7723] retrouver son sang-froid
¤£ ¡¢連 冷静を取り戻す

[7724] de sang-froid
¤£ ¡¢連 平然と

[7725] sanglant
¤£ ¡¢形 血に染まった・血まみれの・流
血の

[7726] sanglier
¤£ ¡¢男 イノシシ・イノシシの肉

[7727] sanglot
¤£ ¡¢男 すすり泣き・嗚咽・むせび泣き

[7728] sangloter
¤£ ¡¢動 しゃくりあげて泣く・むせび泣く

[7729] sanguin
¤£ ¡¢形 血液の・多血質の・血の色の

[7730] vaisseaux sanguins
¤£ ¡¢連 血管
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[7731] sanitaire
¤£ ¡¢形 保健の・公衆衛生の・給排水の

[7732] santé
¤£ ¡¢女 健康・健康状態・健全な状態・
保健衛生

[7733] être en bonne santé
¤£ ¡¢連 健康である

[7734] être en mauvaise santé
¤£ ¡¢連 健康を害している

[7735] perdre la santé
¤£ ¡¢連 健康を害する

[7736] recouvrer la santé
¤£ ¡¢連 健康を回復する

[7737] bilan de santé
¤£ ¡¢連 健康診断 (総合的な)

[7738] santé des finances
¤£ ¡¢連 財政の健全さ

[7739] santé publique
¤£ ¡¢連 公衆衛生

[7740] service de santé
¤£ ¡¢連 医療班 (軍隊・船舶)・検疫所
(港湾)

[7741] à votre santé !
¤£ ¡¢連 ご健康を祝して・乾杯！

[7742] saphir
¤£ ¡¢男 サファイア

[7743] sapin
¤£ ¡¢男 モミ (樅)・樅材

[7744] sarbacane
¤£ ¡¢女 吹き矢

[7745] sardine
¤£ ¡¢女 イワシ・サーディン

[7746] sardines à l’huile
¤£ ¡¢連 オイルサーディン

[7747] sarrasin
¤£ ¡¢形 サラセンの・[

¤£ ¡¢男 ] ソバ (蕎)・
そば粉

[7748] sas [sAs]
¤£ ¡¢男 気密室 (宇宙船・潜水艦の)・エ
アロック・閘室 (こうしつ /運河の)・
篩 (ふるい)・こし器

[7749] satellite
¤£ ¡¢男 衛星・人工衛星・サテライト (飛
行場の)・衛星国・とりまき

[7750] satellite météorologique
¤£ ¡¢連 気象衛星

[7751] satellite d’observation
¤£ ¡¢連 観測衛星

[7752] satellite de télécommu-

nication

¤£ ¡¢連 通信衛星

[7753] satellite géostationnaire
¤£ ¡¢連 静止衛星

[7754] satellite-espion
¤£ ¡¢連 軍事偵察衛星

[7755] photo-satellite
¤£ ¡¢連 衛星写真

[7756] satin
¤£ ¡¢男 サテン・繻子・繻子織

[7757] satisfaction
¤£ ¡¢女 満足・満足感・充足・喜び・弁
償・賠償

[7758] donner satisfaction à
¤£ ¡¢連 人を満足させる・喜ばせる・人
の要求を受け入れる
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[7759] satisfaire
¤£ ¡¢動 (人を) 満足させる・喜ばせる・
(要求を) 満たす・充足させる

[7760] satisfaisant
¤£ ¡¢形 満足できる・納得のいく

[7761] être satisfait de
¤£ ¡¢連 ～に満足している

[7762] saturateur
¤£ ¡¢男 加湿器 (室内暖房用の)

[7763] sauce
¤£ ¡¢女 ソース・肉汁・どしゃ降り

[7764] sauce courte
¤£ ¡¢連 濃いソース

[7765] sauce longue
¤£ ¡¢連 薄いソース

[7766] saucer
¤£ ¡¢動 ソースを拭って食べる (パンで
皿の)

[7767] saucier
¤£ ¡¢女 舟形ソース入れ (卓上に出す)

[7768] saucisse
¤£ ¡¢女 ソーセージ (火を通して食べる
小型のもの)

[7769] saucisson
¤£ ¡¢男 ソーセージ (火を通さずに食べ
る大型のもの)

[7770] sauf
¤£ ¡¢形 無事な・無傷の

[7771] sain et sauf
¤£ ¡¢連 無事に

[7772] saule
¤£ ¡¢男 ヤナギ (柳) (= osier)

[7773] saumon
¤£ ¡¢男 サケ (鮭)・サーモン

[7774] saupoudrer
¤£ ¡¢動 まぶす (塩・砂糖・小麦粉など
に)

[7775] saut
¤£ ¡¢男 跳躍・ジャンプ・飛び降り・飛
び込み・ダイビング・急な動作・素
早い移動・論理の飛躍

[7776] saut en hauteur
¤£ ¡¢連 走り高跳び

[7777] saut en longueur
¤£ ¡¢連 走り幅跳び

[7778] saut à la perche
¤£ ¡¢連 棒高跳び

[7779] saut triple
¤£ ¡¢連 三段跳び

[7780] saut en skis
¤£ ¡¢連 スキーのジャンプ競技 (= saut à

skis)

[7781] saut en parachute
¤£ ¡¢連 スカイダイビング

[7782] saut périlleux
¤£ ¡¢連 宙返り・とんぼ返り・一か八か
の奇策

[7783] sauter
¤£ ¡¢動 跳ぶ・飛び降りる・飛び込む・
飛びかかる・飛びつく・吹っ飛ぶ・
飛躍する (論理などが)

[7784] sauter sur
¤£ ¡¢連 ～に飛びかかる・飛びつく
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[7897] secret d’état
¤£ ¡¢連 国家機密

[7898] secret de Polichinelle
¤£ ¡¢連 公然の秘密

[7899] secret professionnel
¤£ ¡¢連 職業上の秘密・守秘義務

[7900] secrétaire
¤£ ¡¢名 秘書・書記・幹事・書記官 (大
使館の)

[7901] secrétariat
¤£ ¡¢男 事務局・秘書課・秘書室・秘書
の職

[7902] secteur
¤£ ¡¢男 区分・区域・部門・領域・分野・
場所・界隈

[7903] secteur électoral
¤£ ¡¢連 選挙区

[7904] secteur scolaire
¤£ ¡¢連 学区

[7905] secteur primaire
¤£ ¡¢連 第一次産業

[7906] secteur secondaire
¤£ ¡¢連 第二次産業

[7907] secteur tertiaire [tErsjEr]
¤£ ¡¢連 第三次産業

[7908] section
¤£ ¡¢女 部 (組織内の)・科・支部・区
分・料金区分 (バスの)・切断・断面
図・断面

[7909] section longitudinale
¤£ ¡¢連 縦断面

[7910] section latérale
¤£ ¡¢連 横断面

[7911] sécurité
¤£ ¡¢女 安心・安全・無事・安全保障・
安全装置 (銃器の)

[7912] sécurité publique
¤£ ¡¢連 治安

[7913] sécurité routière
¤£ ¡¢連 交通安全 (業務)

[7914] Sécurité sociale
¤£ ¡¢連 社会保障

[7915] sécurité internationale
¤£ ¡¢連 国際安全保障

[7916] Conseil de sécurité de

l’O .N. U.

¤£ ¡¢連 国連安全保障理事会

[7917] séduire
¤£ ¡¢動 人の心をそそる・魅惑する・魅
了する・誘惑する・たらし込む

[7918] séduisant
¤£ ¡¢形 魅力的な・心をそそる

[7919] segment
¤£ ¡¢男 部分・切片・体節・部品

[7920] seigneur
¤£ ¡¢男 領主・君主・貴族

[7921] sein
¤£ ¡¢男 乳房・胸．懐・母胎・胎内・内
部・奥・真ん中

[7922] donner le sein à
¤£ ¡¢連 ～に乳をふくませる

[7923] séjour
¤£ ¡¢男 滞在・滞在期間・滞在地・住ま
い・住処
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[7813] scandaleux
¤£ ¡¢形 破廉恥な・けしからぬ・ひどい・
無茶な

[7814] scandaliser
¤£ ¡¢動 憤慨させる・ひんしゅくを買う

[7815] scaphandre
¤£ ¡¢男 潜水服

[7816] scaphandrier
¤£ ¡¢男 潜水夫

[7817] scarlatine
¤£ ¡¢女 猩紅熱 (しょうこうねつ)

[7818] scénario
¤£ ¡¢男 シナリオ・脚本・台本・予定の
手順・筋書き

[7819] scène
¤£ ¡¢女 舞台・舞台芸術・演劇・場 (戯
曲の)・場面・シーン・光景・けんか・
激しい言い争い

[7820] scène d’intérieur
¤£ ¡¢連 室内画

[7821] scène de mœurs
¤£ ¡¢連 風俗画 (= scène de genre)

[7822] scène d’amour
¤£ ¡¢連 ラブシーン

[7823] scène de ménage
¤£ ¡¢連 夫婦喧嘩

[7824] metteur en scène
¤£ ¡¢連 演出家・映画監督

[7825] mise en scène
¤£ ¡¢連 演出・上演

[7826] sceptique [sEptik]
¤£ ¡¢形 懐疑的な・半信半疑の・

¤£ ¡¢名 懐
疑論者

[7827] schéma
¤£ ¡¢男 図解・図式・図表・概要・概略・
あらまし

[7828] schématique
¤£ ¡¢形 おおまかな・図式の・図解の・
図表の

[7829] scie
¤£ ¡¢女 のこぎり (鋸)

[7830] scie à chaîne
¤£ ¡¢連 チェーンソー

[7831] scie à métaux
¤£ ¡¢連 金鋸 (かなのこ)

[7832] science
¤£ ¡¢女 科学 [定冠詞付き単数]・

¤£ ¡¢複 特
定の科学分野・理科

[7833] science humaine
¤£ ¡¢連 人文科学

[7834] science naturelle
¤£ ¡¢連 自然科学

[7835] faculté des sciences
¤£ ¡¢連 理学部

[7836] docteur ès sciences
¤£ ¡¢連 理学博士

[7837] professeur de sciences
¤£ ¡¢連 理科の先生

[7838] scientifique
¤£ ¡¢形 科学的な・厳密な・客観的な

[7839] scier
¤£ ¡¢動 のこぎりで切る (木や石を)

[7840] scierie [siri]
¤£ ¡¢女 製材所・石切工場

[7841] scintiller [sẼtije]
¤£ ¡¢動 瞬く・ちかちか光る・煌めく
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[7842] sciure [sjyr]
¤£ ¡¢女 おがくず・鋸屑 (のこくず)

[7843] scolaire
¤£ ¡¢形 学校の・小学校の・学校教育の

[7844] année scolaire
¤£ ¡¢連 学年

[7845] âge scolaire
¤£ ¡¢連 就学年齢

[7846] manuel scolaire
¤£ ¡¢連 教科書

[7847] livret scolaire
¤£ ¡¢連 成績表

[7848] scolarité
¤£ ¡¢女 就学・通学・義務教育年限

[7849] scoliose
¤£ ¡¢女 脊柱側彎症 (せきちゅうそくわ
んしょう)

[7850] score
¤£ ¡¢男 スコア・得点・得票数 (選挙)・
成績・結果

[7851] scorpion
¤£ ¡¢男 サソリ

[7852] le Scorpion
¤£ ¡¢連 サソリ座

[7853] script
¤£ ¡¢男 活字体書体 (手書きの)・台本・
スクリプト

[7854] scrupule
¤£ ¡¢男 良心のとがめ・やましさ・気兼
ね・気後れ・清潔さ・細心・小心

[7855] scruter
¤£ ¡¢動 注意深く調べる・探る・目を凝
らして見る

[7856] scrutin
¤£ ¡¢男 投票

[7857] fermer le scrutin
¤£ ¡¢連 投票を締め切る

[7858] dépouiller le scrutin
¤£ ¡¢連 開票する

[7859] sculpter [skylte]
¤£ ¡¢動 彫刻する

[7860] sculpteur [skyltœr]
¤£ ¡¢男 彫刻家

[7861] sculpture [skyltyr]
¤£ ¡¢女 彫刻

[7862] seau
¤£ ¡¢男 バケツ・手桶

[7863] sec (sèche)
¤£ ¡¢形 乾いた・干した・乾燥した・冷
淡な・そっけない

[7864] raisins secs
¤£ ¡¢連 干しぶどう

[7865] avoir le cœur sec
¤£ ¡¢連 心が頑である

[7866] sèchement
¤£ ¡¢副 すげなく・無愛想に・手荒く・
急激に

[7867] sécher
¤£ ¡¢動 乾かす・乾燥させる

[7868] se sécher
¤£ ¡¢動 自分の体を乾かす・着ている衣
類を乾かす・体を拭く

[7869] sécheresse
¤£ ¡¢女 日照り・旱魃・乾燥 (地面・肌)・
乾き (舌)・そっけなさ・無愛想
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[7870] séchoir
¤£ ¡¢男 ヘアドライヤー・物干・乾燥室

[7871] secondaire
¤£ ¡¢形 二番目の・二次的な・二流の・
副次的な・派生的な

[7872] effets secondaires
¤£ ¡¢連 副作用

[7873] seconde
¤£ ¡¢女 秒・ごく短い時間・一瞬

[7874] à la seconde
¤£ ¡¢連 たちどころに・即刻

[7875] d’une seconde à l’autre
¤£ ¡¢連 今にも・すぐに

[7876] seconder
¤£ ¡¢動 補佐する・助手を務める・支援
する

[7877] secouer
¤£ ¡¢動 揺さぶる・揺り動かす・

¤£ ¡¢直目 の
埃や水気をふるい落とす・打ちのめ
す・動揺させる

[7878] secouer la tête
¤£ ¡¢連 頭を振る (疑念や同意を表す)

[7879] secourir
¤£ ¡¢動 救助する・救援する

[7880] secours
¤£ ¡¢男 救助・救援・助け・援助・救援・
救援物資・救急処置・[多く複数形]

救助隊・救援部隊

[7881] aller au secours de
¤£ ¡¢連 ～を助けに行く・～の救援に駆
けつける

[7882] appeler au secours
¤£ ¡¢連 助けを呼ぶ (= crier au secours)

[7883] porter secours à
¤£ ¡¢連 ～を救助する

[7884] équipe de secours
¤£ ¡¢連 救助隊

[7885] Au secours !
¤£ ¡¢連 助けて！

[7886] secousse
¤£ ¡¢女 揺れ・振動・衝撃

[7887] secousse sismique
¤£ ¡¢連 地震

[7888] secousse politique
¤£ ¡¢連 政変

[7889] secret
¤£ ¡¢形 秘密の・機密の・隠された・分
かりにくい・密かな・内奥の・目立
たない・本心を表さない

[7890] dossier secret
¤£ ¡¢連 機密文書

[7891] négociation secrète
¤£ ¡¢連 裏取引

[7892] société secrète
¤£ ¡¢連 秘密結社

[7893] services secrets
¤£ ¡¢連 秘密情報機関

[7894] code secret
¤£ ¡¢連 暗号

[7895] secret
¤£ ¡¢男 秘密・機密・秘密の保持・秘
訣・こつ・内奥・神秘・真相

[7896] en secret
¤£ ¡¢連 こっそりと・隠れて
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[8000] prononcer un sermon
¤£ ¡¢連 説教をする (= composer un ser-

mon)

[8001] serpent
¤£ ¡¢男 ヘビ (蛇)・蛇革・

[8002] serpent venimeux
¤£ ¡¢連 毒蛇

[8003] serpent à lunettes
¤£ ¡¢連 メガネ蛇・コブラ

[8004] serpent à sonnettes
¤£ ¡¢連 ガラガラヘビ

[8005] charmeur de serpent
¤£ ¡¢連 蛇使い

[8006] serpentin
¤£ ¡¢男 紙テープ

[8007] lancer des serpentins
¤£ ¡¢連 紙テープを投げる

[8008] serre
¤£ ¡¢女 温室

[8009] serre
¤£ ¡¢女 [多く複数形] 猛禽類の爪

[8010] serré
¤£ ¡¢形 詰まった・窮屈な・密生した・
伯仲した・手堅い・緻密な

[8011] serrer
¤£ ¡¢動 握りしめる・抱きしめる・締め
付ける (服などが・心を)・締める (ね
じや蛇口)

[8012] se serrer
¤£ ¡¢動 詰め合う・身をすり寄せる・ぴっ
たりくっつく

[8013] serrure
¤£ ¡¢女 錠・錠前

[8014] trou de la serrure
¤£ ¡¢連 鍵穴

[8015] serveur (serveuse)
¤£ ¡¢名 ボーイ・ウェーター

[8016] service
¤£ ¡¢男 手助け・サービス・サービス料・
勤務・兵役・部局・奉仕

[8017] service après-vente
¤£ ¡¢連 アフターサービス

[8018] service militaire
¤£ ¡¢連 兵役 (= service national)

[8019] partir pour le service
¤£ ¡¢連 兵役に行く

[8020] terminer son service
¤£ ¡¢連 兵役を終える

[8021] services secrets
¤£ ¡¢連 シークレットサービス

[8022] rendre service à
¤£ ¡¢連 ～(人) の役に立つ（三語）

[8023] serviette
¤£ ¡¢女 ナプキン・タオル・書類カバン・
ブリーフケース

[8024] serviette de toilette
¤£ ¡¢連 タオル

[8025] serviette de bain
¤£ ¡¢連 バスタオル

[8026] servir
¤£ ¡¢動 給仕する・応対する・仕える・
奉仕する・役立つ

[8027] servir à
¤£ ¡¢連 ～(人) に役立つ・～(事物)[qch

/ inf] に役立つ（二語）
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[7924] salle de séjour
¤£ ¡¢連 居間・リビングルーム

[7925] sel
¤£ ¡¢男 塩・食塩・塩味・既知・妙味・
辛辣さ

[7926] sélection
¤£ ¡¢女 選択・選抜・えり抜き・選集・
アンソロジー・淘汰

[7927] épreuve de sélection
¤£ ¡¢連 選抜試合・選抜試験

[7928] sélection naturelle
¤£ ¡¢連 自然淘汰

[7929] semaine
¤£ ¡¢女 週・平日・ウィークデー

[7930] en semaine
¤£ ¡¢連 平日に・ウィークデーに (= pen-

dant la semaine)

[7931] jour de semaine
¤£ ¡¢連 ウィークデー

[7932] semblable
¤£ ¡¢形 同じような・同様の・互いに似
通った・相似の (数学)

[7933] faire semblant de
¤£ ¡¢連 ～[inf] するふりをする

[7934] un semblant de
¤£ ¡¢連 [無冠詞名詞とともに] うわべだ
けの～・～のようなもの

[7935] sembler
¤£ ¡¢動 主語が属詞のように見える

[7936] il semble
¤£ ¡¢連 [inf / que+ind]～のように思え
る

[7937] semelle
¤£ ¡¢女 靴底・靴の裏・靴の底敷・敷皮

[7938] semence
¤£ ¡¢女 種・種子・原因・萌芽・絨毯や
靴に打つ鋲

[7939] semer
¤£ ¡¢動 まく (種などを)・ばらまく・ま
き散らす

[7940] semestre
¤£ ¡¢男 半年・六ヶ月・セメスター

[7941] semis [smi]
¤£ ¡¢男 種まき・播種法 (はしゅほう)・
苗床・苗・苗木・散らし模様 (布地
の)

[7942] le Sénat
¤£ ¡¢連 上院 (<=> assemblée nationale)

[7943] sénateur (sénatrice)
¤£ ¡¢名 上院議員

[7944] sens [sÃs]
¤£ ¡¢男 感覚・～感・センス・良識・分
別・常識・意味・意義・方向・向き

[7945] cinq sens
¤£ ¡¢連 五感

[7946] la vue
¤£ ¡¢連 視覚

[7947] l’ouïe
¤£ ¡¢連 聴覚 (女性)

[7948] l’odorat
¤£ ¡¢連 嗅覚 (男性)

[7949] le toucher
¤£ ¡¢連 触覚
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[7950] le goût
¤£ ¡¢連 味覚

[7951] sixième sens
¤£ ¡¢連 第六感・直感

[7952] organes des sens
¤£ ¡¢連 感覚器官

[7953] sens du rythme
¤£ ¡¢連 リズム感

[7954] sens esthétique
¤£ ¡¢連 美的センス

[7955] au sens large du terme
¤£ ¡¢連 語の広い意味で

[7956] au sens strict du terme
¤£ ¡¢連 語の厳密な意味で (= au sens

restreint du terme)

[7957] en sens inverse
¤£ ¡¢連 逆方向に

[7958] dans tous les sens
¤£ ¡¢連 あらゆる方向に (= en tous sens)

[7959] à mon sens
¤£ ¡¢連 私の考えでは

[7960] dans le bon sens
¤£ ¡¢連 正しい向きに・良い方向に

[7961] dans le mauvais sens
¤£ ¡¢連 間違った向きに・悪い方向に

[7962] en un sens
¤£ ¡¢連 ある意味では (= dans un sens)

[7963] sensation
¤£ ¡¢女 感じ・印象・感覚・興奮・セン
セーション・大騒ぎ

[7964] faire sensation
¤£ ¡¢連 大騒ぎをする

[7965] sensationnel (sensationnelle)
¤£ ¡¢形 センセーショナルな・世間を驚
かせる・すばらしい

[7966] sensé
¤£ ¡¢形 良識のある・分別に富んだ・道
理にかなった

[7967] sensibiliser à
¤£ ¡¢連 ～に (世間などを) 敏感にする

[7968] sensibilité
¤£ ¡¢女 感受性・感性・感じやすさ・思
いやり・感覚・感覚能力

[7969] sensible
¤£ ¡¢形 感じやすい・感受性の強い・敏
感な・心を動かされた・心を動かさ
れやすい・顕著な・感知し得る

[7970] sensiblement
¤£ ¡¢副 顕著に・かなり・ほぼ・ほとん
ど

[7971] sensuel
¤£ ¡¢形 官能的な・肉感的な・官能の・
好色な

[7972] sentence
¤£ ¡¢女 判決・判定・格言・警句

[7973] sentier
¤£ ¡¢男 小道・狭い道・精神的に険しい
道

[7974] sentiment
¤£ ¡¢男 意識・自覚・印象・感情・心情・
感覚・センス・[多く複数形]心・気
持ち・思いやり
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[7975] sentimental (sentimentale,

sentimentaux)

¤£ ¡¢形 愛情の・恋の・感情の・ロマン
チックな・感傷的な

[7976] sentir
¤£ ¡¢動 感じる・

¤£ ¡¢直目 の匂いをかぐ・¤£ ¡¢直目 の匂いがする・におう

[7977] se faire sentir
¤£ ¡¢連 [ものが主語で]顕著になる・感
じ取られる

[7978] sentir bon
¤£ ¡¢連 良いにおいがする (<=> sentir

mauvais)

[7979] se sentir
¤£ ¡¢動 自分が属詞だと感じる

[7980] se sentir bien
¤£ ¡¢連 気分が良い・心地よい

[7981] se sentir mal
¤£ ¡¢連 気分が悪い

[7982] séparation
¤£ ¡¢女 分けること・分離・別れ・別離・
境界・区別

[7983] séparation des pouvoirs
¤£ ¡¢連 三権分立

[7984] séparation de l’église et

de l’état

¤£ ¡¢連 政教分離

[7985] séparément
¤£ ¡¢副 別々に・切り離して

[7986] agir séparément
¤£ ¡¢連 個別行動をとる

[7987] séparer
¤£ ¡¢動 引き離す・隔てる・分ける

[7988] se séparer de
¤£ ¡¢連 ～と別れる・～を手放す

[7989] série
¤£ ¡¢女 一続き・一揃い・シリーズ

[7990] sérieusement
¤£ ¡¢副 まじめに・本気で・本当に・重
く・ひどく

[7991] sérieux
¤£ ¡¢形 まじめな・信用できる・あてに
なる・重大な・深刻な・[名詞の前
で] かなりの・十分な

[7992] garder son sérieux
¤£ ¡¢連 笑いをこらえる (= tenir son

sérieux)

[7993] prendre au sérieux
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を真に受ける・本気にす
る・重要視する

[7994] serin
¤£ ¡¢男 カナリア

[7995] seringue
¤£ ¡¢女 注射器

[7996] serment
¤£ ¡¢男 宣誓・誓約・誓い・固い約束・
愛の誓い

[7997] prêter serment
¤£ ¡¢連 宣誓する

[7998] sous serment
¤£ ¡¢連 宣誓して

[7999] sermon
¤£ ¡¢男 説教・お説教・くどい小言



308 フランス語単語 10000語

[8103] singerie
¤£ ¡¢女 猿小屋・猿山・[複数形で] しか
め面 (おどけてする)・猿真似・物ま
ね・気取った態度

[8104] se singulariser
¤£ ¡¢動 目立ちたがる・奇を衒う

[8105] singulier
¤£ ¡¢形 風変わりな・奇抜な・奇妙な・
おかしい・特異な・独特の・単独の・
単数の

[8106] sinistre
¤£ ¡¢形 不吉な・不気味な・ぞっとする・
陰気な・悲しげな・凶悪な・陰険な

[8107] sinistre
¤£ ¡¢男 大惨事 (地震・火事・洪水など
の)

[8108] sinistré
¤£ ¡¢形 罹災した・

¤£ ¡¢名 罹災者

[8109] région sinistrée
¤£ ¡¢連 被災地

[8110] sirène
¤£ ¡¢女 サイレン・警報

[8111] sirop [siro]
¤£ ¡¢男 シロップ

[8112] site
¤£ ¡¢男 景色・風景・眺め・地勢・用地・
地形・ウェッブサイト

[8113] situation
¤£ ¡¢女 位置・方位・立地・状況・情勢・
立場・状態・社会的地位・職・ポス
ト・場面・シチュエーション

[8114] situation critique
¤£ ¡¢連 危機的状況

[8115] situé
¤£ ¡¢形 位置した・面した

[8116] situer
¤£ ¡¢動 (比喩的に用いることがほとん
ど)位置づける・設定する

[8117] se situer
¤£ ¡¢動 位置する・位置づけられる

[8118] skate-bord [skEtbOrd]
¤£ ¡¢男 スケートボード

[8119] sketch [skEtS] (sketches,

sketchs)

¤£ ¡¢男 コント・寸劇

[8120] ski
¤£ ¡¢男 スキー

[8121] station de ski
¤£ ¡¢連 スキー場

[8122] piste de ski
¤£ ¡¢連 ゲレンデ

[8123] bâtons de ski
¤£ ¡¢連 スキーストック

[8124] skier
¤£ ¡¢動 スキーをする

[8125] skieur (skieuse)
¤£ ¡¢名 スキーヤー

[8126] slalom [slalOm]
¤£ ¡¢男 スラローム・回転競技 (スキー
の)
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[8028] servir de
¤£ ¡¢連 ～のかわりを務める

[8029] se servir de
¤£ ¡¢連 ～を使う・～を利用する

[8030] seuil
¤£ ¡¢男 敷居・戸口・入り口・始まり・
初め・初期・限界・限界値・臨界・
閾

[8031] sève
¤£ ¡¢女 樹液・精気・活力

[8032] sévère
¤£ ¡¢形 厳しい・厳格な・容赦のない・
堅苦しい・飾りのない・地味な・深
刻な・重大な

[8033] punition sévère
¤£ ¡¢連 厳罰

[8034] sévérité
¤£ ¡¢女 厳しさ・いかめいしさ・飾り気
のなさ・簡素さ

[8035] sexe
¤£ ¡¢男 性・性別・セックス

[8036] sexuel (sexuelle)
¤£ ¡¢形 性別の・生殖の・セックスの・
性欲の

[8037] parties sexuelles
¤£ ¡¢連 生殖器・陰部

[8038] acte sexuel
¤£ ¡¢連 性行為

[8039] éducation sexuelle
¤£ ¡¢連 性教育

[8040] obsédé sexuel
¤£ ¡¢連 性的異常者

[8041] shampooing [SãpwẼ] (=

shampoing)

¤£ ¡¢男 シャンプー・洗髪

[8042] shérif [Serif]
¤£ ¡¢男 保安官 (米国)・州長官 (英国)

[8043] short [SOrt]
¤£ ¡¢男 ショートパンツ

[8044] sidérurgie
¤£ ¡¢女 製鉄業・製鋼業・製鉄術

[8045] usine sidérurgique
¤£ ¡¢連 製鉄所

[8046] siècle
¤£ ¡¢男 世紀・時代・俗世間

[8047] siège
¤£ ¡¢男 腰掛け・椅子・議席・地位・本
拠地・中枢・包囲網・腰・尻

[8048] siège avant
¤£ ¡¢連 前部座席 (自動車の)

[8049] siège arrière
¤£ ¡¢連 後部座席 (自動車の)

[8050] siège-auto
¤£ ¡¢連 チャイルドシート

[8051] siège social
¤£ ¡¢連 企業の本社

[8052] guerre de siège
¤£ ¡¢連 包囲戦

[8053] siéger
¤£ ¡¢動 議席をもつ (議員・裁判官が)・
在籍する・～の地位に座る・開催さ
れる (会議など)・本拠地を置く

[8054] sieste
¤£ ¡¢女 シエスタ・昼食後の休憩や昼寝
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[8055] sifflement
¤£ ¡¢男 口笛の音

[8056] siffler
¤£ ¡¢動 口笛を吹く・風が鳴る・ツグミ
などが鳴く・シューシューという音
をたてる

[8057] siffler son chien
¤£ ¡¢連 口笛で犬を呼ぶ

[8058] siffler la fin du match
¤£ ¡¢連 試合終了をホイッスルで合図す
る

[8059] sifflet
¤£ ¡¢男 呼び子・汽笛・呼び子や汽笛の
音・喉・喉笛・

¤£ ¡¢複 野次の口笛
[8060] siffloter

¤£ ¡¢動 口笛で軽く吹く

[8061] signal (signaux)
¤£ ¡¢男 合図・しるし・兆し・きっかけ・
信号・標識

[8062] signal d’alarme
¤£ ¡¢連 警報

[8063] signal de détresse
¤£ ¡¢連 遭難信号

[8064] signalement
¤£ ¡¢男 (犯罪者の) 人相・人相書き

[8065] signaler
¤£ ¡¢動 知らせる・指摘する・通報する

[8066] signaler à la police
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を警察に通報する

[8067] signalisation
¤£ ¡¢女 [総称的に] 信号・標識

[8068] signature
¤£ ¡¢女 署名・サイン・署名すること・
調印

[8069] signe
¤£ ¡¢男 しるし・兆し・特徴・合図・サ
イン・身振り・記号・マーク・目印・
徽章

[8070] signes héraldiques
¤£ ¡¢連 紋章

[8071] signes des yeux
¤£ ¡¢連 目くばせ・ウィンク

[8072] C’est bon signe.
¤£ ¡¢連 それは良い兆しだ。

[8073] C’est mauvais signe.
¤£ ¡¢連 それは悪い兆しだ。

[8074] faire signe à
¤£ ¡¢連 ～(人) に連絡する

[8075] faire signe de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢間目 に～[inf] するように合図
する

[8076] signer
¤£ ¡¢動 署名する・サインする・調印す
る・作品などを発表する

[8077] significatif
¤£ ¡¢形 意味のある・意図を示す・[de、
を] はっきりと示す

[8078] signification
¤£ ¡¢女 意味・意義・意味作用

[8079] signifier
¤£ ¡¢動 意味する・表す・はっきりと示
す
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[8080] Que signifie ?
¤£ ¡¢連 一体どういうことなんだ！ (驚
きや不満を表して)

[8081] silence
¤£ ¡¢男 沈黙・無言・黙っていること・
静寂

[8082] garder le silence
¤£ ¡¢連 沈黙を守る

[8083] rompre le silence
¤£ ¡¢連 沈黙を破る

[8084] en silence
¤£ ¡¢連 静かに・黙々と・密かに

[8085] silencieusement
¤£ ¡¢副 静かに・黙って・音もなく

[8086] silencieux
¤£ ¡¢形 無言の・無口な・寡黙な・静か
な・ひっそりとした・音の静かな

[8087] silex [silEks]
¤£ ¡¢男 燧石 (すいせき)・火打石・フリ
ント・フリント製石器

[8088] silhouette
¤£ ¡¢女 輪郭・シルエット・影・体つき・
体形・ボディライン

[8089] sillage
¤£ ¡¢男 航跡・水尾 (みお)

[8090] sillon
¤£ ¡¢男 畝溝・溝・筋・しわ・

¤£ ¡¢複 田畑
[8091] simple

¤£ ¡¢形 簡単な・気取らない・簡素な・
質素な・単一の・一重の・[名詞の前
で]単なる・ただの・普通の

[8092] simplement
¤£ ¡¢副 単純に・簡単に・簡素に・飾り
気なく・ただ単に・あっさり・ためら
いもなく

[8093] simplicité
¤£ ¡¢女 単純さ・簡単・平易・素朴さ・
実直・率直・愚かさ・愚直・馬鹿正
直・簡素・質素

[8094] simplifier
¤£ ¡¢動 簡単にする・簡略化する・簡素
化する

[8095] simultané
¤£ ¡¢形 同時の

[8096] traduction simultanée
¤£ ¡¢連 同時通訳

[8097] simultanément
¤£ ¡¢副 同時に・一時に

[8098] sincère
¤£ ¡¢形 誠実な・率直な・嘘偽りのない・
不正のない・正真正銘の

[8099] élection sincère
¤£ ¡¢連 公正な選挙

[8100] sincèrement
¤£ ¡¢副 率直に・心から・[文頭に置い
て]率直に言って

[8101] sincérité
¤£ ¡¢女 誠実さ・真摯さ・率直さ

[8102] singe
¤£ ¡¢男 サル・雄猿 (<=> guenon)
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[8204] solennel
¤£ ¡¢形 公式の・正式の・荘厳な・盛儀
を伴う・厳粛な・格式張った・仰々
しい

[8205] solennellement
¤£ ¡¢副 公式に・正式に・荘厳に・盛大
に・格式張って・もったいぶって

[8206] solfège
¤£ ¡¢男 ソルフェージュ (歌唱練習の一
種で，旋律を歌詞なしで，音名や階
名で歌うこと)

[8207] solidaire
¤£ ¡¢形 連帯している・団結している・
関連し合った・連動した・連帯責任
のある

[8208] obligation solidaire
¤£ ¡¢連 連帯保証責任

[8209] débiteurs solidaires
¤£ ¡¢連 連帯債務者

[8210] solidarité
¤£ ¡¢女 連帯・団結・連帯感・関係・関
連

[8211] solide
¤£ ¡¢形 頑丈な・丈夫な・なかなか壊れ
ない・しっかりした・揺るぎない・堅
固な・丈夫な・タフな・頑強な・堅
実な・したたかな

[8212] corps solide
¤£ ¡¢連 固体 (= solide)

[8213] se solidifier
¤£ ¡¢動 凝固する・固体になる

[8214] solidité
¤£ ¡¢女 丈夫さ・頑丈さ・堅牢性・強固
さ・安定性

[8215] soliste
¤£ ¡¢名 独唱者・独奏者・ソリスト・ソ
ロダンサー

[8216] solitaire
¤£ ¡¢形 孤独な・孤独好きの・単独の・
一人きりの・人気のない・人里離れ
た

[8217] solitude
¤£ ¡¢女 孤独・独居・人気のない・人里
離れた

[8218] sollicitation
¤£ ¡¢女 懇願・要請・請願・誘惑・煽動・
刺激

[8219] solliciter
¤£ ¡¢動 願い出る・懇請する・人や注意
を引きつける・都合よく解釈する

[8220] solliciter de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢間目 に～[inf] するよう要請す
る

[8221] soluble
¤£ ¡¢形 溶解性の・溶ける・解決可能な
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[8127] slip [slip]
¤£ ¡¢男 パンティー・ショーツ・ブリー
フ

[8128] slogan
¤£ ¡¢男 スローガン・標語・キャッチフ
レーズ・宣伝コピー

[8129] sobre
¤£ ¡¢形 素面の・節制した・簡素な・あっ
さりした・すっきりした・控えめな・
節度のある

[8130] sobriété
¤£ ¡¢女 節制・アルコールを控えること・
節度・簡素

[8131] social (sociale, sociaux)
¤£ ¡¢形 社会の・社会的な・社会福祉
の・社会階級の・労使間の・社会生
活を営む

[8132] sciences sociales
¤£ ¡¢連 社会科学

[8133] aide sociale
¤£ ¡¢連 社会福祉

[8134] politique sociale
¤£ ¡¢連 社会福祉政策

[8135] Sécurité sociale
¤£ ¡¢連 社会保障

[8136] question sociale
¤£ ¡¢連 社会問題

[8137] droit social
¤£ ¡¢連 労働法

[8138] conflits sociaux
¤£ ¡¢連 労使対立

[8139] socialisme
¤£ ¡¢男 社会主義・[集合的に] 社会主
義勢力

[8140] socialisme scientifique
¤£ ¡¢連 科学的社会主義

[8141] socialisme utopique
¤£ ¡¢連 空想的社会主義

[8142] socialisme réformiste
¤£ ¡¢連 修正社会主義

[8143] socialiste
¤£ ¡¢形 社会主義の・社会主義者の・¤£ ¡¢名 社会党員・社会主義者

[8144] parti socialiste
¤£ ¡¢連 社会党

[8145] pays socialiste
¤£ ¡¢連 社会主義国

[8146] économie socialiste
¤£ ¡¢連 社会主義経済

[8147] société
¤£ ¡¢女 社会・集団・会社・法人・協
会・団体・クラブ・学会・社交界・
仲間・グループ・一同・集まり・交
際・付き合い・社交

[8148] société primitive
¤£ ¡¢連 未開社会

[8149] société féodale
¤£ ¡¢連 封建社会

[8150] société industrielle
¤£ ¡¢連 工業化社会

[8151] société anonyme
¤£ ¡¢連 株式会社 (= société par action)
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[8152] société à responsabilité

limitée

¤£ ¡¢連 有限会社 (S.A.R.L.)

[8153] société commerciale
¤£ ¡¢連 商社

[8154] société d’assurance
¤£ ¡¢連 保険会社

[8155] société immobilière
¤£ ¡¢連 不動産会社

[8156] Société de Jésus
¤£ ¡¢連 イエズス会

[8157] Société des Nations
¤£ ¡¢連 国際連盟 (S.D.N.)

[8158] honorable société
¤£ ¡¢連 マフィア

[8159] haute société
¤£ ¡¢連 ハイソサエティ・上流社会 (=

bonne société)

[8160] en société
¤£ ¡¢連 他の人と一緒に・人前で

[8161] sociologie
¤£ ¡¢女 社会学

[8162] sœur
¤£ ¡¢女 姉妹・修道女・シスター

[8163] soie
¤£ ¡¢女 絹・絹糸・絹織物・剛毛 (豚や
猪の)・ブラシの毛

[8164] ver à soie
¤£ ¡¢連 蚕

[8165] soif
¤£ ¡¢女 渇き・渇望・熱望

[8166] avoir soif
¤£ ¡¢連 喉が渇く・酒が飲みたい・植物
が水を必要とする

[8167] soigné
¤£ ¡¢形 身だしなみの良い・手入れの行
き届いた・入念な

[8168] soigner
¤£ ¡¢動 世話をする・気を配る・手入れ
をする・大切にする・念入りにする・
治療する・看病する

[8169] se soigner
¤£ ¡¢動 自分の健康に気をつける・養生
する・医者にかかる・治療可能であ
る・治癒し得る

[8170] soigneur
¤£ ¡¢男 トレーナー・セコンド

[8171] soigneux
¤£ ¡¢形 細心な・ものを丁寧に扱う・丁
寧な・気配りのある

[8172] soin
¤£ ¡¢男 入念さ・細心さ・配慮・心配り¤£ ¡¢複 治療・手当・世話・手入れ

[8173] soin du ménage
¤£ ¡¢連 家事

[8174] prendre soin de
¤£ ¡¢連 ～を大事にする・～に気を配る
(= avoir soin de)

[8175] laisser le soin de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢間目 に～[inf] することを任せ
る
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[8176] soir
¤£ ¡¢男 夕方・夕暮れ・晩・[

¤£ ¡¢副 的に]

夕方に・晩に

[8177] sur le soir
¤£ ¡¢連 夕暮れ時に (= vers le soir)

[8178] l’étoile du soir
¤£ ¡¢連 宵の明星・金星

[8179] robe du soir
¤£ ¡¢連 イブニングドレス

[8180] presse du soir
¤£ ¡¢連 夕刊

[8181] soirée
¤£ ¡¢女 晩・夕べ・夜の集い・夜会・夜
の上演 (<=>matinée)

[8182] Bonne soirée !
¤£ ¡¢連 では、さようなら (夕方の別れ
の挨拶)

[8183] soit
¤£ ¡¢副 まあ良いでしょう・よかろう

[8184] sol
¤£ ¡¢男 地面・床・土壌・土地・領土・
天体の地表

[8185] sol gelé
¤£ ¡¢連 凍土

[8186] sol natal
¤£ ¡¢連 母国

[8187] sol lunaire
¤£ ¡¢連 月面 (= sol de la lune)

[8188] solaire
¤£ ¡¢形 太陽の・太陽熱の・太陽光の・
日焼け止めの

[8189] système solaire
¤£ ¡¢連 太陽系

[8190] énergie solaire
¤£ ¡¢連 太陽エネルギー

[8191] cadran solaire
¤£ ¡¢連 日時計

[8192] crème solaire
¤£ ¡¢連 日焼け止めクリーム

[8193] soldat
¤£ ¡¢男 兵隊・軍人・兵卒・戦士・闘士

[8194] solde
¤£ ¡¢男 バーゲン・特価品・貸借の差し
引き残高・未払金

[8195] solder
¤£ ¡¢動 安売りする・バーゲンセールに
する・貸借の決算をする・残金の精
算をする

[8196] sole
¤£ ¡¢女 シタビラメ (舌平目)

[8197] soleil
¤£ ¡¢男 太陽・日光・日差し・日向

[8198] lever du soleil
¤£ ¡¢連 日の出

[8199] coucher du soleil
¤£ ¡¢連 日の入り

[8200] soleil couchant
¤£ ¡¢連 夕日

[8201] lunettes de soleil
¤£ ¡¢連 サングラス

[8202] prendre un bain de soleil
¤£ ¡¢連 日光浴をする

[8203] le Roi-Soleil
¤£ ¡¢連 太陽王 (ルイ 14世,1638-1715)
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[8295] soudeur
¤£ ¡¢名 溶接工・ハンダ工

[8296] soudure
¤£ ¡¢女 熔接・ハンダ付け・熔接材料・
熔接箇所・継ぎ目

[8297] soudure à l’étain
¤£ ¡¢連 ハンダ

[8298] souffle
¤£ ¡¢男 吐息・呼気・呼吸・呼吸音・風・
微風・そよ風・爆風・気流・排気・
息吹・霊感

[8299] souffler
¤£ ¡¢動 息を吹きかける・息を吹き込
む・息を吹き出す・息切れする・あ
えぐ・吹く (風が)・吹き荒れる・吹
き飛ばす・ささやく・耳打ちする

[8300] souffrance
¤£ ¡¢女 苦しみ・苦痛・苦悩

[8301] souffrant
¤£ ¡¢形 体調が悪い・病気である・気分
が優れない

[8302] souffrir de
¤£ ¡¢連 ～の痛みに苦しむ・～(臓器・体
の一部) の病気である・～(病名) を
患っている

[8303] souhait
¤£ ¡¢男 願い・望み・祝詞

[8304] souhaitable
¤£ ¡¢形 望ましい

[8305] souhaiter
¤£ ¡¢動 願う・望む

[8306] soûl [su]
¤£ ¡¢形 酔った・[de,を]堪能した

[8307] soulagement
¤£ ¡¢男 安堵・軽減・緩和・鎮痛

[8308] soulager
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 の気分を軽くする・楽に
させる・

¤£ ¡¢直目 (不安など) を和らげ
る・

¤£ ¡¢直目 (人) の負担を減らす

[8309] se soûler
¤£ ¡¢動 酔う・[de,に] 陶酔する

[8310] soulever
¤£ ¡¢動 持ち上げる・少し上げる・舞い
上げる・巻き起こす・提起する・引
き起こす・蜂起させる

[8311] soulier
¤£ ¡¢男 靴・短靴

[8312] souligner
¤£ ¡¢動 下線を引く・強調する・力説す
る・際立たせる

[8313] soumettre
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を (専門家などに)提出し
て判断をあおぐ

[8314] se soumettre
¤£ ¡¢動 降伏する・[à、に] 従う

[8315] soumis
¤£ ¡¢形 従順な・率直な

[8316] soumission
¤£ ¡¢女 服従・従順さ・降伏・帰順
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[8222] café soluble
¤£ ¡¢連 インスタントコーヒー

[8223] solution
¤£ ¡¢女 解答・解決・解決方法・打開
策・溶液・溶解

[8224] solution d’une équation
¤£ ¡¢連 方程式の解答

[8225] solution d’une énigme
¤£ ¡¢連 謎の解決

[8226] solution de facilité
¤£ ¡¢連 安易な解決策 (= solution de

paresse)

[8227] solution salée
¤£ ¡¢連 食塩水

[8228] solution saturée
¤£ ¡¢連 飽和水溶液

[8229] sombre
¤£ ¡¢形 暗い・薄暗い・黒っぽい・くす
んだ・暗澹とした・闇に包まれた・
陰気な

[8230] nuit sombre
¤£ ¡¢連 闇夜

[8231] Il fait sombre.
¤£ ¡¢連 どんより曇っている・辺りが暗
い

[8232] sombrer
¤£ ¡¢動 沈没する (船が・崩壊する・失
われる・[dans、に] 陥る・溺れる

[8233] sommaire
¤£ ¡¢形 簡単な・おおざっぱな・略式の・
手軽な・手っ取り早い

[8234] jugement sommaire
¤£ ¡¢連 略式裁判

[8235] exécution sommaire
¤£ ¡¢連 正式な裁判抜きの処刑

[8236] somme
¤£ ¡¢女 金額・大金・和 (計算)・合計・
大全・全書・集大成

[8237] somme d’argent
¤£ ¡¢連 金額

[8238] en somme
¤£ ¡¢連 要するに・結局 (= somme toute)

[8239] somme
¤£ ¡¢男 一眠り

[8240] faire un somme
¤£ ¡¢連 ちょっと一眠りする

[8241] sommeil
¤£ ¡¢男 眠り・睡眠・眠気・休止・中断
状態

[8242] sommeil profond
¤£ ¡¢連 深い眠り

[8243] sommeil léger
¤£ ¡¢連 浅い眠り

[8244] premier sommeil
¤£ ¡¢連 寝入りばな

[8245] maladie du sommeil
¤£ ¡¢連 眠り病

[8246] sommeil hibernal
¤£ ¡¢連 冬眠

[8247] sommeil éternel
¤£ ¡¢連 永眠 (= sommeil dernier)

[8248] avoir sommeil
¤£ ¡¢連 眠い
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[8249] céder au sommeil
¤£ ¡¢連 睡魔に負ける (= succomber au

sommeil)

[8250] sommeiller
¤£ ¡¢動 うとうとする・まどろむ・活動し
ていない・休眠状態である (= som-

noler)

[8251] sommet
¤£ ¡¢男 頂き・頂上・頂点・首脳会議・
サミット・絶頂・極致

[8252] sommier
¤£ ¡¢男 ベッドのマットレス台・アーチの
迫持 (せりもち) 受け・木眉(まぐさ)・
横棒・横木・分厚い帳簿・記録簿

[8253] somnambule
¤£ ¡¢名 夢遊病者・催眠術にかかった
人・被催眠者

[8254] somnifère
¤£ ¡¢男 睡眠薬

[8255] somnoler
¤£ ¡¢動 うとうとする・休眠状態である
(=sommeiller)

[8256] son
¤£ ¡¢男 音・音響・響き・音声

[8257] prise de son
¤£ ¡¢連 録音

[8258] vitesse du son
¤£ ¡¢連 音速

[8259] au son de
¤£ ¡¢連 ～の音に合わせて (= aux sons

de)

[8260] sondage
¤£ ¡¢男 世論調査・サンプリング・測定・
観測・

[8261] songe
¤£ ¡¢男 夢・夢想・空想

[8262] en songe
¤£ ¡¢連 夢の中で

[8263] faire un songe bizarre
¤£ ¡¢連 奇妙な夢を見る

[8264] songer à
¤£ ¡¢連 ～ことを考える・思い浮かべる

[8265] Vous n’y songez pas !
¤£ ¡¢連 本気じゃないでしょうね。

[8266] sonner
¤£ ¡¢動 鳴る (鐘・楽器などが)・呼び鈴
を鳴らす・発音される・鳴らす・呼
び鈴で人を呼ぶ

[8267] sonnerie
¤£ ¡¢女 鳴る音 (鐘などの)・ベル (の装
置)・合図の音・一組の鐘 (の音)

[8268] sonnette
¤£ ¡¢女 呼び鈴・ベル・鈴

[8269] sonore
¤£ ¡¢形 音の・音がよく響く

[8270] sorbet
¤£ ¡¢男 シャーベット

[8271] sorcier
¤£ ¡¢名 魔法使い・魔術師・呪術師・魔
女 (男の場合もある)
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[8272] sort
¤£ ¡¢男 運命・天命・運・境遇・身の上・
くじ・帰趨・成り行き

[8273] sorte
¤£ ¡¢女 種類・部類

[8274] de telle sorte que
¤£ ¡¢連 [+ ind] その結果～である・
[+subj]～するように

[8275] faire en sorte de
¤£ ¡¢連 [+inf](que + subj)～するよう
にする

[8276] sortie
¤£ ¡¢女 外出・退出・退場・出口・発売・
刊行・封切り

[8277] sortie de secours
¤£ ¡¢連 非常口

[8278] sortir
¤£ ¡¢動 出る・外出する・出かける・脱
する・出身である・公開 (発売・出
版) される・連れ出す・取り出す・発
売する

[8279] se sortir de
¤£ ¡¢連 ～から抜け出る

[8280] S. O. S.
¤£ ¡¢連 救助信号

[8281] sosie
¤£ ¡¢男 瓜二つの人

[8282] sottise
¤£ ¡¢女 愚かさ・馬鹿な行い・馬鹿な発
言・へま・いたずら

[8283] sou
¤£ ¡¢男 スー (古い貨幣単位)・[複数形
で] お金

[8284] ne pas avoir un sou
¤£ ¡¢連 一文無しである (= ne pas avoir

le sou)

[8285] sans un sou
¤£ ¡¢連 一文無しで (= sans le sou)

[8286] souche
¤£ ¡¢女 切り株・根株・控え (小切手や
領収書などを切り取った後に残る)・
割り符・祖先・出身

[8287] souci
¤£ ¡¢男 気がかり・心配事・心配の種

[8288] se soucier de
¤£ ¡¢連 ～のことを気にかける

[8289] soucieux
¤£ ¡¢形 心配している・心配そうな・[de、
を] 気遣っている・気にしている

[8290] soucoupe
¤£ ¡¢女 受け皿 (ソーサー)

[8291] soucoupe volante
¤£ ¡¢連 空飛ぶ円盤

[8292] soudain
¤£ ¡¢形 突然の・

¤£ ¡¢副 突然に
[8293] mort soudaine

¤£ ¡¢連 急死

[8294] souder
¤£ ¡¢動 熔接する・ハンダ付けする・人々
を結びつける・接骨する
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[8391] navette spatiale
¤£ ¡¢連 スペースシャトル

[8392] spécial
¤£ ¡¢形 特殊な・専門の・特別な・特別
の・例外的な

[8393] numéro spécial
¤£ ¡¢連 雑誌などの特別号

[8394] traitement spécial
¤£ ¡¢連 特別待遇

[8395] spécialement
¤£ ¡¢副 特別に・特に・わざわざ

[8396] pas spécialement
¤£ ¡¢連 別に～ない。それほど～ではな
い。

[8397] spécialisé
¤£ ¡¢形 専門とする・専門化された

[8398] spécialisé en
¤£ ¡¢連 [dansも可]～を専門とするよう
な

[8399] se spécialiser en
¤£ ¡¢連 [dansも可]～を専攻とする・～
のスペシャリストである

[8400] spécialiste
¤£ ¡¢名 専門家・スペシャリスト・専門
医・常習者

[8401] spécialité
¤£ ¡¢女 専門・専攻・特産物・名物料
理・特技・悪い癖

[8402] spécifique
¤£ ¡¢形 特有の・固有の・独特の

[8403] propriété spécifique
¤£ ¡¢連 特性

[8404] chaleur spécifique
¤£ ¡¢連 比熱 (物理)

[8405] remède spécifique
¤£ ¡¢連 特効薬

[8406] spécimen [spesimEn]
¤£ ¡¢男 典型・代表例・見本

[8407] spectacle
¤£ ¡¢男 光景・情景・有様・見せ物・興
行

[8408] industrie du spectacle
¤£ ¡¢連 ショービジネス

[8409] monde du spectacle
¤£ ¡¢連 芸能界

[8410] spectaculaire
¤£ ¡¢形 劇的な・華々しい・目を見張る
ような

[8411] spectateur (spectatrice)
¤£ ¡¢名 観客・見物人・目撃者・傍観者

[8412] sphère
¤£ ¡¢女 球・球体・球面・領域・範囲

[8413] sphère céleste
¤£ ¡¢連 天球

[8414] sphère terrestre
¤£ ¡¢連 地球

[8415] sphérique
¤£ ¡¢形 球形の・球状の・丸い

[8416] spiral (spirale, spiraux)
¤£ ¡¢男 螺旋状の・渦巻き状の

[8417] spirale
¤£ ¡¢女 渦巻き線・螺旋状ワイヤー・螺
旋運動
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[8317] soupape
¤£ ¡¢女 弁・バルブ

[8318] soupçon [supsÕ]
¤£ ¡¢男 疑い・嫌疑・推測・ほんの少量

[8319] dissiper les soupçons

[supsOne]

¤£ ¡¢連 嫌疑を晴らす

[8320] soupçonner
¤£ ¡¢動 嫌疑をかける・疑う・気づく・
予測する

[8321] soupçonner de
¤£ ¡¢動 ～[qch / inf]ではないかと

¤£ ¡¢直目

(人) を疑う

[8322] soupçonneux
¤£ ¡¢形 疑い深い

[8323] soupe
¤£ ¡¢女 スープ

[8324] souper
¤£ ¡¢男 夜食

[8325] soupeser
¤£ ¡¢動 (手の上にのせて) およその重さ
を量る・検討する・吟味する

[8326] soupière
¤£ ¡¢女 スープ鉢

[8327] soupir
¤£ ¡¢男 ため息・物悲しい音・[多く複数
形] 悩み・悲嘆

[8328] soupirail (soupiraux)
¤£ ¡¢男 換気窓・明り取り

[8329] soupirer
¤£ ¡¢動 ため息をつく

[8330] souple
¤£ ¡¢形 しなやかや・柔らかな・なめら
かな・柔軟な・順応性のある・従順
な

[8331] souplesse
¤£ ¡¢女 しなやかさ・柔軟さ・流麗さ (文
体などの)・柔軟性・順応性・融通性

[8332] source
¤£ ¡¢女 泉・わき水・水源・発生源・源・
原因・起源・根源・情報源・出所・
[多く複数形] 原典・出典・典拠

[8333] eau de source
¤£ ¡¢連 わき水

[8334] source de pétrole
¤£ ¡¢連 油田

[8335] source d’énergie
¤£ ¡¢連 エネルギー源

[8336] source thermale
¤£ ¡¢連 温泉

[8337] sourcil [sursi]
¤£ ¡¢男 眉

[8338] froncer les sourcils
¤£ ¡¢連 眉をひそめる

[8339] sourcilier
¤£ ¡¢形 眉の

[8340] sourd
¤£ ¡¢形 耳が聞こえない・耳が遠い・耳
を貸さない [à, に]・(音や痛みが)鈍
い・はっきりしない

[8341] douleur sourde
¤£ ¡¢連 鈍痛
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[8342] souriant
¤£ ¡¢形 微笑を浮かべた・にこやかな・
陽気な

[8343] sourire
¤£ ¡¢動 微笑する・微笑む・にやっとす
る・[à、の] 気に入る

[8344] adresser un sourire à
¤£ ¡¢連 人に微笑みかける (= faire un

sourire à)

[8345] souris
¤£ ¡¢女 ハツカネズミ・コンピューター
のマウス

[8346] sournois
¤£ ¡¢形 陰険な・腹黒い・偽善的な

[8347] souscrire à [suskrir]
¤£ ¡¢連 ～に応募する・出資する・申し
込む・寄進する・予約する・予約金
を払う・賛同する

[8348] sous-développé
¤£ ¡¢形 開発の遅れた・低開発の

[8349] pays sous-développé
¤£ ¡¢連 後進国・低開発国 (今日は pays

en voie de développement を使
う)

[8350] sous-marin
¤£ ¡¢形 海中の・海底の

[8351] plongée sous-marine
¤£ ¡¢連 スキューバダイビング

[8352] volcan sous-marin
¤£ ¡¢連 海底火山

[8353] sous-marin
¤£ ¡¢男 潜水艦

[8354] sous-multiple
¤£ ¡¢形 約数の・[

¤£ ¡¢男 ] 約数

[8355] sous-officier [suzOfisje]
¤£ ¡¢男 下士官

[8356] sous-préfecture
¤£ ¡¢女 郡庁 (所在地)

[8357] sous-préfet
¤£ ¡¢男 郡長・副知事

[8358] sous-sol
¤£ ¡¢男 地下・地階・地下室

[8359] sous-titre
¤£ ¡¢男 副題・サブタイトル・(映画の)

字幕・スーパーインポーズ

[8360] sous-titrer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 (映画) に字幕スーパーを
つける

[8361] soustraction
¤£ ¡¢女 引き算・窃取罪

[8362] soustraire
¤£ ¡¢動 引く・差し引く・引き算する・
かすめとる・巻き上げる・かばう

[8363] sous-verre
¤£ ¡¢男 小さな額

[8364] sous-vêtement
¤£ ¡¢男 下着

[8365] soutenir
¤£ ¡¢動 支える (物理的・精神的・経済
的に)・活力を与える・励ます・主張
する・維持する
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[8366] soutenir l’euro
¤£ ¡¢連 ユーロを支える

[8367] souterrain
¤£ ¡¢形 地下の・地下で行われる・隠れ
た・密かな

[8368] eau souterraine
¤£ ¡¢連 地下水

[8369] passage souterrain
¤£ ¡¢連 地下道

[8370] expérience nucléaire

souterraine

¤£ ¡¢連 地下核実験

[8371] manœuvres souterraines
¤£ ¡¢連 地下工作

[8372] souterrain
¤£ ¡¢男 地下道・地下の空間

[8373] soutien
¤£ ¡¢男 支援・支持・維持・支援者・支
持者・支え・支柱

[8374] psychothérapie de sou-

tien [psikoterapi]

¤£ ¡¢連 メンタルヘルスケアー (被災者
などへの)

[8375] soutien-gorge (soutiens-

gorges)

¤£ ¡¢男 ブラジャー

[8376] se souvenir de
¤£ ¡¢連 ～を思い出す・覚えている

[8377] souvenir
¤£ ¡¢男 思い出・回想・土産・思い出の
品・記憶

[8378] souvent
¤£ ¡¢副 しばしば・多くの場合

[8379] le plus souvent
¤£ ¡¢連 たいていの場合・ほとんど

[8380] souverain
¤£ ¡¢形 至上の・至高の・主権を持つ・
最高権限を持つ・最終審の・極度
の・徹底した・特効性の

[8381] Etat souverain
¤£ ¡¢連 主権国家・独立国家

[8382] cour souverain
¤£ ¡¢連 最終審裁判所

[8383] jugement souverain
¤£ ¡¢連 最終審判決

[8384] remède souverain contre

l’asthme [asm]

¤£ ¡¢連 喘息の特効薬

[8385] soviétique
¤£ ¡¢形 ソ連の

[8386] soyeux
¤£ ¡¢形 絹のような・柔らかく光沢のあ
る

[8387] spacieux
¤£ ¡¢形 広い・ゆったりとした

[8388] spaghetti
¤£ ¡¢男 スパゲッティ

[8389] spatial (spatiale, spatiaux)
¤£ ¡¢形 宇宙空間の・惑星感の・空間
の・空間的

[8390] station spatiale
¤£ ¡¢連 宇宙ステーション
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[8490] stylo-bille (stylos-billes)
¤£ ¡¢男 ボールペン

[8491] subir
¤£ ¡¢動 被る・耐え忍ぶ・受ける (被害・
試験・治療を)

[8492] subir un examen médical
¤£ ¡¢連 健康診断を受ける

[8493] subit
¤£ ¡¢形 突然の・急な

[8494] subitement
¤£ ¡¢副 突然・急に

[8495] subjectif (subjective)
¤£ ¡¢形 主観的な

[8496] subjonctif
¤£ ¡¢男 接続法 (文法)

[8497] sublime
¤£ ¡¢形 崇高な・神々しい・気高い・卓
越した

[8498] submerger
¤£ ¡¢動 水没させる・[多く受動態で](人
波・感情などが) のみこむ

[8499] subordination
¤£ ¡¢女 従属・服従・従属関係

[8500] subsister [sybziste]
¤£ ¡¢動 存続する・残る・暮らして行く・
生存する

[8501] substance [sypstÃs]
¤£ ¡¢女 物質・要点・内容・実質・実体・
本体・本質

[8502] substance toxique

[sypstÃs]

¤£ ¡¢連 毒物

[8503] substance vivante

[sypstÃs]

¤£ ¡¢連 生体

[8504] substance liquide

[sypstÃs]

¤£ ¡¢連 液体

[8505] substance solide [sypstÃs]
¤£ ¡¢連 固体

[8506] subtil [syptil]
¤£ ¡¢形 鋭敏な・緻密な・巧妙な・微妙
な・捉えがたい・かすかな

[8507] différence subtile [syptil]
¤£ ¡¢連 微妙な違い

[8508] subtilité [syptilite]
¤£ ¡¢女 緻密さ・巧妙さ・[多く複数形]

過度の微妙さ・凝り過ぎ・煩瑣

[8509] subvention
¤£ ¡¢女 助成金・補助金

[8510] subventionner
¤£ ¡¢動 財政的援助をする・補助金 (助
成金) を出す

[8511] suc [syk]
¤£ ¡¢男 汁・液・樹液・精髄

[8512] succéder à
¤£ ¡¢連 ～の跡を継ぐ・後継者になる・
後に続く・続いて起こる（二語）

[8513] se succéder
¤£ ¡¢動 次々に起こる・相次いで起こる
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[8418] spirituel (spirituelle)
¤£ ¡¢形 既知に富んだ・気の利いた・面
白い・精神的な・知的な・霊的な・
魂の

[8419] splendide
¤£ ¡¢形 光り輝く・まばゆい・壮麗な・
華麗な・豪華な

[8420] spontané
¤£ ¡¢形 自然に出てくる・自発的な・とっ
さの・率直な・下心のない

[8421] spontanément
¤£ ¡¢副 自ら進んで・自然に・咄嗟に・
ひとりでに・率直に・思いつくままに

[8422] sport
¤£ ¡¢男 スポーツ・競技

[8423] terrain de sport
¤£ ¡¢連 競技場

[8424] vêtement de sport
¤£ ¡¢連 スポーツウェア

[8425] sportif
¤£ ¡¢形 スポーツの・スポーツ好きの・
フェアな

[8426] sprint [sprint]
¤£ ¡¢男 ラストスパート・短距離走・短
距離レース・スプリント

[8427] square [skwar]
¤£ ¡¢男 小公園 (町中の鉄柵で囲われ
た)

[8428] squelette
¤£ ¡¢男 骨格・骸骨・ガリガリに痩せた
人・骨組み・骨子

[8429] squelettique
¤£ ¡¢形 痩せて骸骨のような・骨組みだ
けの・ごく少数の・少なすぎる

[8430] stabilité
¤£ ¡¢女 安定・安定性

[8431] stable
¤£ ¡¢形 安定した・揺るぎない・確固と
した・ぐらぐらしない

[8432] stade
¤£ ¡¢男 競技場・スタジアム・スポーツ・
段階・期

[8433] stade oral
¤£ ¡¢連 口唇期

[8434] stade anal
¤£ ¡¢連 肛門期

[8435] stade génital
¤£ ¡¢連 性器期

[8436] stage
¤£ ¡¢男 研修・実習・見習い

[8437] stage pédagogique
¤£ ¡¢連 教育実習

[8438] stand [stÃd]
¤£ ¡¢男 展示場所・コーナー・射撃場・
ピット (カーレースの)

[8439] standard
¤£ ¡¢形 標準タイプの・型通りの
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[8440] standard
¤£ ¡¢男 電話交換台 (主に内線の)・標
準・規格・スンダードナンバー (音
楽)

[8441] standardiste
¤£ ¡¢名 電話交換手

[8442] station
¤£ ¡¢女 地下鉄の駅・リゾート地・保養
地・放送局・観測所・基地・姿勢・
休止・休息

[8443] station de taxi
¤£ ¡¢連 タクシー乗り場

[8444] station balnéaire
¤£ ¡¢連 海水浴場

[8445] station thermale
¤£ ¡¢連 温泉地・湯治場

[8446] station de radio
¤£ ¡¢連 ラジオ局

[8447] station de télévision
¤£ ¡¢連 テレビ局

[8448] station spatiale
¤£ ¡¢連 宇宙ステーション

[8449] station météorologique
¤£ ¡¢連 測候所

[8450] station debout
¤£ ¡¢連 立ったままの姿勢

[8451] station verticale
¤£ ¡¢連 直立姿勢

[8452] stationnaire
¤£ ¡¢形 変化のない (状態が)・停滞し
た・不変の

[8453] stationnement
¤£ ¡¢男 駐車・停車

[8454] Stationnement interdit
¤£ ¡¢連 駐車禁止

[8455] stationner
¤£ ¡¢動 駐車する・停車する・駐留させ
る (部隊を)・配備する (兵器を)

[8456] station-service (stations-

service)

¤£ ¡¢女 ガソリンスタンド

[8457] statistique
¤£ ¡¢女 統計

[8458] statue
¤£ ¡¢女 彫像・立像

[8459] statuette
¤£ ¡¢女 小像・小立像

[8460] statut
¤£ ¡¢男 身分・身分規定・社会的地位・¤£ ¡¢複 規約・定款

[8461] steak
¤£ ¡¢男 ステーキ

[8462] sténo
¤£ ¡¢名 速記者・速記タイピスト

[8463] stérilisé
¤£ ¡¢形 殺菌済みの

[8464] stéthoscope
¤£ ¡¢男 聴診器

[8465] stimulant
¤£ ¡¢男 刺激物・刺激剤・興奮剤・

¤£ ¡¢形
強壮にする・活力を与える

[8466] stimulation
¤£ ¡¢女 刺激・激励・増進
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[8467] stimuler
¤£ ¡¢動 刺激する・奮い立たせる・励ま
す・活発にする

[8468] stock
¤£ ¡¢男 ストック・在庫・蓄え (物の)

[8469] stop
¤£ ¡¢男 ヒッチハイク・停止標識・ブレー
キライト

[8470] faire du stop
¤£ ¡¢連 ヒッチハイクする

[8471] stopper
¤£ ¡¢動 止まる・停車する・立ち止まる・¤£ ¡¢直目 (人・車・機械) を止める

[8472] store
¤£ ¡¢男 日よけ・ストール・ブラインド

[8473] strapontin
¤£ ¡¢男 補助座席 (劇場・乗り物の)・脇
役・オブザーバ的な資格・二次的な
地位

[8474] strict [strikt]
¤£ ¡¢形 厳密な・絶対的な・全くの・厳
格な・厳しい・最低限の・ぎりぎり
の・身なりがきちんとした

[8475] strictement
¤£ ¡¢副 厳密に・厳格に・完全に・簡素
に・きっちりと

[8476] strophe
¤£ ¡¢女 詩節・節

[8477] structure
¤£ ¡¢女 構造・構成・機構・組織

[8478] réforme de structure
¤£ ¡¢連 構造改革

[8479] studieux
¤£ ¡¢形 勉強好きな・勤勉な・勉学に捧
げられた

[8480] studio
¤£ ¡¢男 ワンルームマンション・スタジ
オ・アトリエ・小劇場・ミニシアター

[8481] stupéfaction
¤£ ¡¢女 茫然自失・仰天・驚愕

[8482] stupéfait
¤£ ¡¢形 茫然自失した・仰天した

[8483] stupide
¤£ ¡¢形 愚かな・馬鹿な・愚鈍な・馬鹿
馬鹿しい・無意味な・茫然自失した

[8484] stupidité
¤£ ¡¢女 愚かさ・馬鹿さ加減・馬鹿げた
行動

[8485] style
¤£ ¡¢男 文体・様式・スタイル・フォー
ム (スポーツ)・語法・言い回し・行
動様式

[8486] style parlé
¤£ ¡¢連 口語体

[8487] style écrit
¤£ ¡¢連 文章体

[8488] style de vie
¤£ ¡¢連 ライフスタイル

[8489] stylo
¤£ ¡¢男 万年筆・ボールペン
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[8595] supérieur
¤£ ¡¢形 上の・優れた・高度の・最優先
の・上等の・高等な・上流の・大き
い・高い・優れた・

¤£ ¡¢名 上司・上官

[8596] enseignement supérieur
¤£ ¡¢連 高等教育

[8597] animal supérieur
¤£ ¡¢連 高等動物

[8598] cadres supérieurs
¤£ ¡¢連 管理職

[8599] nombre supérieur à zéro
¤£ ¡¢連 ゼロより大きい数・正数

[8600] supériorité
¤£ ¡¢女 優越・優位

[8601] comparative de supérior-

ité

¤£ ¡¢連 優等比較級

[8602] sentiment de supériorité
¤£ ¡¢連 優越感

[8603] superlatif
¤£ ¡¢男 最上級

[8604] supermarché
¤£ ¡¢男 スーパーマーケット

[8605] superposer
¤£ ¡¢動 重ねる・重ね合わせる

[8606] supersonique
¤£ ¡¢形 超音速の

[8607] onde supersonique
¤£ ¡¢連 超音波

[8608] superstitieux [sypErstisjø]
¤£ ¡¢連 迷信を信じるような・迷信に基
づいた

[8609] superstition
¤£ ¡¢女 迷信・縁起かつぎ・盲信・過度
の執着

[8610] supplément
¤£ ¡¢男 追加・補足・追加料金・割増料
金・付録・補遺・増補

[8611] supplément de crédit
¤£ ¡¢連 追加予算

[8612] en supplément
¤£ ¡¢連 追加の・料金割り増しで

[8613] supplice
¤£ ¡¢男 体刑・拷問・責め苦・拷問にも
等しい苦しみ

[8614] le dernier supplice
¤£ ¡¢連 極刑

[8615] supplier
¤£ ¡¢動 [qch / de inf / que subj、を]

哀願する・懇願する

[8616] support
¤£ ¡¢男 台・支え・画布・絵を描くため
の紙や板・媒体

[8617] supportable
¤£ ¡¢形 我慢できる・耐えられる・許せ
る・許容できる・まずまずの

[8618] supporter
¤£ ¡¢動 支える・耐える・我慢する・抵
抗力がある
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[8514] succès
¤£ ¡¢男 成功・上首尾・好結果・勝利・
好評・ヒット作・もてること

[8515] avec succès
¤£ ¡¢連 首尾よく・成功裏に

[8516] sans succès
¤£ ¡¢連 不首尾に・むなしく

[8517] avoir du succès
¤£ ¡¢連 好評を博す・当たる・もてる

[8518] successeur
¤£ ¡¢男 後継者・後任者・相続人

[8519] successif (successive)
¤£ ¡¢形 相次ぐ・引き続く・次々に来る

[8520] succession
¤£ ¡¢女 相次いで起こること・連続・継
起・継承・後継・相続・相続財産

[8521] guerre de la Succession

d’Espagne

¤£ ¡¢連 スペイン王位継承戦争 (1701-

1714、スペイン国家統一をもたらし
た)

[8522] droit de succession
¤£ ¡¢連 相続権

[8523] droits de succession
¤£ ¡¢連 相続税

[8524] part de succession
¤£ ¡¢連 相続分

[8525] prendre la succession de
¤£ ¡¢連 ～の跡を継ぐ・後継者となる
（四語）

[8526] successivement
¤£ ¡¢副 相次いで・次々に・順次

[8527] succomber
¤£ ¡¢動 死亡する・息を引き取る

[8528] succomber à
¤£ ¡¢連 ～に屈する・負ける

[8529] succulent
¤£ ¡¢形 とても美味しい・美味な・風味
の良い・味わい豊かな

[8530] succursale
¤£ ¡¢女 支店

[8531] sucer
¤£ ¡¢動 吸う・すする・しゃぶる・なめ
る

[8532] sucre
¤£ ¡¢男 砂糖・角砂糖

[8533] sucre cristallisé
¤£ ¡¢連 ざらめ

[8534] sucre candi
¤£ ¡¢連 氷砂糖

[8535] canne à sucre
¤£ ¡¢連 サトウキビ

[8536] sucré
¤£ ¡¢形 甘い・砂糖を加えた

[8537] sucrer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に砂糖を入れる・

¤£ ¡¢直目 に
甘みをつける

[8538] sucrerie
¤£ ¡¢女 製糖工場・精糖業・

¤£ ¡¢複 甘いも
の・砂糖菓子

[8539] sud
¤£ ¡¢男 南・南方

[8540] au sud de
¤£ ¡¢連 ～の南がわに・南方に

[8541] dans le sud de
¤£ ¡¢連 ～の南部に
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[8542] Amérique du Sud
¤£ ¡¢連 南米

[8543] Amérique du Nord
¤£ ¡¢連 北米

[8544] Afrique du Sud
¤£ ¡¢連 南アフリカ

[8545] Afrique du Nord
¤£ ¡¢連 北アフリカ

[8546] France du Nord
¤£ ¡¢連 北フランス

[8547] France du Sud
¤£ ¡¢連 南仏 (= le Midi)

[8548] suer
¤£ ¡¢動 汗をかく

[8549] sueur
¤£ ¡¢女 汗・発汗・労苦・大きな犠牲

[8550] suffire
¤£ ¡¢動 (主語で) 十分である・足りる

[8551] il suffit de
¤£ ¡¢連 ～[qch / inf / / que + subj] で
十分である

[8552] Ça suffit !
¤£ ¡¢連 もうたくさんだ・いい加減にし
てくれ (= Ça suffit comme ça !)

[8553] suffisamment
¤£ ¡¢副 十分に・たっぷり

[8554] suffisamment de
¤£ ¡¢連 十分な～

[8555] suffisant
¤£ ¡¢形 十分な・満足できる

[8556] condition suffisante
¤£ ¡¢連 十分条件

[8557] suffisant pour
¤£ ¡¢連 ～に十分な

[8558] suffixe
¤£ ¡¢男 接尾辞

[8559] suffocant
¤£ ¡¢形 息苦しい・窒息させるような・
唖然とさせるような・仰天させるよ
うな

[8560] suffoquer
¤£ ¡¢動 息苦しくさせる・窒息させる

[8561] suffrage
¤£ ¡¢男 選挙・票・賛同

[8562] élu au suffrage universel
¤£ ¡¢連 普通選挙で選ばれた

[8563] élu au suffrage restreint
¤£ ¡¢連 制限選挙で選ばれた

[8564] suffrage direct
¤£ ¡¢連 直接選挙

[8565] suffrage indirect
¤£ ¡¢連 間接選挙

[8566] droit de suffrage
¤£ ¡¢連 選挙権

[8567] suggérer [sygZere]
¤£ ¡¢動 提示する・提案する・想起させ
る・連想させる

[8568] suggestion [sygZEstjÕ]
¤£ ¡¢女 勧め・提案・暗示・示唆・教唆

[8569] suicide
¤£ ¡¢男 自殺・自殺的行為

[8570] opération-suicide
¤£ ¡¢連 玉砕作戦

[8571] avion-suicide
¤£ ¡¢連 特攻機

[8572] se suicider
¤£ ¡¢動 自殺する
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[8573] suite
¤£ ¡¢女 続き・後に起こること・結果・一
貫性・脈絡・随行員・供回り・スィー
トルーム・組曲・数列・後遺症

[8574] une suite de
¤£ ¡¢連 一連の～[無冠詞名詞]

[8575] à la suite de
¤£ ¡¢連 ～の後ろに・～に続いて・～の
後で・～の結果

[8576] avoir de la suite dans les

idées

¤£ ¡¢連 考えに一貫性がある・しつこい・
あきらめが悪い

[8577] dans la suite
¤£ ¡¢連 その後・後になって (= par la

suite)

[8578] de suite
¤£ ¡¢連 続けて・立て続けに・すぐに

[8579] et ainsi de suite
¤£ ¡¢連 以下同様に

[8580] par suite de
¤£ ¡¢連 ～の結果・～のために

[8581] prendre la suite de
¤£ ¡¢連 ～の跡を継ぐ

[8582] tout de suite
¤£ ¡¢連 すぐに・ただちに

[8583] suivant
¤£ ¡¢形 次の

[8584] suivre
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 の後について行く (来る)・¤£ ¡¢直目 の後を追う・

¤£ ¡¢直目 の次ぎに起
こる・

¤£ ¡¢直目 に沿って進む・
¤£ ¡¢直目 に

従う・
¤£ ¡¢直目 に注目し続ける

[8585] se suivre
¤£ ¡¢動 次々と続く・連続する (数字な
どが)・筋が通っている

[8586] sujet
¤£ ¡¢男 主題・テーマ・題材・小論文の
課題・主語・原因・理由・人・人物

[8587] à quel sujet
¤£ ¡¢連 何のことで

[8588] au sujet de
¤£ ¡¢連 ～について・～のことで

[8589] superbe
¤£ ¡¢形 きわめて美しい・華麗な・素晴
らしい

[8590] superficie
¤£ ¡¢女 面積・表面積

[8591] superficiel
¤£ ¡¢形 上辺だけの・浅はかな・浅薄
な・浅い (傷が)

[8592] plaie superficielle
¤£ ¡¢連 浅い傷

[8593] tension superficielle
¤£ ¡¢連 表面張力

[8594] superflu
¤£ ¡¢形 余分な・不必要な・無駄な・

¤£ ¡¢男
余分なもの・贅沢品



332 フランス語単語 10000語

[8691] symboliser
¤£ ¡¢動 象徴する・

¤£ ¡¢直目 の象徴となる・¤£ ¡¢直目 を象徴で表す

[8692] symétrie
¤£ ¡¢女 左右対称・対照的な釣り合い・
均整

[8693] symétrique
¤£ ¡¢形 左右対照の・釣り合いのとれ
た・均整のとれた・対をなす

[8694] sympathie
¤£ ¡¢女 好感・共感・同情・思いやり

[8695] sympathique
¤£ ¡¢形 感じの良い・気持ちのよい・楽
しい

[8696] sympathiser
¤£ ¡¢動 [avec、に対して] 共感を覚え
る・気が合う (複数の主語)

[8697] symphonie
¤£ ¡¢女 交響曲・シンフォニー

[8698] symphonique
¤£ ¡¢形 交響曲の・シンフォニーの

[8699] symptôme [sẼptom]
¤£ ¡¢男 症状・徴候・前兆・兆し

[8700] symptômes objectifs
¤£ ¡¢連 他覚症状

[8701] symptômes subjectifs
¤£ ¡¢連 自覚症状

[8702] syndical (syndicale, syndi-

caux)

¤£ ¡¢形 労働組合の

[8703] syndicat
¤£ ¡¢男 労働組合・同業者組合 (団体)・
シンジケート

[8704] syndicat d’initiative
¤£ ¡¢連 観光案内所

[8705] syndiqué
¤£ ¡¢名 労働組合員

[8706] synonyme
¤£ ¡¢男 同義語・類義語・シノニム

[8707] synthèse
¤£ ¡¢女 総合・総括・まとめ・合成

[8708] synthétique
¤£ ¡¢形 合成の・人口の・総合的な・総
括的な

[8709] résine synthétique
¤£ ¡¢連 合成樹脂

[8710] fibre synthétique
¤£ ¡¢連 合成繊維

[8711] diamant synthétique
¤£ ¡¢連 人造ダイヤ

[8712] systématique
¤£ ¡¢形 体系的な・秩序だった・組織的
な・徹底した・一貫した・融通の利
かない・いつも決まった・例外なし
の

[8713] systématiquement
¤£ ¡¢副 一貫して・いつも必ず・徹底し
て・体系的に・組織的に・計画的に

[8714] système
¤£ ¡¢男 方法・やり方・システム・装置・
方式・制度・体系
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[8619] supposer
¤£ ¡¢動 仮定する・推測する・前提とす
る

[8620] supposition
¤£ ¡¢女 推測・憶測・仮定・偽造・詐称

[8621] supposition de nom
¤£ ¡¢連 氏名詐称

[8622] suppositoire
¤£ ¡¢男 座薬

[8623] suppression
¤£ ¡¢女 削除・除法・廃止・抹殺・暗殺

[8624] supprimer
¤£ ¡¢動 取り除く・なくす・削除する・
カットする・取り消す・廃止する

[8625] suprême
¤£ ¡¢形 最高の・最高位の・至上の・無
上の・最後の [多く名詞の前で] 大
変な

[8626] sûr
¤£ ¡¢形 確信している・信頼している・
確かな・確実な・安全な

[8627] être sûr de
¤£ ¡¢連 ～を確信している・～(人) を信
頼している

[8628] bien sûr
¤£ ¡¢連 もちろん・確かに

[8629] surcharge
¤£ ¡¢女 重量超過・積み過ぎ・余分な負
担・加筆 (消した字の上への)・装飾
過多

[8630] surchargé
¤£ ¡¢形 積みすぎた・超満員の・多忙
な・負担過剰の・加筆訂正された

[8631] surchauffer
¤£ ¡¢動 加熱しすぎる・暖房しすぎる

[8632] surélever
¤£ ¡¢動 さらに高くする

[8633] sûrement
¤£ ¡¢副 きっと・おそらく・確実に・間
違いなく・もちろん (返答で)

[8634] sûreté
¤£ ¡¢女 安全・安心・確かさ・間違いな
さ・安全装置・担保・抵当

[8635] de sûreté
¤£ ¡¢連 安全な・安全のための

[8636] en sûreté
¤£ ¡¢連 安全に

[8637] pour plus de sûreté
¤£ ¡¢連 用心のために・念のため

[8638] surexcité
¤£ ¡¢形 過度に興奮した

[8639] surface
¤£ ¡¢女 表面・地表・水面・面積・上辺・
外観

[8640] surface au sol
¤£ ¡¢連 床面積

[8641] surface habitable
¤£ ¡¢連 居住面積

[8642] faire surface
¤£ ¡¢連 水面に浮上する

[8643] surgelé
¤£ ¡¢男 冷凍食品・

¤£ ¡¢形 急速冷凍された
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[8644] sur-le-champ
¤£ ¡¢副 ただちに・すぐさま

[8645] surlendemain
¤£ ¡¢男 翌々日

[8646] surmenage
¤£ ¡¢男 過労・酷使

[8647] surmené
¤£ ¡¢形 疲れ果てた・過労の

[8648] surmener
¤£ ¡¢動 疲れ果てさせる・酷使する

[8649] surmonter
¤£ ¡¢動 克服する・打ち勝つ・

¤£ ¡¢直目 の
上に載っている

[8650] surnager
¤£ ¡¢動 浮かぶ・漂う・残存する (感情
や思い出が)

[8651] surnom
¤£ ¡¢男 あだ名・異名

[8652] en surnombre
¤£ ¡¢連 定員以上に (の)・余分に (の)

[8653] surpasser
¤£ ¡¢動 凌ぐ・上回る・

¤£ ¡¢直目 より勝る

[8654] se surpasser
¤£ ¡¢動 いつもよりうまく行う・実力以
上の力を出す

[8655] surplomber
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 の上に張り出す・

¤£ ¡¢直目 を
見下ろす

[8656] surplus
¤£ ¡¢男 余分・過剰・

¤£ ¡¢複 余剰生産物・
過剰在庫

[8657] surprenant
¤£ ¡¢形 思いがけない・不意の・驚くべ
き

[8658] surprendre
¤£ ¡¢動 驚かせる・不意を襲う・現場で
取り押さえる

[8659] surpris
¤£ ¡¢形 驚いている・あっけにとられて
いる・ぎょっとした

[8660] surprise
¤£ ¡¢女 驚き・仰天・思いがけないこと・
贈り物・[同格的に]不意の

[8661] boîte à surprise
¤£ ¡¢連 びっくり箱 (= boı̂te à surprises)

[8662] sursaut
¤£ ¡¢男 びくっとすること (驚いて)・思わ
ず飛び上がること・突然の出現 (気
力など)

[8663] en sursaut
¤£ ¡¢連 はっとして・不意に

[8664] sursis
¤£ ¡¢男 猶予期間・延期・徴兵猶予・執
行猶予

[8665] surtout
¤£ ¡¢副 特に・とりわけ・絶対に・くれ
ぐれも

[8666] surveillance
¤£ ¡¢女 監視・見張り・監督

[8667] avion de surveillance
¤£ ¡¢連 哨戒機
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[8668] surveillant
¤£ ¡¢名 監督者・舎監

[8669] surveiller
¤£ ¡¢動 見守る・見張る・監視する・監
督する

[8670] survenir
¤£ ¡¢動 突発する (事件などが)・不意に
やってくる (人が)

[8671] survivant
¤£ ¡¢名 生存者・生き残り・遺族 (法律)

[8672] survivre
¤£ ¡¢動 生き残る・生き延びる

[8673] survoler
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 の上空を飛ぶ・ざっと目
を通す・大まかに検討する

[8674] susceptibilité
¤£ ¡¢女 傷つきやすさ・怒りっぽさ

[8675] susceptible
¤£ ¡¢形 すぐに気を悪くする・傷つきや
すい

[8676] susceptible de
¤£ ¡¢連 ～[qch / inf] の余地がある・～
することが可能である

[8677] susciter
¤£ ¡¢動 呼び起こす・引き起こす・生じ
させる

[8678] suspect
¤£ ¡¢形 疑わしい・怪しい・[de、の]疑
いがある

[8679] suspecter
¤£ ¡¢動 疑う・嫌疑をかける

[8680] suspendre
¤£ ¡¢動 吊るす・かける・中断する・停
止する・停職処分にする

[8681] se suspendre à
¤£ ¡¢連 人が～にぶら下がる

[8682] suspense
¤£ ¡¢男 サスペンス・はらはらする状況

[8683] film à suspense
¤£ ¡¢連 サスペンス映画

[8684] suspension
¤£ ¡¢女 中断・一時停止・停職処分・車
のサスペンション・天井に吊るす照
明器具

[8685] suspension d’audience
¤£ ¡¢連 休廷

[8686] suspension des hostilités
¤£ ¡¢連 停戦

[8687] suspension de paiements
¤£ ¡¢連 支払い停止

[8688] syllabe
¤£ ¡¢女 音節

[8689] symbole
¤£ ¡¢男 象徴・表象・シンボル・象徴的
人物・権化・記号

[8690] symbolique
¤£ ¡¢形 象徴的な・象徴する・象徴され
た・実体のない・形だけの
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[8735] taille
¤£ ¡¢女 身長・大きさ・サイズ・ウエス
ト・胴回り・切断・剪定

[8736] taille-crayon
¤£ ¡¢男 鉛筆削り (携帯用の小さなもの)

(taille-crayons)

[8737] tailler
¤£ ¡¢動 切り整える・裁断する (服地を)・
切って作る

[8738] tailleur
¤£ ¡¢男 仕立て屋・テーラー・婦人用
スーツ

[8739] taillis [taji]
¤£ ¡¢男 やぶ・雑木林・刈り込んだ低木
林

[8740] se taire
¤£ ¡¢動 黙る・口を閉ざす・聞こえなく
なる (音や声が)

[8741] faire taire
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 (人) を黙らせる・

¤£ ¡¢直目

(感情など) を抑える

[8742] talc [talk]
¤£ ¡¢男 タルカムパウダー (汗止めパウ
ダー)

[8743] talent
¤£ ¡¢男 才能・天分・才能のある人・人
材

[8744] talon
¤£ ¡¢男 踵・ヒール (靴の)・小切手の控
えの部分・切れ端 (ハム・チーズ・パ
ン)

[8745] talonner
¤£ ¡¢動 ぴったりつく・すぐ後を追う・う
るさくつきまとう・しつこく悩ます

[8746] talus
¤£ ¡¢男 土手・斜面

[8747] tambour
¤£ ¡¢男 太鼓・鼓手・太鼓を打つ人・回
転扉・洗濯機のドラム

[8748] tambourin
¤£ ¡¢男 タンバリン

[8749] tamis
¤£ ¡¢男 ふるい・こし器

[8750] tamiser
¤£ ¡¢動 ふるいにかける・こす

[8751] tampon
¤£ ¡¢男 スタンプ・消印・緩衝器・緩衝
物・綿パッド

[8752] tamponner
¤£ ¡¢動 スタンプを押す・綿パッドで拭
く・衝突する

[8753] se tamponner
¤£ ¡¢動 衝突する (車同士が)・自分の体
の一部を軽く抑えて拭く

[8754] tamponneur
¤£ ¡¢形 衝突するような

[8755] tandis que
¤£ ¡¢接 ～であるのに・～している間に
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[8715] système d’éducation
¤£ ¡¢連 教育制度

[8716] système politique
¤£ ¡¢連 政治制度
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[8717] tabac [taba]
¤£ ¡¢男 タバコの葉・タバコ (植物とし
ての)・タバコ屋

[8718] table
¤£ ¡¢女 テーブル・食卓・一覧表・盤

[8719] table de cuisson
¤£ ¡¢連 レンジ台 (ガス・電気)

[8720] table de multiplication
¤£ ¡¢連 九九の表

[8721] à table
¤£ ¡¢連 食卓についた

[8722] tableau
¤£ ¡¢男 絵画・黒板・掲示板・表示板・
光景・描写・ボード・集中制御盤・
リスト

[8723] tablette
¤£ ¡¢女 棚板・平板・板状のもの・錠剤・
書字板

[8724] tablier
¤£ ¡¢男 エプロン・前掛け・スモック・
仕切り板・保護板・橋げた

[8725] tabou
¤£ ¡¢形 タブーの・禁忌の対象となる・
[
¤£ ¡¢男 ] タブー・禁忌

[8726] tabouret
¤£ ¡¢男 スツール・オットマン

[8727] tache
¤£ ¡¢女 染み・汚れ・斑点・ぶち・汚点・
罪の汚れ

[8728] tâche
¤£ ¡¢女 仕事・務め・使命

[8729] tacher
¤£ ¡¢動 しみを付ける・汚す・すぐしみ
になる

[8730] tâcher de
¤£ ¡¢連 ～[inf] しようと務める

[8731] tacheté
¤£ ¡¢形 ぶちの・斑点のある

[8732] tact [takt]
¤£ ¡¢男 如才なさ・デリカシー・気配り・
機転・触覚

[8733] tactique
¤£ ¡¢女 戦術・戦法・戦略

[8734] taie
¤£ ¡¢女 枕カバー
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[8836] téléphoner
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢間目 に電話をする・

¤£ ¡¢直目 を
電話で知らせる

[8837] téléphonique
¤£ ¡¢形 電話の・電話による

[8838] télescope
¤£ ¡¢男 望遠鏡

[8839] télescoper
¤£ ¡¢動 激突して押しつぶす・めりこむ

[8840] se télescoper
¤£ ¡¢動 激突して互いにめりこむ・重な
り合う・だぶる

[8841] téléspectateur

(téléspectatrice)

¤£ ¡¢名 テレビ視聴者

[8842] télévisé
¤£ ¡¢形 テレビ放映される

[8843] téléviser
¤£ ¡¢動 テレビで放映する

[8844] tél´ éviseur
¤£ ¡¢男 テレビ受像機

[8845] télévision
¤£ ¡¢女 テレビ・テレビ放送・テレビ局

[8846] télévision par câbles
¤£ ¡¢連 ケーブルテレビ

[8847] télévision par satellite
¤£ ¡¢連 衛星テレビ

[8848] télévision à haute défini-

tion

¤£ ¡¢連 ハイビジョンテレビ

[8849] pas tellement
¤£ ¡¢連 それほど (あまり)～でない

[8850] téméraire
¤£ ¡¢形 向こう見ずな・無謀な

[8851] témoignage
¤£ ¡¢男 証言・しるし (感謝や愛情の)・
証拠・記録

[8852] faux témoignage
¤£ ¡¢連 偽証

[8853] témoigner
¤£ ¡¢動 証言する・示す・表す・証人に
なる

[8854] témoin
¤£ ¡¢男 目撃者・証人・立会人・証拠と
なるもの・バトン

[8855] faux témoin
¤£ ¡¢連 偽証者

[8856] témoin muet
¤£ ¡¢連 証拠物件

[8857] passage du témoin
¤£ ¡¢連 バトンタッチ

[8858] être témoin de
¤£ ¡¢連 ～[qch / que ind] を目撃する

[8859] tempe
¤£ ¡¢女 こめかみ・こめかみの毛

[8860] tempérament
¤£ ¡¢男 気質・気性・体質・平均律

[8861] température
¤£ ¡¢女 気温・温度・体温・熱

[8862] tempéré
¤£ ¡¢形 温暖な・穏やかな・中庸を得た

[8863] zone tempérée
¤£ ¡¢連 温帯

[8864] tempête
¤£ ¡¢女 嵐・暴風雨・大騒ぎ・動乱・激
しい情念
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[8756] tangage
¤£ ¡¢男 横揺れ・ピッチング

[8757] tanière
¤£ ¡¢女 巣穴・隠れ家・あばら屋

[8758] tante
¤£ ¡¢女 おば (叔母・伯母)

[8759] taon [tÃ]
¤£ ¡¢男 アブ (虻)

[8760] tapage
¤£ ¡¢男 どんちゃん騒ぎ・大騒ぎ・セン
セーション・物議

[8761] tape
¤£ ¡¢女 平手でポンと叩くこと

[8762] taper
¤£ ¡¢動 叩く [sur, を]、タイプを打つ・
キーボードを打つ・

¤£ ¡¢直目 を叩く・¤£ ¡¢直目 をタイプ入力する

[8763] tapioca
¤£ ¡¢男 タピオカ (マニオックの根からと
るでんぷん)

[8764] tapis
¤£ ¡¢男 絨毯・敷物・カーペット・マッ
ト

[8765] tapis de bombes
¤£ ¡¢連 じゅうたん爆撃

[8766] tapis de table
¤£ ¡¢連 厚手のテーブルセンター

[8767] tapisser
¤£ ¡¢動 壁紙を貼る・壁掛けで飾る・壁
などを覆う

[8768] tapisserie
¤£ ¡¢女 タペストリー・つづれ織り・カ
ンバス刺繍・壁紙

[8769] taquin
¤£ ¡¢名 からかい好きな人

[8770] taquiner
¤£ ¡¢動 からかう・(物が主語で)気をも
ませる・軽い痛みを生じる

[8771] taquinerie
¤£ ¡¢女 からかい・からかいの言葉・か
らかい好きの性格

[8772] tard
¤£ ¡¢副 遅く・遅れて・遅くなって

[8773] au plus tard
¤£ ¡¢連 遅くとも

[8774] plus tard
¤£ ¡¢連 後で・後に

[8775] tôt ou tard
¤£ ¡¢連 遅かれ早かれ・いずれきっと

[8776] tarder
¤£ ¡¢動 遅れる・遅く着く・ぐずぐずす
る

[8777] tarder à
¤£ ¡¢連 ～[inf] するのが遅れる

[8778] il me tarde
¤£ ¡¢連 ～[de inf, que subj] を一刻も
早くしたい・私は～するのが待ち遠
しい

[8779] tardif
¤£ ¡¢形 遅い・遅れた・遅ればせの

[8780] grossesse tardive
¤£ ¡¢連 高齢出産
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[8781] targette
¤£ ¡¢女 掛け金 (窓や戸の簡単な)

[8782] tarif
¤£ ¡¢男 料金・価格・値段・料金表・通
り相場・常識的な額

[8783] tarte
¤£ ¡¢女 タルト・平手打ち

[8784] tartelette
¤£ ¡¢女 タルトレット (一人前の小型タ
ルト)

[8785] tartine
¤£ ¡¢女 スライスしたパン (バターやジャ
ムを塗ってある)

[8786] tartiner
¤£ ¡¢動 パンにバターやジャムを塗る

[8787] tartre
¤£ ¡¢男 歯石・湯垢・凝固質

[8788] tas
¤£ ¡¢男 山積み・堆積・建設現場・建設
中の建物

[8789] un tas de
¤£ ¡¢連 [+ 複数名詞]沢山の～

[8790] tasse
¤£ ¡¢女 カップ・カップ一杯分

[8791] tassé
¤£ ¡¢形 ぎっしり詰め込まれた・陥没・
沈下した・身を縮めた

[8792] tasser
¤£ ¡¢動 詰め込む・押し固める

[8793] se tasser
¤£ ¡¢動 収まる (非常事態が)・平時に復
する・席を詰める・へこむ・陥没す
る・たらふく食べる

[8794] tâter
¤£ ¡¢動 触ってみる・手で探る・意向 (動
向) を探る

[8795] tâtonner
¤£ ¡¢動 手探りする・模索する・迷う・
試行錯誤する

[8796] à tâtons
¤£ ¡¢連 手探りで

[8797] tatouage [tatwaZ]
¤£ ¡¢男 入れ墨・入れ墨すること

[8798] taudis
¤£ ¡¢男 あばら屋・ぼろ家・荒れ放題の
家 (部屋)

[8799] taupe
¤£ ¡¢女 モグラ・モグラの毛皮・スパイ

[8800] taupinière
¤£ ¡¢女 モグラ塚・モグラの巣穴

[8801] taureau
¤£ ¡¢男 雄牛 (去勢していない)

[8802] course de taureaux
¤£ ¡¢連 闘牛

[8803] taux
¤£ ¡¢男 年利率・率・割合・公定金額

[8804] taux de l’impôt
¤£ ¡¢連 税率

[8805] taux d’escompte
¤£ ¡¢連 公定歩合

[8806] taxe
¤£ ¡¢女 税金・税額・公定価格・公共料
金
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[8807] taxer
¤£ ¡¢動 課税する・公定価格を決める・
非難する [de, と]

[8808] taxi
¤£ ¡¢男 タクシー・タクシー運転手

[8809] technicien
¤£ ¡¢名 技術工・技手・技巧家・テクニ
シャン

[8810] technique
¤£ ¡¢女 科学技術・技法・テクニック・
こつ・

¤£ ¡¢形 専門的な・技術上の
[8811] mot technique (=terme

technique)

¤£ ¡¢連 専門用語・テクニカルターム

[8812] technologie
¤£ ¡¢女 工学・テクノロジー

[8813] tee-shirt [tiSœrt]
¤£ ¡¢男 T シャツ

[8814] teindre
¤£ ¡¢動 染める

[8815] se teindre
¤£ ¡¢動 自分の～(髪の毛など) を染め
る・染まる・色がつく

[8816] teint
¤£ ¡¢男 顔色

[8817] teinte
¤£ ¡¢女 色合い・色調

[8818] se teinter
¤£ ¡¢動 薄く色づく・彩られる

[8819] teinture
¤£ ¡¢女 染色・毛染め・染料・毛染め剤

[8820] teinturerie
¤£ ¡¢女 クリーニング店 (染め物も扱
う)・染物業

[8821] teinturier
¤£ ¡¢名 クリーニング屋 (染め物も扱
う)・染物業者

[8822] télé
¤£ ¡¢女 テレビ・[

¤£ ¡¢形 的に] テレビの

[8823] télécarte
¤£ ¡¢女 テレフォンカード

[8824] télégramme
¤£ ¡¢男 電報

[8825] télégraphe
¤£ ¡¢男 電信・電信機

[8826] télégraphier
¤£ ¡¢動 電報で知らせる・打電する

[8827] télégraphique
¤£ ¡¢形 電信の・電信で送られた

[8828] mandat télégraphique
¤£ ¡¢連 電信為替

[8829] télégraphiste
¤£ ¡¢名 電報配達人

[8830] téléguider
¤£ ¡¢動 遠隔誘導する・遠くから陰で操
る

[8831] téléphérique
¤£ ¡¢男 ロープウェー

[8832] téléphone
¤£ ¡¢男 電話・受話器

[8833] annuaire du téléphone
¤£ ¡¢連 電話帳

[8834] téléphone sans fil [fil]
¤£ ¡¢連 コードレス電話・子機

[8835] payer le téléphone
¤£ ¡¢連 電話代を払う
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[8938] par terre
¤£ ¡¢連 地面に・床に・陸地の・陸地で・
失敗した (計画など)

[8939] sous terre
¤£ ¡¢連 地下に

[8940] terre-plein (terre-pleins)
¤£ ¡¢男 中央分離帯・盛り土・土手

[8941] terrestre
¤£ ¡¢形 地球の・陸生の・陸上の・この
世の・現世の

[8942] terreur
¤£ ¡¢女 激しい恐怖・恐怖政治・恐怖の
的

[8943] terrible
¤£ ¡¢形 恐ろしい・怖い・惨い・ひどい・
凄まじい・ものすごい・我慢のなら
ない・すてきな

[8944] terriblement
¤£ ¡¢副 ひどく・恐ろしく

[8945] terrier
¤£ ¡¢男 巣穴・穴蔵・テリア犬

[8946] terrifiant
¤£ ¡¢形 ぞっとする・恐ろしい・ひどい

[8947] terrifier
¤£ ¡¢動 ひどく怖がらせる

[8948] terrine
¤£ ¡¢女 テリーヌ・テリーヌ用の陶器

[8949] territoire
¤£ ¡¢男 領土・統治領・管轄地域 (地方
自治体などの)・テリトリー・縄張り

[8950] territoire maritime
¤£ ¡¢連 領海

[8951] territoire aérien
¤£ ¡¢連 領空

[8952] territorial (territoriale, terri-

toriaux)

¤£ ¡¢形 領土の・領土防衛の

[8953] terroriser
¤£ ¡¢動 恐怖に陥れる・恐れおののかせ
る

[8954] terrorisme
¤£ ¡¢男 テロリズム

[8955] actes de terrorisme
¤£ ¡¢連 テロ行為

[8956] terroriste
¤£ ¡¢名 テロリスト・

¤£ ¡¢形 テロリストの・
テロリズムの

[8957] tesson
¤£ ¡¢男 破片 (陶器やガラスの)・かけら

[8958] test [tEst]
¤£ ¡¢男 適性検査・検査・テストケース・
試金石

[8959] testament
¤£ ¡¢男 遺言書・遺言・遺作

[8960] Ancien Testament
¤£ ¡¢連 旧約聖書

[8961] Nouveau Testament
¤£ ¡¢連 新約聖書

[8962] têtard
¤£ ¡¢男 オタマジャクシ・(子供を指して)

ちび・がき
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[8865] temple
¤£ ¡¢男 神殿・殿堂・教会堂

[8866] temporaire
¤£ ¡¢形 一時的な・臨時の

[8867] personnel temporaire
¤£ ¡¢連 臨時職員

[8868] à titre temporaire
¤£ ¡¢連 暫定的に

[8869] temps
¤£ ¡¢男 時・時間・時代・時期・時制・
シーズン・天気・天候 [複数で] 時
期・時代 (漠然とした)

[8870] en temps réel
¤£ ¡¢連 リアルタイムの

[8871] à temps
¤£ ¡¢連 遅れずに・間に合って・有期の

[8872] dans le temps
¤£ ¡¢連 昔は・かつて

[8873] depuis le temps
¤£ ¡¢連 それから長い時間が経ったの
で・とっくに

[8874] depuis le temps que
¤£ ¡¢連 ずっと前から～[ind] なのだか
ら

[8875] de temps en temps
¤£ ¡¢連 時々・時折 (= de temps à autre)

[8876] en même temps
¤£ ¡¢連 同時に

[8877] en même temps que
¤£ ¡¢連 ～と同時に

[8878] il est temps de
¤£ ¡¢連 [inf / que subj]～すべき時だ

[8879] Il était temps.
¤£ ¡¢連 危ないところだった。

[8880] la plupart du temps
¤£ ¡¢連 たいていの場合 (= la moitié du

temps)

[8881] tout le temps
¤£ ¡¢連 しょっちゅう・いつも

[8882] un certain temps
¤£ ¡¢連 しばらく・少しの間 (= un temps,

quelque temps)

[8883] un temps fou
¤£ ¡¢連 ひどく長い間

[8884] tenace
¤£ ¡¢形 しつこい・解消しがたい・頑固
な・粘り強い

[8885] tenaille
¤£ ¡¢女 [多く複数形] やっとこ・釘抜き

[8886] tendance
¤£ ¡¢女 性向・性癖・派閥・分派・流派・
傾向・動向・趨勢・トレンド

[8887] avoir tendance à
¤£ ¡¢連 ～[inf] する傾向がある

[8888] tendre
¤£ ¡¢形 柔らかい・優しい・愛情のこもっ
た・幼い・年若い

[8889] tendre
¤£ ¡¢動 引っ張る・張る・差し出す・差
し伸べる・緊張させる
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[8890] tendre à
¤£ ¡¢連 ～[inf]する傾向がある・～[inf]

するように思われる・～[inf / qch]

を目標とする

[8891] tendre vers
¤£ ¡¢連 ～に近づく・～[inf / qch] を目
標とする

[8892] se tendre
¤£ ¡¢動 緊張する・互いに手を差し出す

[8893] tendresse
¤£ ¡¢女 愛情・優しい気持ち

[8894] tendu
¤£ ¡¢形 緊張した・張りつめた・貼った
[de, を]・差し出した (腕など)

[8895] tenir debout
¤£ ¡¢連 立っている

[8896] se tenir bien
¤£ ¡¢連 行儀が良い

[8897] se tenir mal
¤£ ¡¢連 行儀が悪い・姿勢がよくない

[8898] tension
¤£ ¡¢女 緊迫・切迫・緊張・血圧・電圧・
張り具合 (弦など)

[8899] prendre la tension de
¤£ ¡¢連 ～の血圧を測る

[8900] avoir de la tension
¤£ ¡¢連 血圧が高い (= faire de la ten-

sion)

[8901] tentant
¤£ ¡¢形 気を引く・魅力的な

[8902] tentation
¤£ ¡¢女 誘惑・誘惑するもの・～[de +

inf] したい気持ち

[8903] tentative
¤£ ¡¢女 試み・企て・未遂

[8904] tentative de suicide
¤£ ¡¢連 自殺未遂

[8905] tentative de meurtre
¤£ ¡¢連 殺人未遂

[8906] tente
¤£ ¡¢女 テント・天幕

[8907] monter une tente
¤£ ¡¢連 テントを張る

[8908] plier une tente
¤£ ¡¢連 テントを畳む

[8909] tenter
¤£ ¡¢動 試みる・やってみる・気をそそ
る・気を引く

[8910] tenter de
¤£ ¡¢連 ～[inf] しようと試みてみる

[8911] être tenté de
¤£ ¡¢連 ～[inf] したい気持ちである

[8912] tenue
¤£ ¡¢女 服装・制服・行儀・態度・維持・
管理・格調・開催

[8913] ter
¤£ ¡¢副 (番地などの数字につけて)枝番
3・その三

[8914] terme
¤£ ¡¢男 期限・終わり・出産予定日・家
賃・言葉・用語・述語・言い回し・
項
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[8915] terme technique
¤£ ¡¢連 テクニカルターム・専門用語

[8916] projet à long terme
¤£ ¡¢連 長期計画

[8917] prévisions à moyen

terme

¤£ ¡¢連 中期予測

[8918] emprunt à court terme
¤£ ¡¢連 短期借り入れ

[8919] être en bons termes avec
¤£ ¡¢連 ～と仲が良い

[8920] être en mauvais termes

avec

¤£ ¡¢連 ～と仲が悪い

[8921] mettre un terme à
¤£ ¡¢連 ～に終止符を打つ

[8922] terminaison
¤£ ¡¢女 語尾・語末・末端

[8923] terminal
¤£ ¡¢形 最終の・最後の (terminale, ter-

minaux)

[8924] terminale
¤£ ¡¢女 リセの最終学年

[8925] terminer
¤£ ¡¢動 終える．完了する・最後を過ご
す・締めくくる

[8926] se terminer
¤£ ¡¢動 終わる

[8927] terminus [tErminys]
¤£ ¡¢男 終点・終着駅

[8928] terne
¤£ ¡¢形 輝きのない・くすんだ・生彩の
ない・影の薄い・冴えない

[8929] ternir
¤£ ¡¢動 輝きを消す・曇らせる・汚す (名
誉など)

[8930] se ternir
¤£ ¡¢動 輝きを失う・曇る・名誉などが
傷つく

[8931] terrain
¤£ ¡¢男 土地・地所・土地・用地・グラ
ンド・戦場・陣地・分野・領分・見
解・素地・地層

[8932] terrain à vendre
¤£ ¡¢連 売り地

[8933] spéculation sur les ter-

rains

¤£ ¡¢連 土地投機

[8934] terrasse
¤£ ¡¢女 ルーフバルコニー・屋上・テラ
ス・築山・段丘・土木作業

[8935] culture en terrasse
¤£ ¡¢連 段々畑

[8936] terre
¤£ ¡¢女 地球・世界・陸地・土地・地域・
地面・土壌・土・[複数形で] 地所

[8937] armée de terre
¤£ ¡¢連 陸軍
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[9036] toile d’araignée
¤£ ¡¢連 クモの巣

[9037] toilette
¤£ ¡¢女 身繕い・洗面・化粧・装い・服
装・掃除・手入れ・[複数で]洗面所・
トイレ

[9038] produits de toilette
¤£ ¡¢連 化粧品

[9039] toit
¤£ ¡¢男 屋根・家

[9040] toit de chaume
¤£ ¡¢連 藁葺き屋根

[9041] toit de tuiles [t4il]
¤£ ¡¢連 瓦屋根

[9042] être sans toit
¤£ ¡¢連 家がない

[9043] tôle
¤£ ¡¢女 鋼板・鉄板

[9044] tôle étamée
¤£ ¡¢連 ブリキ板

[9045] tôle galvanisée
¤£ ¡¢連 トタン板

[9046] tolérance
¤£ ¡¢女 寛容・寛大さ・大目に見ること・
黙認・許容・許容事項・許容誤差

[9047] tolérant
¤£ ¡¢形 寛容な・寛大な

[9048] tolérer
¤£ ¡¢動 大目に見る・黙認する・我慢す
る・耐える

[9049] tomate
¤£ ¡¢女 トマト

[9050] concentré de tomate
¤£ ¡¢連 トマトピューレ

[9051] tombe
¤£ ¡¢女 墓・墓穴・墓石

[9052] tombeau (tombeaux)
¤£ ¡¢男 墓石・墓碑・墓場

[9053] tombée
¤£ ¡¢女 落ちること (日が)・夜の帳が降
りること

[9054] tomber
¤£ ¡¢動 倒れる・転ぶ・落ちる・属詞に
なる

[9055] laisser tomber
¤£ ¡¢連 ～を落とす・見捨てる・放って
おく・放棄する

[9056] tomber bien
¤£ ¡¢連 良い時に来る・いいタイミング
だ・体にフィットする (服が)

[9057] tomber mal
¤£ ¡¢連 悪い時に来る・あいにくだ

[9058] tomber sous la main
¤£ ¡¢連 偶然手に入れる

[9059] ton
¤£ ¡¢男 口調・語調・語気・色調・色合
い・トーン・高さ (声の)・楽音・音
程・調

[9060] hausser le ton
¤£ ¡¢連 語気を強める (= élever le ton)

[9061] baisser le ton
¤£ ¡¢連 語気を弱める
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[8963] tête
¤£ ¡¢女 頭・顔つき・顔・性格・気性・
命・首・トップ・指導者・先頭・上
部

[8964] avoir sa tête
¤£ ¡¢連 まだ頭はしっかりしている (病
人・老人が)

[8965] de tête
¤£ ¡¢連 暗算で・そらで・先頭の

[8966] homme de tête
¤£ ¡¢連 聡明な人・しっかり者

[8967] en tête
¤£ ¡¢連 頭の中に・先頭で・先頭に

[8968] être à la tête de
¤£ ¡¢連 ～の先頭にいる・～の経営者
(指導者) である

[8969] la tête la première
¤£ ¡¢連 真っ逆さまに・無鉄砲に

[8970] tenir tête à
¤£ ¡¢連 ～に反抗する・たてつく

[8971] tête-à-queue (invariable)
¤£ ¡¢男 スピン (車などの)

[8972] en tête à tête
¤£ ¡¢連 二人だけで、差し向かいで (=

en tête-à-tête)

[8973] téter
¤£ ¡¢動 乳を飲む・吸う (多く目的語を
省略)

[8974] têtu
¤£ ¡¢形 頑固な・意固地な・強情な

[8975] texte
¤£ ¡¢男 書いた文章・原稿・本文・テキ
スト・台詞・歌詞・台本・原文・原
作・古典・文献

[8976] textile
¤£ ¡¢形 繊維の・紡績の・[

¤£ ¡¢男 ] 繊維・
織物原料・繊維業界

[8977] industrie textile
¤£ ¡¢連 繊維産業

[8978] thé
¤£ ¡¢男 茶・紅茶・茶の木・茶の葉・午
後のお茶・ティーパーティー

[8979] théâtral
¤£ ¡¢形 演劇の・演劇的な・芝居がかっ
た・大仰な (théâtrale, théâtraux)

[8980] théâtre
¤£ ¡¢男 劇場・芝居小屋・演劇・芝居・
戯曲・劇団・一座・舞台

[8981] faire du théâtre
¤£ ¡¢連 俳優 (役者) になる・わざとらし
く騒ぎ立てる

[8982] théière [tejEr]
¤£ ¡¢女 ティーポット

[8983] thème
¤£ ¡¢男 主題・テーマ・翻訳 (母国語か
ら他国語への)・作文

[8984] théorie
¤£ ¡¢女 理論・学説

[8985] théorie de la relativité
¤£ ¡¢連 相対性理論
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[8986] en théorie
¤£ ¡¢連 理論上は・理屈としては

[8987] théorique
¤£ ¡¢形 理論的な・理論の・理屈だけ
の・理論上の

[8988] thermomètre
¤£ ¡¢男 温度計・体温計・指標・バロ
メーター

[8989] thermostat [tErmOsta]
¤£ ¡¢男 サーモスタット

[8990] thon
¤£ ¡¢男 マグロ (鮪)

[8991] thym
¤£ ¡¢男 タイム (ハーブの)

[8992] tibia [tibja]
¤£ ¡¢男 向こうずね

[8993] ticket [tikE]
¤£ ¡¢男 (地下鉄やバスの)切符・チケッ
ト・食券

[8994] tiède
¤£ ¡¢形 生暖かい・生温い・熱意のな
い・煮え切らない

[8995] tiercé
¤£ ¡¢男 三連勝式 (競馬：上位三頭を当
てる)

[8996] tiers (tierce)
¤£ ¡¢形 第三の・[

¤£ ¡¢男 ]三分の一・第三
者・部外者・よそ者

[8997] tige
¤£ ¡¢女 茎・幹・苗木・若木・軸・心棒

[8998] tigre (tigresse)
¤£ ¡¢名 トラ (虎)

[8999] tigre de papier
¤£ ¡¢連 張り子の虎

[9000] tilleul [tijœl]
¤£ ¡¢男 菩提樹・シナノキ・シナノキ材

[9001] timbre
¤£ ¡¢男 郵便切手・印紙・証紙・印章・
スタンプ・ベル・呼び鈴・響き・音
色

[9002] timbre fiscal
¤£ ¡¢連 収入印紙

[9003] timbrer
¤£ ¡¢動 切手を貼る

[9004] timide
¤£ ¡¢形 内気な・恥ずかしがりの・気の
小さい・引っ込み思案の・弱気な・
遠慮しがちの

[9005] timidement
¤£ ¡¢副 おずおずと・遠慮がちに

[9006] timidité
¤£ ¡¢女 内気・遠慮・優柔不断・消極性

[9007] tintement
¤£ ¡¢男 鐘や鈴の鳴り響く音・ガチャッ
という音 (金属音)・耳鳴り

[9008] tinter
¤£ ¡¢動 鳴り響く・ガチャン (チャリン)

と音を立てる

[9009] tir
¤£ ¡¢男 射撃・発砲・発射・射ること・
射撃場
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[9010] tir de missile
¤£ ¡¢連 ミサイル発射

[9011] tir à l’arc [ark]
¤£ ¡¢連 弓 (弓で射ること・弓術)

[9012] tir au fusil [fyzi]
¤£ ¡¢連 小銃発射

[9013] tir au pigeon
¤£ ¡¢連 クレー射撃

[9014] tir nourri
¤£ ¡¢連 猛射撃

[9015] tir groupé
¤£ ¡¢連 集中射撃

[9016] tirage
¤£ ¡¢男 抽選 (くじの)・印刷部数・版・
印刷・印刷物・写真の焼き付け

[9017] tire-bouchon
¤£ ¡¢男 コルク抜き

[9018] tirelire
¤£ ¡¢女 貯金箱

[9019] tirer un trait à la règle
¤£ ¡¢連 定規で線を引く

[9020] se tirer de
¤£ ¡¢連 ～を切り抜ける・逃れる

[9021] tiret
¤£ ¡¢男 ダッシュ (—)

[9022] tireur
¤£ ¡¢名 射手・射撃手・小切手などの振
出人・写真の焼付工

[9023] tiroir
¤£ ¡¢男 引き出し

[9024] tisane
¤£ ¡¢女 ハーブティー・煎じ薬・殴打・
鉄拳・体罰

[9025] tissage
¤£ ¡¢男 機織り・織物工場

[9026] tisser
¤£ ¡¢動 織る・織り上げる・織りなす・
組み立てる

[9027] tissu
¤£ ¡¢男 生地・織物・織り目・組織 (人
体や社会の)

[9028] titre
¤£ ¡¢男 題名・表題・書名・見出し・肩
書き・職名・資格・称号・タイトル
(スポーツの)

[9029] à titre de
¤£ ¡¢連 ～として・～のやり方で・～の
資格 (名目) で

[9030] toast [tost]
¤£ ¡¢男 トースト・乾杯・祝杯

[9031] porter un toast à [tost]
¤£ ¡¢連 ～に乾杯する・祝杯をあげる

[9032] toboggan
¤£ ¡¢男 滑り台・立体交差橋・荷物の滑
走装置

[9033] toc [tOk]
¤£ ¡¢間 トントン・コツコツ・[

¤£ ¡¢男 ] まが
い物・安物

¤£ ¡¢形 まがいの・安物の
[9034] toile

¤£ ¡¢女 布・布地・油絵・画布・カンバ
ス・テント・スクリーン (映画)

[9035] toile métallique
¤£ ¡¢連 金網
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[9139] tourmenter
¤£ ¡¢動 苦しめる・心配させる・つきま
とう (欲望などが)

[9140] se tourmenter
¤£ ¡¢動 悩む・心配する

[9141] tournage
¤£ ¡¢男 撮影

[9142] lieux de tournage
¤£ ¡¢連 撮影現場

[9143] tournant
¤£ ¡¢形 回転式の・旋回する・[

¤£ ¡¢男 ]曲
がり角・転換期・ターニングポイン
ト

[9144] escalier tournant
¤£ ¡¢連 螺旋階段

[9145] tourne-disque
¤£ ¡¢男 レコードプレーヤー

[9146] tournée
¤£ ¡¢女 出張・巡回・巡業

[9147] tourner
¤£ ¡¢動 回る・回転する・方向を変える・
曲がる・酸っぱくなる (牛乳などが)・
回す・向ける・混ぜる

[9148] La tête me tourne.
¤£ ¡¢連 私はめまいがする。

[9149] Le vent a tourné.
¤£ ¡¢連 風向きが変わった・流れが変
わった。

[9150] tourner bien
¤£ ¡¢連 順調である・身持ちが良い

[9151] tourner mal
¤£ ¡¢連 不調である・身持ちが悪い

[9152] tourner un film
¤£ ¡¢連 映画を撮影する

[9153] se tourner
¤£ ¡¢動 体の向きを変える・(ある方向
に) 向く・気持ちが傾く・志す

[9154] tournevis [turn@vis]
¤£ ¡¢男 ねじ回し・ドライバー

[9155] tourniquet
¤£ ¡¢男 回転ドア・回転式入り口・回転
陳列台 (絵はがきなどの)・スプリン
クラー

[9156] tournoi
¤£ ¡¢男 トーナメント・勝ち抜き戦・馬
上槍試合・競争・試合

[9157] tournoyer
¤£ ¡¢動 ぐるぐる回る・旋回する・渦巻
く・騎士が馬上槍試合をする

[9158] tournure
¤£ ¡¢女 成り行き・展開・言い回し・表
現・外観・様相

[9159] tourterelle
¤£ ¡¢女 キジバト (鳥類)

[9160] tousser
¤£ ¡¢動 咳をする・咳払いをする

[9161] C’est tout.
¤£ ¡¢連 それで全部だ・それだけだ・以
上
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[9062] de bon ton
¤£ ¡¢連 (身だしなみや振る舞いが)品の
良い・良い趣味の

[9063] le prendre sur ce ton
¤£ ¡¢連 高飛車な (横柄な) 口調で話す

[9064] tondeur
¤£ ¡¢名 羊などの毛を刈る人・剪毛工

[9065] tondeuse
¤£ ¡¢女 芝刈り機・バリカン・剪毛機

[9066] tondre
¤£ ¡¢動 (人や動物の毛を)刈る・刈り込
む

[9067] tonne
¤£ ¡¢女 トン (重さの単位：1t = 1000

kg)

[9068] tonneau
¤£ ¡¢男 樽・樽一杯分の量・自動車の横
転事故・横回転 (曲芸飛行の)・船の
容積トン数

[9069] tonnelet
¤£ ¡¢男 小樽

[9070] tonner
¤£ ¡¢動 雷がなる [非人称構文で]・とど
ろく・轟音を発する・怒りの声を上
げる

[9071] tonnerre
¤£ ¡¢男 雷鳴・雷・大音響・叫び (賞賛・
非難・怒りの)

[9072] toque
¤£ ¡¢女 トック帽 (円筒形のツバなし帽
子)

[9073] torche
¤£ ¡¢女 たいまつ・トーチ

[9074] torchon
¤£ ¡¢男 ふきん・ぞうきん

[9075] tordre
¤£ ¡¢動 ねじる・絞る・ねじ曲げる・ゆ
がめる

[9076] se tordre
¤£ ¡¢動 自分の手足などをねじる・くじ
く・身をよじる・腹の皮がよじれる

[9077] tornade
¤£ ¡¢女 大竜巻・大旋風

[9078] torpille [tOrpij]
¤£ ¡¢女 魚雷・シビレエイ

[9079] torpiller [tOrpije]
¤£ ¡¢動 魚雷攻撃する・(陰険なやり方
で)妨害する・失敗させる

[9080] torrent
¤£ ¡¢男 急流・奔流

[9081] torse
¤£ ¡¢男 上半身・トルソー (彫刻)

[9082] tort
¤£ ¡¢男 間違い・誤り・落ち度・損害・
害・迷惑

[9083] à tort
¤£ ¡¢連 間違って・不当に

[9084] avoir tort
¤£ ¡¢連 間違っている・～[de + inf] す
るのは間違いである
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[9085] donner tort à
¤£ ¡¢連 ～に非があると言う

[9086] être dans son tort
¤£ ¡¢連 間違っている・法に反している
(= être en tort)

[9087] faire du tort à
¤£ ¡¢連 ～に害を及ぼす・迷惑になる

[9088] torticolis [tOrtikOki]
¤£ ¡¢男 首の痛み (筋違いによる)・斜頸
(しゃけい：医学)

[9089] tortiller [tOrtije]
¤£ ¡¢動 ねじる・ひね繰り返す・よじる

[9090] se tortiller [tOrtije]
¤£ ¡¢動 身をくねらせる

[9091] tortue
¤£ ¡¢女 カメ (亀)

[9092] tortue marine
¤£ ¡¢連 ウミガメ

[9093] écaille de tortue
¤£ ¡¢連 鼈甲 (べっこう)

[9094] torture
¤£ ¡¢女 拷問・責め苦・耐え難い苦しみ

[9095] torturer
¤£ ¡¢動 拷問にかける・ひどく苦しめる・
苛む・虐待する・ゆがめる・変形さ
せる

[9096] tôt
¤£ ¡¢副 早く・朝早く

[9097] au plus tôt
¤£ ¡¢連 どんなに早くても・できるだけ
早く

[9098] tôt ou tard
¤£ ¡¢連 遅かれ早かれ

[9099] total
¤£ ¡¢形 全体 (全部) の・総計の・完全
な

[9100] somme totale
¤£ ¡¢連 合計・総額

[9101] guerre totale
¤£ ¡¢連 総力戦

[9102] éclipse totale
¤£ ¡¢連 皆既日食 (<=> éclipse partielle)

[9103] totalement
¤£ ¡¢副 完全に・全く

[9104] totalité
¤£ ¡¢女 全部・全体・総体

[9105] en totalité
¤£ ¡¢連 完全に・全部・残らず

[9106] touchant
¤£ ¡¢形 感動的な・ほろりとさせる・痛
ましい・胸がうずくほどの

[9107] touche
¤£ ¡¢女 鍵盤・キー・プッシュボタン・
当たり (釣の)・タッチ・筆致・筆遣
い

[9108] toucher
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に触る・当たる・受け取
る・心を打つ

[9109] toucher à
¤£ ¡¢動 ～に触る・いじくる

[9110] toucher son salaire
¤£ ¡¢連 給料を受け取る

[9111] se toucher
¤£ ¡¢動 隣接する・自分の～に触る
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[9112] touffe
¤£ ¡¢女 房 (草・髪の)・ひと掴み・かた
まり

[9113] toujours
¤£ ¡¢副 いつも・相変わらず

[9114] toupie
¤£ ¡¢女 こま (玩具の)・コンクリートミ
キサー車

[9115] jouer à la toupie
¤£ ¡¢連 コマ遊びする

[9116] tour
¤£ ¡¢女 塔・櫓・望楼・高層ビル・高層
マンション・ルーク (チェス)

[9117] tour à feu
¤£ ¡¢連 灯台 (fém.)

[9118] tour de contrôle
¤£ ¡¢連 管制塔 (fém.)

[9119] tour
¤£ ¡¢男 回転・周囲・一周・順番・回・
芸当・手品

[9120] tour d’acrobatie
¤£ ¡¢連 曲芸 (masc.)

[9121] tour d’adresse
¤£ ¡¢連 早業・手品 (masc.)

[9122] tour de cartes
¤£ ¡¢連 トランプ手品 (masc.)

[9123] à son tour
¤£ ¡¢連 今度は～が・～の順番で

[9124] à tour de rôle
¤£ ¡¢連 順番に

[9125] chacun à son tour
¤£ ¡¢連 順番に・代わる代わる・お互い
様だ

[9126] faire le tour de
¤£ ¡¢連 ～を一周する・ひとまわりする・
(問題を) ひとわたり検討する

[9127] faire un tour
¤£ ¡¢連 ちょっと散歩 (旅行) する

[9128] faire un tour à
¤£ ¡¢連 ～に悪ふざけをする・ひどい目
に遭わせる (= jouer un tour à)

[9129] tour à tour
¤£ ¡¢連 代わる代わる・交代に・次々と

[9130] tour de chant
¤£ ¡¢連 歌手のリサイタル

[9131] tour de force
¤£ ¡¢連 力技・神業

[9132] tourbillon [turbijÕ]
¤£ ¡¢男 旋風・渦・渦巻き・急旋回・め
まぐるしい動き

[9133] tourbillonner [turbijOne]
¤£ ¡¢動 渦を巻く・旋回する

[9134] tourisme
¤£ ¡¢男 観光・観光旅行・観光事業

[9135] agence de tourisme
¤£ ¡¢連 旅行代理店

[9136] touriste
¤£ ¡¢名 観光客

[9137] touristique
¤£ ¡¢形 観光の・観光客がよく訪れるよ
うな

[9138] tourment
¤£ ¡¢男 悩み・大きな心配・心配の種・
激しい苦痛・激しい苦悩・責め苦
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[9237] trancher
¤£ ¡¢動 バッサリ切る・切断する・一挙
に解決する・決着をつける・決断す
る・打ち切る

[9238] tranquille [trÃkil]
¤£ ¡¢形 静かな・穏やかな・物静かな・
おとなしい・安心した・安らかな

[9239] tranquillement [trÃkilmÃ]
¤£ ¡¢副 静かに・穏やかに・心安らかに・
平然と

[9240] tranquilliser [trÃkilize]
¤£ ¡¢動 安心させる

[9241] se tranquilliser [trÃkilize]
¤£ ¡¢動 安心する

[9242] tranquillité [trÃkilite]
¤£ ¡¢女 静けさ・平穏・落ち着き・安定・
秩序

[9243] transférer
¤£ ¡¢動 移す・移動させる・移転させ
る・移籍させる (スポーツ)・転移す
る (精神分析)・名義書換する

[9244] transfert
¤£ ¡¢男 移すこと・移転・移動・名義書
き換え・譲渡・転移 (精神分析)

[9245] transfert de capitaux
¤£ ¡¢連 資本の海外移転

[9246] transfert de technologie
¤£ ¡¢連 技術移転

[9247] transfert de population
¤£ ¡¢連 住民の強制移動

[9248] transformation
¤£ ¡¢女 変化・変形・加工・改築・コン
バート (ラグビー)・変換 (数学)・変
圧

[9249] transformer
¤£ ¡¢動 変える・変形する・性格を変え
る・体質を変える・元気にする

[9250] se transformer
¤£ ¡¢動 変わる・変化する

[9251] se transformer en
¤£ ¡¢連 ～に変わる

[9252] transfusion
¤£ ¡¢女 輸血

[9253] transfusion sanguine
¤£ ¡¢連 輸血

[9254] transistor [trÃzistOr]
¤£ ¡¢男 トランジスターラジオ・トラン
ジスター

[9255] transmettre
¤£ ¡¢動 伝える・伝言する・伝導する・
うつす (病気を)・広める (知識を)・
放送する・後世に伝える

[9256] se transmettre
¤£ ¡¢動 伝わる・譲渡される・伝染する

[9257] transmission
¤£ ¡¢女 伝達・伝えること・譲渡・相続・
遺伝・放送・送信・伝播・伝導・伝
達・伝染
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[9162] Ce n’est pas tout.
¤£ ¡¢連 それだけではない・その上・さ
らに

[9163] comme tout
¤£ ¡¢連 とても・非常に

[9164] du tout
¤£ ¡¢連 [否定を強調]全然・全く

[9165] du tout au tout [dytutotu]
¤£ ¡¢連 すっかり

[9166] tout à coup
¤£ ¡¢連 突然

[9167] tout à fait
¤£ ¡¢連 まったく・完全に

[9168] tout à l’heure
¤£ ¡¢連 今しがた・先ほど・後ほど・後
で

[9169] tout de même
¤£ ¡¢連 それでも・やはり

[9170] tout de suite
¤£ ¡¢連 すぐに

[9171] toutefois
¤£ ¡¢副 しかしながら・それでも・ただ
し

[9172] toux
¤£ ¡¢女 咳 (せき)

[9173] toxique
¤£ ¡¢形 有毒の・毒性のある

[9174] gaz toxique (gAz)
¤£ ¡¢連 毒ガス

[9175] trac [trak]
¤£ ¡¢男 あがること・おじけ

[9176] avoir le trac [trak]
¤£ ¡¢連 あがる

[9177] tracas
¤£ ¡¢男 苦労・気苦労・心配

[9178] tracasser
¤£ ¡¢動 気をもませる・心配させる

[9179] trace
¤£ ¡¢女 足跡・轍・跡・痕跡・印象・形
跡・名残・微量

[9180] tracé
¤£ ¡¢男 線・輪郭・図面・設計図・道筋・
川筋・海岸線

[9181] tracer
¤£ ¡¢動 描く・線を引く・道をつける・
通す・線引きする・描く・示す

[9182] tracteur
¤£ ¡¢男 トラクター・牽引車

[9183] traction
¤£ ¡¢女 牽引・引っ張り (力)・駆動 (自
動車の)・懸垂・腕立て伏せ

[9184] tradition
¤£ ¡¢女 伝統・慣習・しきたり・伝承・
言い伝え

[9185] traditionnel
¤£ ¡¢形 伝統的な・伝承に基づく・恒例
の・慣例となった

[9186] traducteur
¤£ ¡¢名 翻訳者・翻訳機 (traductrice)

[9187] traduction
¤£ ¡¢女 翻訳・翻訳書

[9188] traduction simultanée
¤£ ¡¢連 同時通訳
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[9189] traduire
¤£ ¡¢動 翻訳する・通訳する・表現する
(思考・感情・状況などを)・召喚す
る

[9190] se traduire
¤£ ¡¢動 表れる・表現される

[9191] trafic
¤£ ¡¢男 不正取引・密売・交通・交通
量・往来・輸送・輸送量

[9192] trafic routier
¤£ ¡¢連 道路交通

[9193] trafic maritime
¤£ ¡¢連 海上交通

[9194] trafic aérien
¤£ ¡¢連 航空交通

[9195] trafic d’influence
¤£ ¡¢連 収賄

[9196] trafiquant
¤£ ¡¢名 密売人・不正取引者

[9197] trafiquer
¤£ ¡¢動 不正取引する・闇商売する・～
[de] を利用して不当な利益を得る

[9198] tragédie
¤£ ¡¢女 悲劇・悲劇作品・悲劇的事件

[9199] tragique
¤£ ¡¢形 悲劇の・悲劇的な・悲惨な

[9200] tragiquement
¤£ ¡¢副 悲劇的に・悲惨に

[9201] trahir
¤£ ¡¢動 裏切る・背く・暴露する・表す・
歪めて伝える

[9202] se trahir
¤£ ¡¢動 本心を漏らす

[9203] trahison
¤£ ¡¢女 裏切り・背信・不貞・歪曲

[9204] haute trahison
¤£ ¡¢連 国家反逆罪・共和国大統領の
背任罪

[9205] train
¤£ ¡¢男 列車・電車・汽車・鉄道・速度・
ペース

[9206] train de nuit
¤£ ¡¢連 夜行列車

[9207] train rapide
¤£ ¡¢連 特急列車

[9208] train express
¤£ ¡¢連 急行列車

[9209] train omnibus [Omnibys]
¤£ ¡¢連 各駅停車 (= train toutes gares)

[9210] être en train de
¤£ ¡¢連 ～[inf] している最中である

[9211] traînard
¤£ ¡¢名 落伍者・落伍兵・のろま・ぐず

[9212] à la traîne
¤£ ¡¢連 遅れをとる・散らかった

[9213] traîneau (traı̂neaux)
¤£ ¡¢男 そり

[9214] traîner
¤£ ¡¢動 引っ張る・引きずる・つれ歩く・
持ち歩く・引きずる・散らかってい
る・長引く・ぐずぐずする
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[9215] se traîner
¤£ ¡¢動 身を引きずる・嫌々行く・這う・
這って行く・のろのろ進む・長引く・
延々と続く

[9216] traire une vache
¤£ ¡¢連 乳を搾る (= traire le lait)

[9217] trait
¤£ ¡¢男 線・線を引くこと・線描・筆致・
表現法・顔立ち・目鼻立ち・特徴・
特色

[9218] d’un seul trait
¤£ ¡¢連 中断せず一気に・一息に (=

d’un trait)

[9219] d’une seule traite
¤£ ¡¢連 一気に・途中で休まずに (=

d’une traite)

[9220] traité
¤£ ¡¢男 条約・概論

[9221] traité de paix
¤£ ¡¢連 平和条約

[9222] traitement
¤£ ¡¢男 待遇・取り扱い・治療・手当・
俸給・処理・加工

[9223] mauvais traitements
¤£ ¡¢連 虐待

[9224] traitement annuel
¤£ ¡¢連 年俸

[9225] traitement de texte
¤£ ¡¢連 ワープロソフト

[9226] traiter
¤£ ¡¢動 扱う・遇する・治療する・もて
なす・扱う・論じる・交渉する・処
理する・加工する

[9227] traiter de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 を～呼ばわりする

[9228] traître
¤£ ¡¢名 裏切り者・謀反人 (= traı̂tresse)

[9229] trajectoire
¤£ ¡¢女 弾道 (砲弾などの)・軌道 (衛星
などの)

[9230] trajet
¤£ ¡¢男 道のり・行程・経路

[9231] tranchant
¤£ ¡¢形 よく切れる・鋭利な・きっぱり
した・断定的な

[9232] tranchant
¤£ ¡¢男 刃・断定的な調子・厳しさ

[9233] arme à double tranchant
¤£ ¡¢連 諸刃の剣

[9234] tranche
¤£ ¡¢女 一切れ・薄切り・区分・区切り・
縁・小口・へり・切断面

[9235] tranchée
¤£ ¡¢女 溝・堀・切り通し・

ざんごう
塹壕

[9236] guerre de tranchées
¤£ ¡¢連 ざんごう

塹壕戦・持久戦
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[9328] tribune
¤£ ¡¢女 演壇・階段席・傍聴席・スタジ
アムのスタンド・寄稿欄 (新聞)・座
談会・

¤£ ¡¢複 聴衆・傍聴者
[9329] tricher

¤£ ¡¢動 いかさまをする・不正行為をす
る・ごまかす

[9330] tricheur
¤£ ¡¢名 いかさま師・ペテン師・いかさ
まをする人

[9331] drapeau tricolore
¤£ ¡¢連 三色旗 (フランス国旗)

[9332] tricot
¤£ ¡¢男 編み物・編み物仕事・セーター・
ニットの衣類

[9333] tricoter
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 を編んで作る・編み物を
する

[9334] trier [trije]
¤£ ¡¢動 選り分ける・選別する・区分す
る・分類する・ソートする

[9335] trimestre
¤£ ¡¢男 三ヶ月の期間・学期 (フランス
の)・三ヶ月分 (年金・家賃など)

[9336] trimestriel
¤£ ¡¢形 三ヶ月毎の・学期の

[9337] tringle
¤£ ¡¢女 横棒 (物を吊るす)・カーテン
ロッド・カーテンレール

[9338] trinquer
¤£ ¡¢動 乾杯する・迷惑を被る・被害を
受ける

[9339] trio [trijo]
¤£ ¡¢男 三重奏曲・三重唱曲・三重奏
団・三重唱団・三人組・トリオ

[9340] triomphant [trijÕfÃ]
¤£ ¡¢形 勝ち誇った・得意になった・大
勝利をおさめた・大成功をおさめた

[9341] triomphe [trijÕf]
¤£ ¡¢男 大勝利・圧勝・凱旋式・歓呼・
喝采・大当たり・大成功・十八番・
当たり役

[9342] porter en triomphe

[trijÕf]

¤£ ¡¢連 歓呼に応えるために、
¤£ ¡¢直目 を

肩車して運ぶ

[9343] triompher [trijÕfe]
¤£ ¡¢動 大勝利を収める・圧勝する・勝
ち誇る・得意になる・大成功を収め
る

[9344] triompher de [trijÕfe]
¤£ ¡¢連 ～に打つ勝つ

[9345] tripe
¤£ ¡¢女 [多く複数形] トリップ (牛の胃
と腸の煮込み)・反芻動物の胃腸・
(人間の) はらわた・腹部
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[9258] transparence
¤£ ¡¢女 透明さ・透けて見えること・透
明性・明確さ・明白さ

[9259] transparent
¤£ ¡¢形 透明な・透き通るような・明白
な・解りやすい・見え透いた

[9260] transpercer
¤£ ¡¢動 貫く・貫通する・染み通る (雨
などが)

[9261] transpiration
¤£ ¡¢女 発汗・汗

[9262] transpirer
¤£ ¡¢動 汗をかく・四苦八苦する・発覚
する・漏れる

[9263] transplanter
¤£ ¡¢動 移植する (植物・臓器など)・移
住させる・移転させる

[9264] transport
¤£ ¡¢男 輸送・運送・運搬・運賃・送料・
交通費・運搬船・運搬車・熱狂・激
情・

¤£ ¡¢複 交通機関・輸送手段
[9265] transporter

¤£ ¡¢動 運ぶ・運搬する・輸送する・移
動させる・移し替える・熱狂させる・
興奮させる

[9266] transporteur
¤£ ¡¢男 運送業者・運搬装置・コンベ
ア・運搬船

[9267] transporteur à bande
¤£ ¡¢連 ベルトコンベア

[9268] trapèze
¤£ ¡¢男 台形・空中ブランコ

[9269] les bases d’un trapèze
¤£ ¡¢連 台形の上辺と下辺

[9270] trapéziste
¤£ ¡¢名 空中ブランコ乗り

[9271] trappe
¤£ ¡¢女 上げ蓋・上げ戸・狩猟用の落と
し穴・罠

[9272] trapu
¤£ ¡¢形 小柄でがっしりした・ずんぐり
した・どっしりした・難しい・手強い

[9273] être trapu en physique
¤£ ¡¢連 物理 (科目としての) に強い

[9274] traumatiser
¤£ ¡¢動 心に深い傷を与える・心理的外
傷を与える

[9275] travail
¤£ ¡¢男 仕事・勉強・労働・職・勤務
先・働き口・加工・細工・細工物・
作品・作用・機能

[9276] travail à mi-temps
¤£ ¡¢連 パートタイムの仕事

[9277] travail à domicile
¤£ ¡¢連 内職

[9278] accident de travail
¤£ ¡¢連 労働災害

[9279] contrat de travail
¤£ ¡¢連 労働契約
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[9280] carte de travail
¤£ ¡¢連 外国人の労働許可証

[9281] heures de travail
¤£ ¡¢連 就労時間

[9282] travail noir
¤£ ¡¢連 不法労働・不法雇用 (= travail

au noir)

[9283] Ministère de Travail
¤£ ¡¢連 労働省

[9284] travail d’érosion des

eaux

¤£ ¡¢連 水の浸食作用

[9285] travaux
¤£ ¡¢男 ¤£ ¡¢複 作業・土木工事・業績・研
究・会議での審議・討議

[9286] travaux agricoles
¤£ ¡¢連 農作業

[9287] travaux publics
¤£ ¡¢連 公共土木工事

[9288] Ministère des Travaux

publics

¤£ ¡¢連 建設省

[9289] gros travaux
¤£ ¡¢連 肉体労働・基礎工事

[9290] travaux forcés
¤£ ¡¢連 懲役刑 (昔の)

[9291] travailler
¤£ ¡¢動 働く・勉強する・加工する・

¤£ ¡¢直目

を勉強 (練習) する

[9292] travailleur
¤£ ¡¢名 働く人・勉強家・労働者・勤労者・¤£ ¡¢形 勤勉な・働き者の (= travailleuse)

[9293] à travers
¤£ ¡¢連 ～を横切って・貫いて・通して

[9294] de travers
¤£ ¡¢連 曲がって・歪んで・間違って・
見当違いに

[9295] en travers
¤£ ¡¢連 横に・横切って・邪魔になって

[9296] à travers la vitre
¤£ ¡¢連 ガラス越しに

[9297] avaler de travers
¤£ ¡¢連 飲食物が気管に入る

[9298] traverse
¤£ ¡¢女 枕木・横木・横

かまち
框・障害・試

練

[9299] traversée
¤£ ¡¢女 横断 (海・川・砂漠などの)・航
海・通過

[9300] traverser
¤£ ¡¢動 横切る・渡る・貫通する・通り
過ぎる・よぎる

[9301] trébucher
¤£ ¡¢動 躓く・よろける・[sur, に] つっ
かえる・しくじる

[9302] trèfle
¤£ ¡¢男 クローバー・ツメクサ・クラブ
(トランプ)

[9303] tréma
¤£ ¡¢男 トレマ

[9304] tremblement
¤£ ¡¢男 震え・地震・震動・揺れ
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[9305] tremblement de fièvre
¤£ ¡¢連 悪寒

[9306] trembler
¤£ ¡¢動 震える・揺れる・振動する・怯
える・心配する

[9307] trempé
¤£ ¡¢形 ぬれた・浸した・焼き入れした・
鍛えられた・しっかりした

[9308] tremper
¤£ ¡¢動 浸す・つける．濡らす・焼きを
入れる・鍛える

[9309] tremplin
¤£ ¡¢男 スプリングボード (体操)・踏切
台・飛び板 (飛び込み競技)・ジャン
プ台 (スキー)

[9310] très
¤£ ¡¢副 非常に・とても・大変

[9311] trésor
¤£ ¡¢男 財宝・宝・秘宝・宝物室・国庫・¤£ ¡¢複 財産・富

[9312] Trésor public
¤£ ¡¢連 国庫 (= Trésor)

[9313] bons du Trésor
¤£ ¡¢連 国債

[9314] Direction du Trésor
¤£ ¡¢連 財務省の財務局

[9315] trésorerie
¤£ ¡¢女 経理・会計・資金・財政・財政
局

[9316] tresse
¤£ ¡¢女 三つ編み (髪の)・組紐・飾り紐

[9317] tresser
¤£ ¡¢動 三つ編みにする・編んで作る

[9318] triangle
¤£ ¡¢男 三角形・三角形のもの・トライ
アングル (音楽)

[9319] triangulaire
¤£ ¡¢形 三角形の・三者の

[9320] tribu
¤£ ¡¢女 部族・種族・大家族・一族郎党

[9321] tribunal
¤£ ¡¢男 裁判所・法廷・裁判官 [集合的
に]・(神や歴史の) 裁き・審判 (tri-

bunaux)

[9322] comparaître devant le

tribunal

¤£ ¡¢連 出廷する

[9323] tribunal administratif
¤£ ¡¢連 行政裁判所

[9324] tribunal judiciaire
¤£ ¡¢連 司法裁判所

[9325] tribunal militaire
¤£ ¡¢連 軍法会議

[9326] tribunal d’instance
¤£ ¡¢連 小審裁判所 (日本の簡易裁判所
に相当)

[9327] tribunal de grande in-

stance

¤£ ¡¢連 大審裁判所 (日本の地方裁判所
に相当)
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[9415] truite arc-en-ciel
¤£ ¡¢連 ニジマス

[9416] truquage
¤£ ¡¢男 トリック撮影・特撮・変造・ご
まかし・不正操作 (選挙の)

[9417] truquer
¤£ ¡¢動 トリックで撮影する・細工する・
いんちきする・偽造する

[9418] tube
¤£ ¡¢男 管・パイプ・配管・導管・筒状
容器・チューブ

[9419] tube à essai
¤£ ¡¢連 試験管

[9420] tube à injection
¤£ ¡¢連 注射器

[9421] tube à vide
¤£ ¡¢連 真空管

[9422] tube cathodique
¤£ ¡¢連 ブラウン管

[9423] tube digestif
¤£ ¡¢連 消化管

[9424] tuberculeux
¤£ ¡¢形 結核の・結核罹患した (tuber-

culeuse)

[9425] bacille tuberculeux [basil]
¤£ ¡¢連 結核菌

[9426] tuberculose
¤£ ¡¢女 結核

[9427] tuberculose pulmonaire
¤£ ¡¢連 肺結核

[9428] tué
¤£ ¡¢名 死者 (戦争や事故の)

[9429] tuer
¤£ ¡¢動 殺す・消滅させる

[9430] se tuer
¤£ ¡¢動 自殺する

[9431] se tuer à
¤£ ¡¢動 必死で～[inf] する

[9432] se tuer de
¤£ ¡¢動 ～[qch] し過ぎである

[9433] crier à tue-tête
¤£ ¡¢連 声を限りに叫ぶ

[9434] tueur
¤£ ¡¢名 殺人者・殺し屋・食肉解体業者

[9435] tuile
¤£ ¡¢女 瓦・思いがけない災難 (頭に瓦
が落ちてくるような)

[9436] toit de tuiles
¤£ ¡¢連 瓦屋根

[9437] tulipe
¤£ ¡¢女 チューリップ

[9438] tumeur maligne
¤£ ¡¢連 悪性腫瘍

[9439] tumeur bénigne
¤£ ¡¢連 良性腫瘍

[9440] tunique
¤£ ¡¢女 チュニック・チュニカ・詰め襟
のユニフォーム・軍服

[9441] tunnel [tynEl]
¤£ ¡¢男 トンネル・地下道

[9442] turban
¤£ ¡¢男 ターバン

[9443] turbine
¤£ ¡¢女 タービン・ターボエンジン

[9444] turbulent
¤£ ¡¢形 乱流の (物理)・騒々しい・じっ
としていない・騒乱を好む



フランス語単語 10000語 361

[9346] triperie
¤£ ¡¢女 臓物店・臓物業

[9347] tripier
¤£ ¡¢名 臓物店主・臓物業者

[9348] triple
¤£ ¡¢形 三重の・三倍の・最高の・極度
の・[

¤£ ¡¢男 ] 三倍

[9349] au triple galop [galo]
¤£ ¡¢連 全速力で

[9350] augmenter du triple
¤£ ¡¢連 三倍に増える

[9351] trique
¤£ ¡¢女 こん棒・太い棒

[9352] triste
¤£ ¡¢形 悲しい・悲しそうな・陰鬱な・
物悲しい・陰気な・痛ましい・[名詞
の前で] 情けない・嘆かわしい・惨
めな

[9353] tristement
¤£ ¡¢副 悲しそうに・悲しみに沈んで・
残念ながら・嘆かわしい理由で

[9354] tristesse
¤£ ¡¢女 悲しみ・辛さ・悲しいこと・悲
しい時・わびしさ・陰気さ

[9355] troène [trOEn]
¤£ ¡¢男 イボタヌキ (植物：多く生け垣
に用いる)

[9356] trognon
¤£ ¡¢男 野菜や果物の芯・かわいい子

[9357] trois quart
¤£ ¡¢連 四分の三・大部分

[9358] trompe
¤£ ¡¢女 鼻 (象などの長い)・吻管 (昆虫
の)・狩猟用のラッパ・管 (解剖学)・
入隅迫持 (いりずみせりもち・建築)

[9359] tromper
¤£ ¡¢動 だます・欺く・裏切る (夫や妻
を)・裏をかく・目をくらます・判断
を誤らせる・紛らす・ごまかす

[9360] se tromper
¤£ ¡¢動 間違える・互いに浮気をし合う

[9361] se tromper de
¤£ ¡¢連 [+ 無冠詞名詞]～を間違える

[9362] tromperie
¤£ ¡¢女 欺瞞・ペテン・詐欺

[9363] tronc [trÕ]
¤£ ¡¢男 木の幹・胴体・胴・募金箱・献
金箱

[9364] tronc cérébral [trÕ]
¤£ ¡¢連 脳幹

[9365] tronçon
¤£ ¡¢男 輪切りの一片・一区間 (鉄道や
道路の)

[9366] tronçonneuse
¤£ ¡¢女 チェーンソー

[9367] trône
¤£ ¡¢男 王座・王位・王権

[9368] monter sur le trône
¤£ ¡¢連 王位に就く

[9369] perdre son trône
¤£ ¡¢連 王位を失う



362 フランス語単語 10000語

[9370] trop [trO]
¤£ ¡¢副 あまりに・とても・たいへん・
[否定文中で] あまり～ない

[9371] de trop
¤£ ¡¢連 余分の・余計に・邪魔である
(人などが)・度を超して

[9372] en trop
¤£ ¡¢連 余分に・超過して

[9373] trop de
¤£ ¡¢連 [+ 無冠詞名詞] あまりに多くの
～

[9374] trop-plein
¤£ ¡¢男 溢水口 (いっすいこう：溢れた
水を逃す)・オーバーフロー・溢れた
もの・横溢・余剰

[9375] trot [tro]
¤£ ¡¢男 速足 (はやあし：馬)・?足 (だく
あし)・トロット

[9376] trotter
¤£ ¡¢動 速足で進む (馬が)・小走りに行
く (人が)・(考えなどが) 去来する・
脳裏から離れない

[9377] trotteur
¤£ ¡¢名 速足レース用競走馬 (trotteuse)

[9378] trotteuse
¤£ ¡¢女 秒針

[9379] trottinette
¤£ ¡¢女 スクーター・片足スケート

[9380] trottoir
¤£ ¡¢男 歩道 (<=>chauss—’ee)

[9381] trou
¤£ ¡¢男 穴・孔・窪み・破れ目・欠落・空
白・空き時間・欠損・使途不明金・
巣穴

[9382] creuser un trou
¤£ ¡¢連 穴を掘る

[9383] percer un trou
¤£ ¡¢連 孔をあける

[9384] trou d’homme
¤£ ¡¢連 マンホール

[9385] troublant
¤£ ¡¢形 当惑させる・心を乱す・気がか
りな・悩ましい・挑発的な

[9386] trouble
¤£ ¡¢形 濁った・不透明な・不鮮明な・
曇った・怪しげな・すっきりしない

[9387] trouble
¤£ ¡¢男 動揺・不安・狼狽・恋のときめ
き・混乱・無秩序・

¤£ ¡¢複 騒乱・暴動・
障害 (心身の)

[9388] troubler
¤£ ¡¢動 濁らせる・曇らせる・混乱させ
る・乱す・動揺させる・鈍らせる (機
能を)

[9389] se troubler
¤£ ¡¢動 動揺する・うろたえる

[9390] trouer
¤£ ¡¢動 穴をあける・(光が闇を) 貫く
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[9391] troupe
¤£ ¡¢女 部隊・軍隊 [集合的]・兵士 [集
合的]・劇団・群れ・集団・[複数形
で]軍隊

[9392] lever des troupes
¤£ ¡¢連 徴兵する

[9393] troupes mercenaires
¤£ ¡¢連 傭兵部隊

[9394] troupeau (troupeaux)
¤£ ¡¢男 家畜の群れ・野生動物の群れ・
人の群れ

[9395] trousse
¤£ ¡¢女 用具入れ・筆入れ・干し草など
の束

[9396] trousse à outils
¤£ ¡¢連 工具入れ

[9397] trousse de médecin
¤£ ¡¢連 回診用かばん (医師の)

[9398] trousseau
¤£ ¡¢男 鍵束・衣類一式 (外泊・長期滞
在用の)・嫁入り衣装 (trousseaux)

[9399] trouvaille
¤£ ¡¢女 掘り出し物・思いがけない発
見・すばらしい着想 (皮肉でも使う)

[9400] bien trouvé
¤£ ¡¢連 (表現などが) うまい・たくみな・
(考えなどが) 斬新な・独創的な

[9401] trouver
¤£ ¡¢動 見つける・見いだす・気づく・
思う

[9402] aller trouver
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 に会いに行く

[9403] venir trouver
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 に会いに来る

[9404] trouver du plaisir à
¤£ ¡¢連 ～に喜びを感じる

[9405] trouver de la difficulté à
¤£ ¡¢連 ～に困難を感じる

[9406] Vous trouvez ?
¤£ ¡¢連 そう思いますか？

[9407] se trouver
¤£ ¡¢連 ある・いる

[9408] se trouver bien de
¤£ ¡¢連 ～に満足する・～で得をする

[9409] se trouver mal de
¤£ ¡¢連 ～に不満である・～で損をする

[9410] truc
¤£ ¡¢男 こつ・秘訣・要領・トリック・仕
掛け・からくり・[指示

¤£ ¡¢形 とともに]

あれ・それ

[9411] truelle
¤£ ¡¢女 こて (左官や画家の)

[9412] truffe
¤£ ¡¢女 トリュフ・西洋松露 (しょうろ)・
トリュフチョコレート・犬の鼻面・人
の団子鼻

[9413] truie
¤£ ¡¢女 雌豚 (<=> porc (雄豚))

[9414] truite
¤£ ¡¢女 マス (鱒)
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[9473] gouvernement d’union

nationale

¤£ ¡¢連 挙国一致体制

[9474] union conjugale
¤£ ¡¢連 婚姻

[9475] union libre
¤£ ¡¢連 同棲・内縁関係

[9476] unique
¤£ ¡¢形 [名詞の前後で] 唯一の・ただ
一つしかない・[名詞の後]比類のな
い・傑出した・同一の

[9477] uniquement
¤£ ¡¢副 もっぱら・ひたすら・ただ単に

[9478] unir
¤£ ¡¢動 複数の物を一つにする・統合す
る・結びつける・結婚させる

[9479] s’unir
¤£ ¡¢動 [主語が複数で]団結する・結婚
する・一つになる

[9480] unité
¤£ ¡¢女 統一・一貫性・単位・単一性・
均一性・単品・ユニット・一の位の
数

[9481] unité nationale
¤£ ¡¢連 国家の統一

[9482] unité monétaire
¤£ ¡¢連 貨幣単位

[9483] unité de mesure
¤£ ¡¢連 計量単位

[9484] univers
¤£ ¡¢男 宇宙・天地・万物・森羅万象・
全世界・全人類・世界・領域

[9485] universel
¤£ ¡¢形 普遍的な・一般的な・万人の・
万能の・世界的な・世界的規模の

[9486] suffrage universel
¤£ ¡¢連 普通選挙

[9487] exposition universelle
¤£ ¡¢連 万国博覧会

[9488] histoire universelle
¤£ ¡¢連 世界史

[9489] gravitation universelle
¤£ ¡¢連 万有引力

[9490] université
¤£ ¡¢女 大学・総合大学

[9491] entrer à l’université
¤£ ¡¢連 大学に入る

[9492] uranium [yraniOm]
¤£ ¡¢男 ウラン

[9493] uranium enrichi [yraniOm]
¤£ ¡¢連 濃縮ウラン

[9494] urbain
¤£ ¡¢形 都市の・都会の・都会風の

[9495] urgence
¤£ ¡¢女 緊急・切迫

[9496] d’urgence
¤£ ¡¢連 緊急の・切迫した・緊急に・直
ちに

[9497] urgent
¤£ ¡¢形 緊急の・急を要する

[9498] secours urgents
¤£ ¡¢連 緊急援助

[9499] urne
¤£ ¡¢女 投票箱・骨壺・水甕・壷
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[9445] tuteur
¤£ ¡¢名 後見人・保護者・チューター

[9446] tutoyer
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に親しい口をきく・tu で
話しかける

[9447] se tutoyer
¤£ ¡¢動 互いに親しい口をきく・tu で呼
び合う

[9448] tuyau
¤£ ¡¢男 管・パイプ・ホース・筒・中空
の茎 (軸)

[9449] tuyauterie
¤£ ¡¢女 [集合的に] 配管 (水道やガス
の)・オルガンのパイプ

[9450] tympan
¤£ ¡¢男 鼓膜・ティンパヌム (建築)

[9451] type
¤£ ¡¢男 型・タイプ・類型・典型・型式・
モデル・男・やつ

[9452] erreur type
¤£ ¡¢連 典型的なミス

[9453] formule type
¤£ ¡¢連 書式

[9454] typique
¤£ ¡¢形 典型的な・代表的な・特徴的
な・ラテンアメリカの (音楽)

[9455] typographe
¤£ ¡¢名 植字工・活版印刷業

[9456] tyran
¤£ ¡¢男 専制君主・圧政者・暴君・横暴
な人

[9457] tyrannie
¤£ ¡¢女 専制・暴政・横暴・暴虐・抗い
がたい力
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[9458] ulcère
¤£ ¡¢男 潰瘍

[9459] ulcère à l’estomac
¤£ ¡¢連 胃潰瘍

[9460] ultérieurement
¤£ ¡¢副 後で・後日

[9461] ultime
¤£ ¡¢形 最後の・最終の

[9462] unanime
¤£ ¡¢形 全員一致の・満場一致の

[9463] unanimement
¤£ ¡¢副 満場一致で・全員がそろって

[9464] unanimité
¤£ ¡¢女 全員一致・満場一致

[9465] uni
¤£ ¡¢形 無地の・単色の・飾りのない・
平坦な・仲の良い・結びつきの強い・
統合された・連合した・くっついた・
平穏な・単調な

[9466] L’Organisation des Na-

tions Unies

¤£ ¡¢連 国際連合 (O.N.U.)

[9467] uniforme
¤£ ¡¢形 同じ様な様子をした・似たり
寄ったりの・一様な・均質な・単調
な・変化に乏しい・[

¤£ ¡¢男 ]ユニフォー
ム・制服・軍服

[9468] endosser l’uniforme
¤£ ¡¢連 軍人になる (<= 軍服を着る)

(<=> quitter l’uniforme)

[9469] uniformément
¤£ ¡¢副 一様に

[9470] uniformiser
¤£ ¡¢動 均一にする・画一化する

[9471] uniformité
¤£ ¡¢女 一様性・同一性・単調さ・画一
性

[9472] union
¤£ ¡¢女 団結・結集・統一・和合・男女
の結びつき・結構・結合・合体・同
盟・連合・連盟・組合
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[9540] va-et-vient
¤£ ¡¢男 往復運動・往復・ピストン輸送・
行き来・往来・出入り・渡し綱・連
絡ロープ

[9541] vagabond
¤£ ¡¢名 浮浪者・放浪者・流れ者・

¤£ ¡¢形
放浪の・流浪の・移り気な

[9542] vagabonder
¤£ ¡¢動 放浪する・浮浪する・うろつく・
さまよう (考えや視線が)

[9543] vague
¤£ ¡¢女 波・急激な高まり (現象や感情
の)・人波・人の群れ・

¤£ ¡¢複 うねり・
ウェーブ

[9544] vague de froid
¤£ ¡¢連 寒波 (<=> vague de chaleur)

[9545] vague de chaleur
¤£ ¡¢連 熱波 (<=> vague de froid)

[9546] vague
¤£ ¡¢形 漠然とした・ぼんやりした・曖
昧な・取るに足りない・遠縁の・だ
ぶだぶの・ゆったりした

[9547] terrain vague
¤£ ¡¢連 空き地

[9548] contours vagues
¤£ ¡¢連 ぼやけた輪郭

[9549] regard vague
¤£ ¡¢連 うつろな眼差し

[9550] vaguement
¤£ ¡¢副 漠然と・ぼんやりと・曖昧に・
ほんの少し・かすかに・多少は

[9551] vain
¤£ ¡¢形 [多く複数形で] 無益な・無駄
な・内容空疎な・根拠のない・当て
にならない・軽薄な

[9552] vain mot
¤£ ¡¢連 空疎な言葉

[9553] vain espoir [vEnEspwar]
¤£ ¡¢連 儚い望み

[9554] vaine promesse
¤£ ¡¢連 空約束

[9555] vaincre
¤£ ¡¢動 打ち破る・打ち勝つ・負かす・
克服する・制圧する

[9556] vaincu
¤£ ¡¢形 破れた・負けた・克服された・¤£ ¡¢名 敗者

[9557] vainement
¤£ ¡¢副 むなしく

[9558] vainqueur
¤£ ¡¢男 勝利者・勝者・征服者

[9559] vaisseau
¤£ ¡¢男 管 (血液・体液・樹液の)・大型
船・軍艦・吹き抜けの空間

[9560] vaisseau sanguin
¤£ ¡¢連 血管 (= vaisseau)

[9561] vaisseau lymphatique
¤£ ¡¢連 リンパ管

[9562] vaisseau de guerre
¤£ ¡¢連 軍艦
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[9500] usage
¤£ ¡¢男 使用・用途・慣例・慣習・習わ
し・慣用 (言語)・礼儀作法

[9501] usage de la force
¤£ ¡¢連 武力行使

[9502] d’usage
¤£ ¡¢連 慣例的な・よく用いられる・普
段用の

[9503] hors d’usage
¤£ ¡¢連 使われなくなった・使用不能の・
お払い箱の

[9504] usagé
¤£ ¡¢形 使い古した・使用済みの

[9505] usager
¤£ ¡¢男 [多く複数形で](公共機関など
の) 利用者・利用客

[9506] usé
¤£ ¡¢形 使い古された・すり切れた・消
耗した・衰えた

[9507] eaux usées
¤£ ¡¢連 汚水

[9508] user
¤£ ¡¢動 使い古す・擦り切らせる

[9509] s’user
¤£ ¡¢動 すり減る・損耗する・衰える・
自分の～をすり減らす

[9510] user de
¤£ ¡¢連 [+抽象名詞]～を使う・利用す
る

[9511] usine
¤£ ¡¢女 工場・工業

[9512] ustensile
¤£ ¡¢男 家庭用品・器具・用具・もの

[9513] ustensiles de cuisine
¤£ ¡¢連 台所用品

[9514] ustensiles de jardinage
¤£ ¡¢連 園芸用具

[9515] usure
¤£ ¡¢女 損耗・損耗箇所・すり減ること・
消耗・高利・暴利

[9516] guerre d’usure
¤£ ¡¢連 消耗戦

[9517] utile
¤£ ¡¢形 役に立つ・有用な

[9518] insecte utile
¤£ ¡¢連 益虫 (<=> insecte malfaisant)

[9519] utilement
¤£ ¡¢副 有益に・有効に

[9520] utilisable
¤£ ¡¢形 使用し得る・使用可能な

[9521] utilisation
¤£ ¡¢女 利用・使用

[9522] utiliser
¤£ ¡¢動 使う・利用する

[9523] utilité
¤£ ¡¢女 有用性・効用・利益・実益・[複
数形で]演劇の端役
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[9524] vacance
¤£ ¡¢女 欠員・空席・空白

¤£ ¡¢複 休暇・ヴァ
カンス・休廷期間

[9525] vacancier
¤£ ¡¢名 休暇を過ごす人・ヴァカンス旅
行客

[9526] vacarme
¤£ ¡¢男 騒音・喧噪・騒音

[9527] vaccin
¤£ ¡¢男 ワクチン・種痘・痘苗 (とうびょ
う：弱毒化された痘瘡ウイルスを含
む液剤)

[9528] vaccin antivariolique
¤£ ¡¢連 天然痘予防ワクチン

[9529] vaccin contre la grippe
¤£ ¡¢連 インフルエンザ予防ワクチン

[9530] inoculer un vaccin à
¤£ ¡¢連 ～にワクチン接種する (= faire

un vaccin à)

[9531] vaccination
¤£ ¡¢女 予防接種・ワクチン接種・種痘

[9532] vacciner
¤£ ¡¢動 予防接種する・ワクチン接種す
る・種痘する・こりごりさせる

[9533] vacciner contre la grippe
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢間目 に対しインフルエンザ予
防ワクチンを接種する

[9534] vache
¤£ ¡¢女 雌牛・牛革・意地悪な奴・冷血
漢・警官・ポリ公 [間投詞として] ち
くしょう

[9535] vache à viande
¤£ ¡¢連 肉牛

[9536] vache laitière
¤£ ¡¢連 乳牛

[9537] vachement
¤£ ¡¢副 すごく・とても

[9538] vacher
¤£ ¡¢名 牛飼い

[9539] vaciller [vasije]
¤£ ¡¢動 ぐらぐらする・ふらふらする・揺
らめく (炎が)・瞬く (光が)・ぐらつく
(決心が)・衰える (能力が)
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[9628] veilleuse
¤£ ¡¢女 常夜灯・パイロットランプ・車
幅灯

¤£ ¡¢複 ・種火 (ガス湯沸かし器な
どの)

[9629] veine
¤£ ¡¢女 静脈・幸運・木目・木目模様・
葉脈・鉱脈・芸術的感興 (<=> artère

(動脈))

[9630] vélo
¤£ ¡¢男 自転車・サイクリング

[9631] à vélo
¤£ ¡¢連 自転車で (= en vélo)

[9632] vélodrome
¤£ ¡¢男 自転車競技場・競輪場

[9633] velours
¤£ ¡¢男 ビロード・ベルベット・柔らか
い感触・感覚に快いもの

[9634] velouté
¤£ ¡¢形 ビロードのような・まろやかな・
とろっとした

[9635] vendange
¤£ ¡¢女 ブドウの収穫・収穫したブドウ
[集合的]・ブドウの収穫期 [複数形
で]

[9636] vendeur (vendeuse)
¤£ ¡¢名 店員・売り子・売り手・売り主

[9637] vendeur ambulant
¤£ ¡¢連 行商人

[9638] vendre
¤£ ¡¢動 売る・販売する・売り渡す・裏
切る

[9639] se vendre
¤£ ¡¢動 売れる (物が)・自分自身を売る
　

[9640] vendu
¤£ ¡¢形 売れた・売約済みの・買収され
た・

¤£ ¡¢名 裏切り者・身を売ったもの・
ろくでなし

[9641] vénéneux (vénéneuse)
¤£ ¡¢形 有毒の (植物や食べ物が)

[9642] champignon vénéneux
¤£ ¡¢連 毒キノコ

[9643] vengeance
¤£ ¡¢女 復讐・報復

[9644] vengeance divine
¤£ ¡¢連 天罰 (= vengeance céleste)

[9645] venger
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 の仇討ちを果たす・敵を
取る

[9646] se venger de
¤£ ¡¢連 ～に対して仕返しをする・～に
関する仕返しをする

[9647] venimeux (venimeuse)
¤£ ¡¢形 有毒の (動物が)

[9648] serpent venimeux
¤£ ¡¢連 毒蛇

[9649] venin
¤£ ¡¢男 毒 (動物の)・毒液・悪意・恨
み・憎悪
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[9563] vaisseau marchand
¤£ ¡¢連 商船

[9564] vaisseau amiral
¤£ ¡¢連 旗艦

[9565] vaisseau fantôme
¤£ ¡¢連 幽霊船

[9566] capitaine de vaisseau
¤£ ¡¢連 海軍大佐

[9567] lieutenant de vaisseau
¤£ ¡¢連 海軍大尉

[9568] vaisseau spatial
¤£ ¡¢連 宇宙船 (= vaisseau cosmique)

[9569] vaisselle
¤£ ¡¢女 食器 [集合的に]・食器洗い

[9570] faire la vaisselle
¤£ ¡¢連 皿洗いをする

[9571] valable
¤£ ¡¢形 有効な・通用する・もっともな・
正当な・法的効力のある・正規の・
有資格の・立派な・価値ある

[9572] valet
¤£ ¡¢男 下男・召使い・雇い人・卑屈に
盲従する人・トランプのジャック

[9573] valeur
¤£ ¡¢女 価値・値打ち・価格・能力・資
質・才能・有価証券・効果・[複数
形で] 価値基準

[9574] valeur marchande
¤£ ¡¢連 商品価値

[9575] valeur nominale
¤£ ¡¢連 額面価格

[9576] Bourse des valeurs
¤£ ¡¢連 証券取引所

[9577] valeur mobilière
¤£ ¡¢連 有価証券

[9578] valeur moyenne
¤£ ¡¢連 平均値

[9579] attacher de la valeur à
¤£ ¡¢連 ～を尊重する・重視する (=

accorder de la valeur à)

[9580] valise
¤£ ¡¢女 スーツケース・旅行鞄

[9581] faire sa valise
¤£ ¡¢連 スーツケースに荷物を詰め
る・出発の準備をする (= faire ses

valises)

[9582] vallée
¤£ ¡¢女 谷・山間・流域 (大河の)

[9583] valoir
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢属詞 の価値 (値段・値打ち)が
ある・

¤£ ¡¢属詞 に匹敵する

[9584] il vaut mieux
¤£ ¡¢連 [+ inf / que subj]～する方が良
い (=Mieux vaut)

[9585] ne rien valoir
¤£ ¡¢連 何の価値もない・[à / pour、に
とって]有害である

[9586] valoir la peine
¤£ ¡¢連 [+ de inf / que subj]～するに
値する
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[9587] se valoir
¤£ ¡¢動 [複数の主語が]同等である・互
角である

[9588] valse
¤£ ¡¢女 ワルツ・円舞曲・頻繁な交代・
めまぐるしい変化

[9589] valser
¤£ ¡¢動 ワルツを踊る・回る・めまぐる
しく変わる

[9590] vanité
¤£ ¡¢女 虚栄心・うぬぼれ・見栄・むな
しさ・無益・無意味

[9591] vaniteux (vaniteuse)
¤£ ¡¢形 うぬぼれた・虚栄心の強い・

¤£ ¡¢名
自惚れ屋・虚栄心の強い人

[9592] vantard
¤£ ¡¢形 自慢ばかりする・ほら吹きの

¤£ ¡¢名
自慢屋・ほら吹き

[9593] vantardise
¤£ ¡¢女 自慢癖・自慢話・法螺・はった
り

[9594] vanter
¤£ ¡¢動 褒めそやす・大いに讃える

[9595] se vanter
¤£ ¡¢動 自慢する・ほらを浮く

[9596] se vanter de
¤£ ¡¢連 [+ qch / inf]～できると (～した
と) 自慢する

[9597] vapeur
¤£ ¡¢女 湯気・水蒸気・蒸気・もや・霧・

[9598] cuire à la vapeur
¤£ ¡¢連 蒸す・ふかす

[9599] machine à vapeur
¤£ ¡¢連 蒸気機関

[9600] locomotive à vapeur
¤£ ¡¢連 蒸気機関車

[9601] variable
¤£ ¡¢形 変わりやすい・不安定な・変動
する・可変の・変更可能な・[複数名
詞とともに] 様々に異なる

[9602] variation
¤£ ¡¢女 変化・変動・変遷・変奏・変奏
曲

¤£ ¡¢複 ・変異 (生物)

[9603] varié
¤£ ¡¢形 変化に富んだ・多彩な・[複数
形で] 様々な・種々の

[9604] varier
¤£ ¡¢動 変わる・変化する・異なる・態
度や意見を変える・変化を付ける・
多彩にする

[9605] variété
¤£ ¡¢女 多様性・変化に富むこと・変種・
品種・

¤£ ¡¢複 バラエティショー・軽音
楽

[9606] vase
¤£ ¡¢男 花瓶・壷・尿瓶 (しびん)

[9607] vase
¤£ ¡¢女 泥 (水底に沈殿した)
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[9608] vaste
¤£ ¡¢形 広い・広大な・大規模な・遠大
な・広範囲にわたる・膨大な・ゆっ
たりとした

[9609] veau
¤£ ¡¢男 子牛・(生後一年まで)・子牛肉・
子牛皮革・のろま・薄のろ

[9610] veau marin
¤£ ¡¢連 アザラシ (= phoque)

[9611] vedette
¤£ ¡¢女 スター・人気俳優・人気歌手・
花形・話題の人・モーターボート・
[名詞の後で同格的に]目立つ・主要
な

[9612] article vedette
¤£ ¡¢連 トップ記事

[9613] mot vedette
¤£ ¡¢連 辞書の見出し語 (= terme

vedette)

[9614] végétal (végétale, végétaux)
¤£ ¡¢形 植物の・植物性の・[

¤£ ¡¢男 ][多く
複数形] 植物

[9615] huile végétale
¤£ ¡¢連 植物性油

[9616] terre végétale
¤£ ¡¢連 腐植土 (= humus)

[9617] règne végétal
¤£ ¡¢連 植物界 (<=> règne animal,

règne minéral)

[9618] végétation
¤£ ¡¢女 植生 (ある地域の)・植物群落・
植物 [集合的]・扁桃腺肥大

[9619] véhicule
¤£ ¡¢男 乗り物・運搬手段・自動車・車
両・媒介物・伝達手段

[9620] veille
¤£ ¡¢女 前日・前日に・徹夜・夜更かし・
寝ずの番・夜警・監視・警戒・覚醒
状態

[9621] la veille de Noël
¤£ ¡¢連 クリスマスイブ

[9622] veillée
¤£ ¡¢女 夕食後の団らん・夜の集い・徹
夜の看病・通夜

[9623] veillée funèbre
¤£ ¡¢連 通夜 (= veillée mortuaire)

[9624] veiller
¤£ ¡¢動 夜更かしする・徹夜する

[9625] veiller à
¤£ ¡¢連 [+ qch / inf / ce que subj]～す
るように気を配る・留意する

[9626] veiller sur
¤£ ¡¢連 ～を注意深く見守る

[9627] veilleur
¤£ ¡¢男 夜警・歩哨・監視兵
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[9725] vert
¤£ ¡¢形 緑の・グリーンの・熟していな
い・生の・青春の・[

¤£ ¡¢男 ]緑・青葉・
青草・牧草地・青信号・

¤£ ¡¢複 エコロ
ジスト

[9726] billet vert
¤£ ¡¢連 ドル紙幣

[9727] vertébral (vertébrale,

vertébraux)

¤£ ¡¢形 脊椎の

[9728] vertèbre
¤£ ¡¢女 脊椎

[9729] vertical
¤£ ¡¢形 垂直の・鉛直の・縦の・階級制
の・上意下達の

[9730] ligne verticale
¤£ ¡¢連 垂線 (= droite verticale)

[9731] vertige
¤£ ¡¢男 めまい・目のくらみ・眩暈・眩
惑

[9732] vertigineux
¤£ ¡¢形 目が回るほどの・すさまじい

[9733] vertu
¤£ ¡¢女 美徳・美点・徳・貞淑・貞操・
効力・霊験

[9734] veste
¤£ ¡¢女 上着・ジャケット

[9735] vestiaire
¤£ ¡¢男 クローク・携帯品預かり所・ク
ロークに預けた品 [集合的]・更衣室
[多く複数形]・個人用ロッカー・洋
服ダンス

[9736] vestibule
¤£ ¡¢男 玄関・玄関ホール

[9737] veston
¤£ ¡¢男 上着

[9738] vêtement
¤£ ¡¢男 衣服

¤£ ¡¢複 ・一着の服・アパレル
業界 [単数定冠詞付き]

[9739] vêtements de travail
¤£ ¡¢連 仕事着

[9740] vêtements de sport
¤£ ¡¢連 スポーツウェア

[9741] vétérinaire
¤£ ¡¢名 獣医・

¤£ ¡¢形 獣医の
[9742] clinique vétérinaire

¤£ ¡¢連 動物病院

[9743] se vêtir
¤£ ¡¢動 服を着る

[9744] être bien vêtu
¤£ ¡¢連 良い身なりをしている

[9745] être mal vêtu
¤£ ¡¢連 粗末な身なりをしている

[9746] veuf (veuve)
¤£ ¡¢形 配偶者をなくした・

¤£ ¡¢名 男やも
め・未亡人

[9747] vexer
¤£ ¡¢動 気を悪くさせる・自尊心を傷つ
ける
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[9650] vent
¤£ ¡¢男 風・大気・方位・風潮・流行・
はやり・空疎なこと・空約束・うそ

[9651] vent solaire
¤£ ¡¢連 太陽風

[9652] dans le vent
¤£ ¡¢連 時流 (流行) にのった

[9653] Le vent tourne.
¤£ ¡¢連 風向きが変わる・情勢が一変す
る

[9654] vente
¤£ ¡¢女 販売・売却・売れ行き・売り上
げ・競売・競売会

[9655] vente par correspon-

dance

¤£ ¡¢連 通信販売

[9656] vente à domicile
¤£ ¡¢連 訪問販売

[9657] vente en gros
¤£ ¡¢連 卸売り

[9658] vente au détail
¤£ ¡¢連 小売り

[9659] vente au comptant
¤£ ¡¢連 現金販売

[9660] vente à crédit
¤£ ¡¢連 信用販売

[9661] vente à tempérament
¤£ ¡¢連 割賦販売

[9662] point de vente
¤£ ¡¢連 販売店

[9663] vente promotionnelle
¤£ ¡¢連 大売り出し・特売

[9664] vente publique aux

enchères

¤£ ¡¢連 公売・競売

[9665] vente par adjudication

[/adZydikasjÕ]

¤£ ¡¢連 入札競売

[9666] hôtel des ventes
¤£ ¡¢連 競売会場

[9667] en vente
¤£ ¡¢連 発売中の・売りに出された

[9668] maison en vente
¤£ ¡¢連 売り家

[9669] ventilateur
¤£ ¡¢男 扇風機・送風機・換気装置・換
気扇

[9670] ventiler
¤£ ¡¢動 換気する・通風をよくする・グ
ループ分けする・振り分ける・項目
別評価する・明細を出す

[9671] ventouse
¤£ ¡¢女 吸盤 (ゴム製の・蛸などの)

[9672] ventre
¤£ ¡¢男 腹・胃袋・胎内・気力・能力・
意図・膨らんだ部分・膨らみ

[9673] avoir du ventre
¤£ ¡¢連 腹が出ている

[9674] à plat ventre
¤£ ¡¢連 腹這いになって・うつぶせに・
ぺこぺこして

[9675] ventriloque
¤£ ¡¢名 腹話術師・

¤£ ¡¢形 腹話術ができる
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[9676] venue
¤£ ¡¢女 来ること・到来・到着

[9677] ver
¤£ ¡¢男 ミミズ・虫 (ウジ・回虫・幼虫
などの)

[9678] ver à soie
¤£ ¡¢連 蚕

[9679] ver luisant
¤£ ¡¢連 蛍

[9680] verbal (verbale, verbaux)
¤£ ¡¢男 口頭の・口述の・言葉の・言葉
だけの・動詞の (<=> écrit)

[9681] rapport verbal
¤£ ¡¢連 口頭発表

[9682] verbe
¤£ ¡¢男 動詞・声の調子・口調・表現・
言葉・ロゴス

[9683] verbe transitif
¤£ ¡¢連 他動詞

[9684] verbe intransitif
¤£ ¡¢連 自動詞

[9685] verbe pronominal
¤£ ¡¢連 代名動詞

[9686] verbe auxiliaire
¤£ ¡¢連 助動詞

[9687] verbe régulier
¤£ ¡¢連 規則動詞

[9688] verbe irrégulier
¤£ ¡¢連 不規則動詞

[9689] verdoyant
¤£ ¡¢形 緑に覆われた・青々とした

[9690] verdure
¤£ ¡¢女 緑の草木・草木の緑・生野菜・
サラダ類

[9691] verger
¤£ ¡¢男 果樹園

[9692] verglacé
¤£ ¡¢形 表面が凍った (路面などの)

[9693] verglas
¤£ ¡¢男 雨氷 (雨が地表で凍結したもの)

[9694] vérification
¤£ ¡¢女 検査・点検・審査・実証・立証・
確認

[9695] vérifier
¤£ ¡¢動 確かめる・確認する・点検する・
検査する・実証する・立証する

[9696] véritable
¤£ ¡¢形 本当の・実際の・現実の・真の・
本物の・[名詞の前で] 全くの・まぎ
れもない

[9697] véritablement
¤£ ¡¢副 本当に・実際・真に

[9698] vérité
¤£ ¡¢女 真実・事実・本当のこと・真理・
真・実態・実相・現実・迫真性・真
実味・リアルさ・誠実さ

[9699] dire la vérité
¤£ ¡¢連 本当のことを言う

[9700] trahir la vérité
¤£ ¡¢連 真実をばらす

[9701] cacher la vérité
¤£ ¡¢連 事実を隠す
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[9702] vernir
¤£ ¡¢動 ニスを塗る・釉薬 (うわぐすり)

をかける

[9703] vernis
¤£ ¡¢男 ニス・ワニス・釉薬 (うわぐす
り)・エナメル・見てくれの良さ・う
わべだけの知識

[9704] verre
¤£ ¡¢男 ガラス・グラス・コップ・レン
ズ・[複数で] メガネ

[9705] verre dépoli
¤£ ¡¢連 すりガラス・曇りガラス

[9706] verre armé
¤£ ¡¢連 網入りガラス

[9707] verre trempé
¤£ ¡¢連 強化ガラス

[9708] fibre de verre
¤£ ¡¢連 グラスファイバー

[9709] laine de verre
¤£ ¡¢連 グラスウール

[9710] verre concave
¤£ ¡¢連 凹レンズ

[9711] verre convexe
¤£ ¡¢連 凸レンズ

[9712] verre de contact
¤£ ¡¢連 コンタクトレンズ

[9713] verres fumés
¤£ ¡¢連 サングラス

[9714] verrou (verrous)
¤£ ¡¢男 差し錠・掛け金・かんぬき・障
害

[9715] verrouiller
¤£ ¡¢動 差し錠をかける・ロックする (装
置などを)・閉じ込める・監禁する・
封鎖する

[9716] vers
¤£ ¡¢男 詩句・詩の一行・韻文・[複数
形で] 詩 (<=> prose(散文))

[9717] vers réguliers
¤£ ¡¢連 定型詩

[9718] vers libres
¤£ ¡¢連 自由詩

[9719] versant
¤£ ¡¢男 斜面・傾斜面・側面 (物事の)

[9720] versement
¤£ ¡¢男 払い込み・支払い・支払額

[9721] verser
¤£ ¡¢動 注ぐ・流し込む・払い込む・支
払う・流す (血や涙を)・まき散らす・
倒す・ひっくり返す・横転する・陥る

[9722] verser des arrhes
¤£ ¡¢連 予約金を支払う

[9723] version
¤£ ¡¢女 翻訳・版・異本・バージョン・
報告・異説・解釈

[9724] verso
¤£ ¡¢男 紙の裏面 (<=> recto)
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[9827] violoniste
¤£ ¡¢名 バイオリニスト・バイオリン奏
者

[9828] vipère
¤£ ¡¢女 クサリヘビ (マムシの類)・腹黒
い人・意地悪な人

[9829] virage
¤£ ¡¢男 カーブ・コーナー・方向転換・
急転換・ターン (スキー)

[9830] virer
¤£ ¡¢動 カーブを切る・曲がる・回る・
回転する・旋回する・変質する

[9831] virgule
¤£ ¡¢女 コンマ

[9832] virgule flottante
¤£ ¡¢連 浮動小数点

[9833] virus [virys]
¤£ ¡¢男 ウィルス・コンピューターウィ
ルス・(流行などの) 熱病・害毒

[9834] virus de la grippe [virys]
¤£ ¡¢連 インフルエンザウィルス

[9835] visage
¤£ ¡¢男 顔・顔つき・顔色・人・相貌・
様相・姿

[9836] avoir bon visage
¤£ ¡¢連 顔色が良い

[9837] changer de visage
¤£ ¡¢連 顔色を変える

[9838] nouveau visage
¤£ ¡¢連 新顔

[9839] visage connu
¤£ ¡¢連 顔見知り (<=> visage inconnu)

[9840] vis-à-vis
¤£ ¡¢副 向かい合って・[

¤£ ¡¢男 ] 対座・向
かい合い・向かいの人 (もの)

[9841] vis-à-vis de
¤£ ¡¢連 ～と向かい合って・～の正面
に・～に対して・～に関して・～と
比べて・～から見れば

[9842] viser
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 に狙いを定める・狙う・
目指す・対象とする

[9843] viseur
¤£ ¡¢男 カメラのファインダー・鉄砲の
照準器

[9844] visibilité
¤£ ¡¢女 視界・可視性・目に見えること・
見通し

[9845] visibilité nulle
¤£ ¡¢連 視界ゼロ

[9846] pilotage sans visibilité
¤£ ¡¢連 計器飛行・無視界飛行

[9847] virage sans visibilité
¤£ ¡¢連 見通しの利かないカーブ

[9848] visible
¤£ ¡¢形 目に見える・可視の・目につく・
目立つ・明らかな・見るに耐える・
面会できる

[9849] visible à l’œil nu
¤£ ¡¢連 肉眼で見える
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[9748] être vexé de
¤£ ¡¢連 ～[inf / / que subj] で気を悪く
している

[9749] se vexer
¤£ ¡¢動 気を悪くする

[9750] viande
¤£ ¡¢女 肉・肉料理

[9751] vibration
¤£ ¡¢女 振動・震え

[9752] vibrations lumineuses
¤£ ¡¢連 光の振動

[9753] vibrations sonores
¤£ ¡¢連 音の振動

[9754] vicaire
¤£ ¡¢男 助任司祭 (主任司祭は curé)

[9755] vicaire de Dieu
¤£ ¡¢連 教皇 (= vicaire de Dieu de saint

Pierre)

[9756] vice
¤£ ¡¢男 悪徳・悪習・悪癖・背徳・性的
倒錯・変態性欲・欠陥・不備

[9757] vice-président (vice-

présidente)

¤£ ¡¢名 副大統領・副会長・副議長

[9758] victime
¤£ ¡¢女 死傷者 (事故・災害・戦争の)・
罹災者・犠牲者・被害者

[9759] être victime de
¤£ ¡¢連 ～の被害者となる

[9760] victoire
¤£ ¡¢女 勝利

[9761] remporter une belle vic-

toire

¤£ ¡¢連 見事な勝利を収める

[9762] victorieux (victorieuse)
¤£ ¡¢形 勝利を得た

[9763] vidange
¤£ ¡¢女 エンジンオイルの交換・汲み取
り (し尿)・排水・排水装置・

¤£ ¡¢複 し
尿・下肥 (しもごえ)

[9764] vide
¤£ ¡¢形 空の・何も入っていない・空い
ている・空疎な・空虚な

[9765] espace vide
¤£ ¡¢連 空間

[9766] vide
¤£ ¡¢男 空間・空・虚空・すきま・空白・
真空・空虚・虚無感・むなしさ

[9767] vide absolu
¤£ ¡¢連 真空

[9768] vide-ordures
¤£ ¡¢男 ダストシュート

[9769] vider
¤£ ¡¢動 空にする・空ける・

¤£ ¡¢直目 (容器
の中身) を捨てる・はらわたを抜く

[9770] vider de
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 (容器・場所) から～を取
り除く

[9771] se vider
¤£ ¡¢動 空になる・[de, が] なくなる・
(汚水などが) 流れ出る・排出される
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[9772] vie
¤£ ¡¢女 生命・命・活気・生涯・一生・
人生・生活・生活費

[9773] lutte pour la vie
¤£ ¡¢連 生存競争

[9774] assurance sur la vie
¤£ ¡¢連 生命保険 (= assurance-vie)

[9775] moyenne de vie
¤£ ¡¢連 平均寿命 (= vie moyenne)

[9776] espérance de vie
¤£ ¡¢連 平均余命

[9777] mode de vie
¤£ ¡¢連 生活様式 (= style de vie)

[9778] train de vie
¤£ ¡¢連 暮らしぶり

[9779] vieillard
¤£ ¡¢男 老人 (男)・

¤£ ¡¢複 老人 (男女) (<=>

vieille(女性の老人))

[9780] vieillesse
¤£ ¡¢女 老年・老年期・老い・老化・老
朽化 [集合的に] 老人・高齢者

[9781] vieillir
¤£ ¡¢動 年をとる・老け込む・古くなる・
老けさせる (服装などが人を)

[9782] vierge
¤£ ¡¢形 処女の・未使用の・無垢の・

¤£ ¡¢女
処女

[9783] Sainte Vierge
¤£ ¡¢連 聖処女・聖母マリア (= Vierge,

Vierge Marie)

[9784] vieux (vieil, vieux, vieille,

vielles)

¤£ ¡¢形 年老いた・老けた・年上の・古
くからの・古い・古びた

[9785] vieil ami
¤£ ¡¢連 旧友・昔からの友人

[9786] ami vieux
¤£ ¡¢連 年老いた友達・老友

[9787] vif
¤£ ¡¢形 活発な・生き生きとした・激し
い・怒りっぽい・厳しい・鮮やかな・
強烈な・厳しい (寒さなどが)

[9788] de vive voix
¤£ ¡¢連 口頭で

[9789] être brûlé vif
¤£ ¡¢連 焼け死ぬ・火あぶりにされる

[9790] vigilance
¤£ ¡¢女 警戒・用心

[9791] vigilant
¤£ ¡¢形 用心深い・警戒怠りない

[9792] vigne
¤£ ¡¢女 ブドウの木・ブドウ畑・ブドウ
園

[9793] vigneron (vigneronne)
¤£ ¡¢名 ブドウ栽培者

[9794] vignette
¤£ ¡¢女 自動車納税済証・シール (タバ
コ・薬品などの商標を示す)・漫画の
コマ・便せんなどの装飾模様

[9795] vignoble
¤£ ¡¢男 ブドウ畑・ブドウ園
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[9796] vigoureusement
¤£ ¡¢副 激しく・力を込めて・元気よく・
くっきりと・鮮明に

[9797] vigoureux (vigoureuse)
¤£ ¡¢形 たくましい・頑健な

[9798] vigueur
¤£ ¡¢女 体力・精力

[9799] vilain
¤£ ¡¢形 聞き分けのない (子供が)・いや
な (天気が)・醜い・見苦しい・下劣
な・卑しい

[9800] villa
¤£ ¡¢女 別荘・庭付きの邸宅

[9801] village
¤£ ¡¢男 村・田舎・[集合的に] 村人

[9802] villageois
¤£ ¡¢名 村民・村人・

¤£ ¡¢形 村の・村民の
[9803] ville

¤£ ¡¢女 都市・都会・町村 (行政上の)・
都会・[集合的に]市民・町民

[9804] en ville
¤£ ¡¢連 街で・都心で

[9805] dîner en ville
¤£ ¡¢連 外で夕食をする・外食する

[9806] hôtel de ville
¤£ ¡¢連 市役所

[9807] ville haute
¤£ ¡¢連 山の手

[9808] ville basse
¤£ ¡¢連 下町

[9809] ville nouvelle
¤£ ¡¢連 ニュータウン

[9810] vin
¤£ ¡¢動 ワイン・葡萄酒

[9811] vin rouge
¤£ ¡¢連 赤ワイン

[9812] vin blanc
¤£ ¡¢連 白ワイン

[9813] vin rosé
¤£ ¡¢連 ロゼワイン

[9814] vin mousseux
¤£ ¡¢連 スパークリングワイン

[9815] vinaigre
¤£ ¡¢男 酢

[9816] vinaigrette
¤£ ¡¢女 フレンチドレッシング

[9817] violemment
¤£ ¡¢副 激しく・力強く・熱烈に

[9818] violence
¤£ ¡¢女 暴力・力・激しさ・荒々しさ・
[多く複数形] 暴行・暴言

[9819] violent
¤£ ¡¢形 乱暴な・粗暴な・激しい・強烈
な・激しい (消耗が)

[9820] remède violent
¤£ ¡¢連 劇薬

[9821] mort violente
¤£ ¡¢連 非業の死・横死

[9822] violet
¤£ ¡¢形 紫色の・[

¤£ ¡¢男 ]紫色

[9823] violette
¤£ ¡¢女 スミレの花・スミレ

[9824] violon
¤£ ¡¢男 バイオリン

[9825] violoncelle
¤£ ¡¢男 チェロ

[9826] violoncelliste
¤£ ¡¢名 チェリスト・チェロ奏者
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[9920] voir bien
¤£ ¡¢連 目が良い (<=> voir mal)

[9921] voir mal
¤£ ¡¢連 目が悪い (<=> voir bien)

[9922] faire voir
¤£ ¡¢連 見せる・示す

[9923] laisser voir
¤£ ¡¢連 ～を隠さずに見せる・露にする

[9924] n’avoir rien à voir avec
¤£ ¡¢連 ～と全く関係がない (= n’avoir

rien à voir dans)

[9925] tu vois
¤£ ¡¢連 ね・いいかい (= vois-tu, vous

voyez, voyez-vous)

[9926] voyons
¤£ ¡¢連 おい・こら・さあ (たしなめ・非
難・不満を表す)

[9927] se voir
¤£ ¡¢動 目につく (物が)・互いに会う・
付き合う・自分の姿を見る

[9928] ça se voit.
¤£ ¡¢連 それは見ればわかる・一目瞭然
だ

[9929] voisin
¤£ ¡¢形 隣の・近隣の・[de、に]近い・
似通った・似た

[9930] voisin
¤£ ¡¢名 近所の人・隣人・隣国の人・隣
国・他人

[9931] voisinage
¤£ ¡¢男 近所の人々・隣人関係・近所・
近接していること・時間的に近いこ
と

[9932] voiture
¤£ ¡¢女 車・自動車・乗用車・列車の客
車・車両・馬車・～車

[9933] conduire une voiture
¤£ ¡¢連 自動車を運転する

[9934] faire de la voiture
¤£ ¡¢連 ドライブする

[9935] voiture particulière
¤£ ¡¢連 自家用車

[9936] voiture d’enfant
¤£ ¡¢連 乳母車

[9937] voiture d’infirme
¤£ ¡¢連 車椅子

[9938] voix
¤£ ¡¢女 声・歌声・声部・パート・声の
主・歌手・音・響き・選挙の票・投
票権・発言権・態 (文法)

[9939] à voix haute
¤£ ¡¢連 よく聞こえる大きな声で (= à

haute voix)

[9940] voix active
¤£ ¡¢連 能動態

[9941] voix passive
¤£ ¡¢連 受動態

[9942] avoir de la voix
¤£ ¡¢連 声が良く通る・良い喉をしてい
る
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[9850] visiblement
¤£ ¡¢副 目に見えて・明らかに

[9851] visière
¤£ ¡¢女 帽子のつば・サンバイザー・兜
の面頬 (めんほお)・ヘルメットのバ
イザー

[9852] vision
¤£ ¡¢女 視界・視力・見ること・見た光
景・物の見方・ビジョン・幻覚・幻
影

[9853] organe de la vision
¤£ ¡¢連 視覚器官

[9854] champ de vision
¤£ ¡¢連 視界

[9855] vision du monde
¤£ ¡¢連 世界観

[9856] visionneuse
¤£ ¡¢女 ビューワー (映画編集やスライ
ドの)

[9857] visite
¤£ ¡¢女 訪問・訪問客・見物・見学・診
察・検診・検査・点検・視察・面会・
見舞い

[9858] carte de visite
¤£ ¡¢連 名刺

[9859] visite de douane
¤£ ¡¢連 税関検査

[9860] visite domiciliaire
¤£ ¡¢連 家宅捜索

[9861] heures de visite
¤£ ¡¢連 面会時間

[9862] visiter
¤£ ¡¢動 訪れる・見物する・検分する・
慰問する・検査する・調べる

[9863] visiteur
¤£ ¡¢名 訪問客・客・見学者・観光客・
見舞い人・面会人・検査官・戸別訪
問者

[9864] visiteuse sociale
¤£ ¡¢連 (社会福祉事業の) 女性家庭訪
問員

[9865] visser
¤£ ¡¢動 ねじで固定する・回して締める
(蛇口や瓶の蓋を)・締め上げる (人
を)・厳しく扱う

[9866] vital (vitale, vitaux)
¤£ ¡¢形 生命の・生活に不可欠な・最も
重要な・生死に関わる

[9867] force vitale
¤£ ¡¢連 生命力

[9868] réaction vitale
¤£ ¡¢連 生命反応

[9869] espace vital
¤£ ¡¢連 生活空間

[9870] vitamine
¤£ ¡¢女 ビタミン

[9871] vitamine C
¤£ ¡¢連 ビタミン C
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[9872] vite
¤£ ¡¢副 速く・素早く・急いで・間もな
く・すぐに

[9873] vitesse
¤£ ¡¢女 速度・速力・高速・変速ギア
(自動車などの)

[9874] course de vitesse
¤£ ¡¢連 短距離走 (<=> course de fond)

[9875] compteur de vitesse
¤£ ¡¢連 速度計

[9876] limitation de vitesse
¤£ ¡¢連 制限速度

[9877] à toute vitesse
¤£ ¡¢連 全速力で・大急ぎで (= à pleine

vitesse)

[9878] en vitesse
¤£ ¡¢連 急いで・さっさと

[9879] vitrail
¤£ ¡¢男 ステンドグラス・ステンドグラ
ス製造法 (vitraux)

[9880] vitre
¤£ ¡¢女 窓ガラス・板ガラス

[9881] faire les vitres
¤£ ¡¢連 窓ふきをする (= laver les vitres)

[9882] vitré
¤£ ¡¢形 ガラスのはまった

[9883] vitrier
¤£ ¡¢男 ガラス屋・ガラス張り職人

[9884] vitrine
¤£ ¡¢女 ショーウィンドウ・陳列場・ガ
ラスケース・ショーケース

[9885] lécher les vitrines
¤£ ¡¢連 ウィンドーショッピングをする

[9886] vivacité
¤£ ¡¢女 活発さ・素早さ・激しさ・かっ
となること・鮮やかさ・強烈さ・空
気の冷たさ

[9887] vivant
¤£ ¡¢形 生きている・生き生きとした・
活発な・生き写しの・[

¤£ ¡¢男 ] 生者

[9888] matière vivante
¤£ ¡¢連 有機物

[9889] êtres vivants
¤£ ¡¢連 生物

[9890] preuve vivante
¤£ ¡¢連 生証人

[9891] vivement
¤£ ¡¢副 さっさと・素早く・激しく・語気
荒く・痛切に・心底から

[9892] Vivement dimanche !
¤£ ¡¢副 早く日曜日になれ！

[9893] vivre
¤£ ¡¢動 生きる・暮らす・生活する・食
べて行く・生計を立てる・存続する

[9894] vivre longtemps
¤£ ¡¢連 長生きする (vivre vieux)

[9895] vivre bien
¤£ ¡¢連 暮らし向きが良い (<=> vivre

mal)

[9896] vivre mal
¤£ ¡¢連 暮らし向きが悪い (<=> vivre

bien)
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[9897] avoir de quoi vivre
¤£ ¡¢連 食べてゆくだけの物はある

[9898] être facile à vivre
¤£ ¡¢連 (主語が) 取っ付きやすい・付
き合いやすい (<=> être difficile à

vivre)

[9899] être difficile à vivre
¤£ ¡¢連 (主語が) 取っ付きにくい・付き
合いにくい (<=> être facile à vivre)

[9900] vocabulaire
¤£ ¡¢男 語彙・用語・ボキャブラリー・
基本語辞典・専門用語辞典・言葉遣
い・専門用語

[9901] vocal (vocale, vocaux)
¤£ ¡¢形 声の・声を出す

[9902] organe vocal
¤£ ¡¢連 発声器官

[9903] corde vocale
¤£ ¡¢連 声帯

[9904] vocalise
¤£ ¡¢女 母音唱法・ヴォカリーズ

[9905] vœu (vœux)
¤£ ¡¢男 願い・願望・誓い・誓願・決意・
勧告・要望・

¤£ ¡¢複 祝意
[9906] vogue

¤£ ¡¢女 人気・流行

[9907] voie
¤£ ¡¢女 交通路・交通手段・道路・道・
街道・車線・線路・番線 (駅)・管 (解
剖)・手段・方法・措置

[9908] voie de mer
¤£ ¡¢連 海路

[9909] voie de terre
¤£ ¡¢連 陸路

[9910] par la voie diplomatique
¤£ ¡¢連 外交筋を通して

[9911] En voilà assez !
¤£ ¡¢連 もうたくさんだ・これ以上は我
慢できない

[9912] Voilà tout.
¤£ ¡¢連 それだけだ・それだけのことだ

[9913] voile
¤£ ¡¢男 ベール・キャップ (看護婦がか
ぶる)・覆い隠すもの・薄い布地

[9914] voile
¤£ ¡¢女 帆・ヨット・帆船・帆走・ヨッ
ト操縦

[9915] hisser les voiles
¤£ ¡¢連 帆を揚げる (= larguer les voiles)

[9916] voilé
¤£ ¡¢形 ベールをかぶった・覆いを掛け
られた・覆い隠された・婉曲な・曇っ
た・ぼやけた

[9917] voiler
¤£ ¡¢動 覆い隠す・ぼやけさせる

[9918] voilier
¤£ ¡¢男 ヨット・帆船

[9919] voir
¤£ ¡¢動 見る・会う・理解する・検討す
る
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[10010] histoire vraie
¤£ ¡¢連 本当の話・実話

[10011] à vrai dire
¤£ ¡¢連 実を言えば

[10012] vraiment
¤£ ¡¢副 本当に・実際に・まさしく

[10013] vraisemblable
¤£ ¡¢形 本当らしい・ありそうな・もっ
ともらしい

[10014] vraisemblablement
¤£ ¡¢副 多分・おそらく

[10015] vraisemblance
¤£ ¡¢女 本当らしさ・真実み・ありそう
な

[10016] vrille [vrij]
¤£ ¡¢女 ネジ錐・ブドウの巻きひげ

[10017] vue
¤£ ¡¢女 視覚・視力・目・見ること・眺
め・景観・写真・絵・絵はがき・見
解・見方

[10018] perdre la vue
¤£ ¡¢連 失明する

[10019] organes de la vue
¤£ ¡¢連 視覚器官

[10020] avoir une bonne vue
¤£ ¡¢連 視力が良い (<=> avoir une

mauvaise vue)

[10021] avoir une mauvaise vue
¤£ ¡¢連 視力が悪い (<=> avoir une

bonne vue)

[10022] vue basse
¤£ ¡¢連 近視 (<=> vue courte)

[10023] hors de vue
¤£ ¡¢連 視野の外に (で)

[10024] à perte de vue
¤£ ¡¢連 見渡す限り・果てしなく

[10025] à première vue
¤£ ¡¢連 一見したところ・最初見た限り
では

[10026] à vue d’œil
¤£ ¡¢連 目分量で・目測で・目に見え
て・見る見るうちに

[10027] connaître de vue
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 (人) を顔だけは知ってい
る・面識がある・面識だけある

[10028] en vue
¤£ ¡¢連 見える・目立つ・有名な・注目
される

[10029] perdre de vue
¤£ ¡¢連 ¤£ ¡¢直目 (人) と会わなくなる・疎
遠になる・見失う・見落とす・忘れ
る

[10030] point de vue
¤£ ¡¢連 視点・観点・見地・見解

[10031] vulgaire
¤£ ¡¢形 下品な・低俗な・俗悪な・通俗
の・一般に広まっている・並の・普
通の・[名詞の前] ありきたりの・た
だの
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[9943] de vive voix
¤£ ¡¢連 口頭で・じかに

[9944] vol
¤£ ¡¢男 飛翔・飛行・飛翔する群れ・飛
翔距離・フライト・飛行便

[9945] vol
¤£ ¡¢男 盗み・窃盗・暴利・詐取・盗品

[9946] vol à l’étalage
¤£ ¡¢連 万引き

[9947] vol à main armée
¤£ ¡¢連 強盗

[9948] volaille
¤£ ¡¢女 家禽・鶏

[9949] volant
¤£ ¡¢男 ハンドル・バドミントンの羽根・
小切手から切り離す本紙・弾み車・
調整器

[9950] volant
¤£ ¡¢形 飛ぶ・飛べる・移動する・可動
の

[9951] poisson volant
¤£ ¡¢連 トビウオ

[9952] écureuil volant
¤£ ¡¢連 ムササビ・モモンガ

[9953] soucoupe volante
¤£ ¡¢連 空飛ぶ円盤

[9954] objet volant non identi-

fié

¤£ ¡¢連 未確認飛行物体・UFO (=

OVNI([Ovni]))

[9955] table volante
¤£ ¡¢連 移動テーブル

[9956] brigade volante
¤£ ¡¢連 遊撃隊

[9957] volcan
¤£ ¡¢男 火山・気性の激しい人・かん
しゃく持ち

[9958] volcan actif
¤£ ¡¢連 活火山 (= volcan en activité)

[9959] volcan éteint
¤£ ¡¢連 死火山

[9960] volcanique
¤£ ¡¢形 火山の・かっとしやすい・激高
する

[9961] région volcanique
¤£ ¡¢連 火山地帯

[9962] éruption volcanique
¤£ ¡¢連 噴火

[9963] volée
¤£ ¡¢女 群れ (飛ぶ鳥や人の)・連打・一
斉射撃・ボレー・飛ぶこと・飛び立
つこと

[9964] voler
¤£ ¡¢動 飛ぶ・飛行する・飛び交う・空
中に舞う・飛んで行く (人が)・急速
に伝わる

[9965] voler
¤£ ¡¢動 ¤£ ¡¢直目 (もの) を

¤£ ¡¢間目 (人) から
盗む・

¤£ ¡¢直目 (人) に盗みを働く
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[9966] volet
¤£ ¡¢男 雨戸・シャッター・折り畳んだ
面 (パンフレットなどの)・局面・段
階・フラップ (飛行機)

[9967] voleur
¤£ ¡¢名 泥棒・暴利をむさぼる人

¤£ ¡¢形 盗
癖のある・暴利をむさぼる

[9968] jouer au gendarme et au

voleur

¤£ ¡¢連 鬼ごっこをする

[9969] volley [vOlE]
¤£ ¡¢男 バレーボール (= volley-ball)

[9970] volontaire
¤£ ¡¢形 故意の・意図した・意志の強
い・頑固な・自発的な・

¤£ ¡¢名 有志・
志願者

[9971] volontairement
¤£ ¡¢副 わざと・故意に・自発的に・自
ら進んで

[9972] volonté
¤£ ¡¢女 意志・意欲・やる気・意向・意
思・[多く複数形] 気まぐれ・わがま
ま

[9973] bonne volonté
¤£ ¡¢連 熱意・やる気・善意 (<=>mau-

vaise volonté)

[9974] mauvaise volonté
¤£ ¡¢連 やる気のなさ・不誠実 (<=>

bonne volonté)

[9975] volontiers
¤£ ¡¢副 喜んで・進んで・好んで・とか
く・えてして・ともすれば

[9976] volt [vOlt]
¤£ ¡¢男 ボルト

[9977] voltiger
¤£ ¡¢動 飛び回る・ひらひらと舞う・曲
乗りをする (乗馬)

[9978] volume
¤£ ¡¢男 巻・分冊・体積・容積・全体量・
音量・かさ・大きさ・立体図形 (幾
何)

[9979] volumineux
¤£ ¡¢形 かさばる・体積の大きい・大部
な・膨大な

[9980] vomir
¤£ ¡¢動 吐く・戻す・吐き出す

[9981] vomissement
¤£ ¡¢男 嘔吐・吐くこと・吐いたもの・
反吐

[9982] votant
¤£ ¡¢名 投票した人・有権者

[9983] vote
¤£ ¡¢男 投票・票・可決・採択

[9984] droit de vote
¤£ ¡¢連 投票権

[9985] bureau de vote
¤£ ¡¢連 投票所
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[9986] bulletin de vote
¤£ ¡¢連 投票用紙

[9987] procéder au vote
¤£ ¡¢連 票決を行う・決をとる

[9988] voter
¤£ ¡¢動 投票する・

¤£ ¡¢直目 を投票で可決
する

[9989] comme tu veux
¤£ ¡¢連 お好きなように

[9990] en vouloir à
¤£ ¡¢連 ～に恨みを抱く

[9991] Je veux bien.
¤£ ¡¢連 はい、よろこんで・いいですよ・
そうですね (皮肉に)

[9992] Que veux-tu ?
¤£ ¡¢連 どうしろと言うんだ・仕方がな
いじゃないか

[9993] sans le vouloir
¤£ ¡¢連 ついうっかり

[9994] si tu veux
¤£ ¡¢連 お望みなら・もしよければ・そ
う言った方が良ければ

[9995] vouloir dire
¤£ ¡¢連 意味する

[9996] voûte
¤£ ¡¢女 丸天井・穹窿・ボールト・ドー
ム状のもの

[9997] voyage
¤£ ¡¢男 旅行・旅・往復 (輸送のための)・
麻薬によるトリップ

[9998] partir en voyage
¤£ ¡¢連 旅に出る

[9999] voyage d’affaire
¤£ ¡¢連 出張旅行

[10000] voyage d’information
¤£ ¡¢連 視察旅行

[10001] voyage de noces
¤£ ¡¢連 新婚旅行

[10002] frais de voyage
¤£ ¡¢連 旅費

[10003] voyager
¤£ ¡¢動 旅行する・旅をする・移動する
(乗り物で)・輸送される (物が)

[10004] voyageur
¤£ ¡¢名 乗客 (列車・地下鉄・バスの)・
旅行者・旅行家・探検家・セールス
マン・外交員

[10005] voyant
¤£ ¡¢形 派手な・目立つ・

¤£ ¡¢名 透視能力
者・占い師

[10006] voyant
¤£ ¡¢男 警告灯・表示ランプ・ヘルメッ
トの風防ガラス・点検用窓

[10007] voyelle
¤£ ¡¢女 母音・母音字

[10008] voyou [vwaju]
¤£ ¡¢男 不良少年・ちんぴら・ごろつき

[10009] vrai
¤£ ¡¢形 本当の・真の・真実みのある・
真に迫った・[名刺の前]本物の・正
真正銘の・その名に値する
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[10055] zone tropicale
¤£ ¡¢連 熱帯 (= zone torride, zone

chaude)

[10056] zone tempérée
¤£ ¡¢連 温帯

[10057] zone glaciale
¤£ ¡¢連 寒帯 (= zone poliare)

[10058] zone littorale
¤£ ¡¢連 沿岸地帯

[10059] zoo
¤£ ¡¢男 動物園 (= jardin zoologique)

[10060] aller au zoo
¤£ ¡¢連 動物園に行く

[10061] zut [zyt]
¤£ ¡¢間 ちぇっ・ちくしょう



フランス語単語 10000語 393

[10032] vulgairement
¤£ ¡¢副 下品に・下卑て・俗称で・一般
に

[10033] vulgarité
¤£ ¡¢女 下品・卑俗・下品な行動・無作
法





395

第 23章

WXYZ

[10034] wagon
¤£ ¡¢男 車両・貨車・客車・貨車一台分
の量・大量

[10035] wagon-lit (wagons-lits)
¤£ ¡¢男 個室式の寝台車 (= voiture-lit)

[10036] wagon-restaurant

(wagons-restaurants)

¤£ ¡¢男 食堂車

[10037] water-polo [watErpOlo]
¤£ ¡¢男 水球

[10038] watt
¤£ ¡¢男 ワット (電気)

[10039] W.-C. [vese]
¤£ ¡¢男 [常に複数]便所

[10040] week-end
¤£ ¡¢男 ウィークエンド・週末

[10041] western [wEstErn]
¤£ ¡¢男 西部劇・ウェスタン

[10042] whisky [wiskE] (whiskies)
¤£ ¡¢男 ウィスキー

[10043] xylophone [gzilOfOn; ksi-]
¤£ ¡¢男 木琴・シロフォン

[10044] yacht [jOt]
¤£ ¡¢男 ヨット

[10045] yaourt [’jaurt]
¤£ ¡¢男 ヨーグルト

[10046] zéro
¤£ ¡¢男 ゼロ・零度・零点・無・ゼロ・
無価値な物

[10047] zéro absolu
¤£ ¡¢連 絶対零度

[10048] avoir zéro en
¤£ ¡¢連 ～(科目) で零点を取る (= avoir

un zéro en)

[10049] zigzag
¤£ ¡¢男 ジグザグ

[10050] aller en zigzag
¤£ ¡¢連 ジグザグに進む

[10051] zinc [zẼg]
¤£ ¡¢男 亜鉛・バーやカフェのカウン
ター

[10052] zone
¤£ ¡¢女 地区・区域・地帯・領域

[10053] zone industrielle
¤£ ¡¢連 工業地区

[10054] zone d’habitation
¤£ ¡¢連 住宅地区 (= zone résidentielle)


