
略語：adj. 形容詞 adv. 副詞 conj. 接続詞 exp. 慣用表現 inf. 不定詞 n.m. 男性名詞 n.f. 女性名詞 pl. 複数 pr. 代名詞 prép. 前置詞 v. 動詞
1/1

VOCABULAIRE UTILE POUR L’EXAMEN (2-10102)

addition (n.f.) お勘定、足し算

banc (n.m.) ベンチ、腰掛け

clef / clé (n.f.) 鍵

début (n.m.) 初め、始まり

farceur (n.m.) 冗談好き、いたずら好

き、ほら吹き

filon (n.m.) 鉱脈、宝庫

informatique (n.f.) 情報理論、情報処理、

コンピュータ－

intérieur (n.m.) 内部、内側、中

logiciel (n.m.) ソフトウエア、ソフト

notaire (n.m.) 公証人

pétanque (n.f.) ペタンク

propriétaire (n.m.) 所有者、持主、家主

râleur (n.m.) ぶうぶう言う人、不平

家

signature (n.f.) サイン、署名

complice (adj.) 共犯の、加担している

grave (adj.) 重大な、深刻な

indiscret (-ète) (adj.) 慎みのない、無遠慮な

léger (-ère) (adj.) 軽い、薄い

méchant(e) (adj.) 悪い、意地悪な

pittoresque (adj.) 風変りな、趣のある

râleur (-euse) (adj.) 不平家の

par hasard (adv.) 偶然に

sauf (prép.) ~は別として、~を除

いて、~以外に

approcher (s’) (de) (v.) 近付く

embaucher (v.) 雇う、採用する

fréquenter (v.) 通う、付き合う

goûter (v.) 味わう、味をみる

rejoindre (v.) 追い付く、復帰する、

たどりつく

signer (v.) サインする、署名する

tarder (v.) 遅れる、遅刻する

faire une affaire (exp.) ことにくよくよする

faire la tête (exp.) すねる、ふくれる

avoir hâte (de) (exp.) 急いで~する、早く~

したいと思う

curiosité (n.f.) 好奇心、奇妙さ

façade (n.f.) 正面、一面

ferme (n.f.) 農家、農場、農地

influence (n.f.) 影響力

randonnée (n.f.) 遠足、ハイキング

récompense (n.f.) 褒美、報酬

remparts (n.m.pl.) 要塞

renommée (n.f.) 評判、名声

syndicat d’initiative (n.m.) 観光協会

baisser (v.) 低くなる、下がる

digérer (v.) 消化する

entourer (v.) 取り囲む、囲む、包む

équilibrer (v.) 釣り合わせる、均衡を

とる

fortifier (v.) 要塞化する、強くする
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VOCABULAIRE UTILE POUR L’EXAMEN (2-50910)

bénéfice (n.m.) 利益

bière (n.f.) ビール

chantier (n.m.) 工事現場、作業場

chaudière (n.f.) ボイラー

clientèle (n.f.) 客

couvert (n.m.) 食器、食卓用具

devis (n.m.) 見積書

jus (n.m.) ジュース

plombier (n.m.) 配管工、水道屋

signe (n.m.) しるし、前兆

approximatif (-ve) (adj.) おおよその、近似の

énorme (adj.) 巨大な、大変な

joyeux (-euse) (adj.) 陽気な、愉快な、うれ

しい、楽しい、めでた

い、喜ばしい

jaloux (-se) (adj.) ねたんでいる、嫉妬深

い

à quelque chose près (adv.) だいたい

bien sûr (adv.) もちろん

tout de suite (adv.) すぐに

débrouiller (se) (v.) 切り抜ける、何とかす

る、うまくやりこなす

déplacer (se) (v.) 移動する、転居する、

出向く

étonner (s’) (v.) 驚く

marcher (les affaires) (v.) 商売を繁盛する

mêler (se) (de) (v.) 人のことにかまう

poser (un appareil) (v.) 取り付ける、設置する

rédiger (v.) 作成する、起草する

réparer (v.) 修理する、直る

tenir ( = durer) (v.) 長続きする

durer (v.) 続く、持続する、長く

続く

être sur le point (de) (exp.) まさに~しようとして

いる

jeter un coup d’oeil (sur) ちらっと見る

prendre un risque (exp.) すすんで危険を冒す

valoir la peine (exp.) ~に値する、~するに

足る、~してみる値打

はある

valoir mieux (exp.) ~する方がよい

machine à calculer (n.f.) 計算機

sauce (n.f.) ソース

honnête (adj.) 正直な、誠実な

indifférent(e) (adj.) 無関心な

accouder (s’) (à) (v.) 肘をつく

déduire (v.) 控除する、割引する、

演繹する、推論する

intégrer (s’) (v.) 合一する、同化する、

溶け込む

réaliser (v.) 実現する

faire les comptes (exp.) 計算する

rendre la monnaie (exp.) つり銭を返す
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blague (n.f.) 冗談

bord (de la mer) (n.m.) 沿岸、岸

choc (n.m.) 衝突、衝撃、打撃、シ

ョック

fermeture (n.f.) 閉店、休業、閉鎖

promesse de vente (n.f.) 売却契約

région (n.f.) 地方、地域

entreprenant(e) (adj.) 活動的な、積極的な

pressé(e) (de) (adj.) 急いでいる

à l’époque (adv.) 当時

(bien) au contraire (adv.) 逆に、まったく反対に、

それどころか

même (adv.) さえ

précipiter (se) (v.) 身を投じる、飛び込む、

駆け付ける、突進する、

急ぐ

regretter (v.) 後悔する

vieillir (v.) 老ける

avoir un choc (exp.) ショックを受ける

avoir un coup de foudre

(exp.) ~に一目惚れする

faire courir des bruits (exp.) 噂をひろめる

fonctionner au coup de

coeur (exp.) 直観で働く

régler une affaire (exp.) （問題など）~を解決

する

déception (n.f.) 失望、幻滅

hypothèque (n.f.) 担保、抵当権

mécontentement (n.m.) 不満、不平

sévérité (n.f.) 厳しさ、厳格さ

tendresse (n.f.) 優しさ、愛情

gêné(e) (adj.) 困惑した、窮屈な

réservé(e) (adj.) 予約ずみの

tolérant(e) (adj.) 寛大な

promoteur (n.m.) 不動産開発業者

complexe (adj.) 複雑な

curieux (-euse) (adj.) 好奇心の強い、奇妙な

drôle (adj.) 変な、おかしい

saisissant(e) (adj.) 驚くべき、びっくりす

る~

auvent (n.m.) （窓、玄関など）庇

cheminée (n.f.) 煙突、暖炉

climatisation (n.f.) エア・コン、冷暖房

convivialité (n.m.) 打ちとけた雰囲気

demeure (n.f.) 住居、邸宅

pan (n.m.) 壁面

chaleureux (-euse) (adj.) 熱烈な、暖かい

spacieux (-euse) (adj.) 広々とした、ゆったり

した

lumineux (-euse) (adj.) 光を発する、輝かしい

loger (v.) 泊まる、住む


