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ﾗﾝﾀﾞﾑ順 A-Z順 仏単語 日本語訳

1630 1 abriter (風雨などをさえぎって) 植物等を守る・保護する、人等を収容する、 (s') 避難する

913 2 abrutir ＜人＞をぼうっとさせる、頭を鈍くさせる、＜思考能力＞を鈍くする (de …で)、 (se) 思考能力が鈍
る (de …で)

1609 3 absoudre ＜人•過ち＞を許す、(罰則規定がないため) ＜被告人＞を無罪放免する、＜告解者＞の罪を許す
•赦免する、 罪を許す

1782 4 abstraire を抽象する、を抽出する、を分離する、 抽象化を行う、 (se) (de ... から) 気をそらせる、意に介さ
ない

1546 5 accaparer 権力等を独り占めする、を忙殺する

503 6 accoler を並べる、を並置する、を隣接させる、を結びつける、を連結する、を中括弧でくくる (se) 合わさ
る、つながる、結びつく

1747 7 accommoder を調理する、を料理する、＜目＞の焦点を合わせる、＜視力＞を調節する、＜争い＞を調停する、
＜人＞を和解させる (s') 適応する、順応する、満足する、和解する

600 8 accorder (～ qc à qn) ＜人＞に＜恩恵等＞を与える、＜人・物＞に＜価値・重要性など＞を認める、＜関
心・注意＞を払う、 (～ A avec/à B) AをBと調和させる、＜楽器＞を調律する、(se) (s'～ avec 
qn) ＜人＞と同意する

1620 9 accoster に接岸する、横付けになる、＜他の船＞に接岸する、話しかけるために ... に近づく、 接岸する、
横付けになる、 (se) 寄り添う、連れ添う

1408 10 accoucher (～ de qn) ＜子供＞を産む•出産する、(～ de qc) (ふざけて) ＜作品・考えなど＞を生み出す•ひ
ねり出す、＜医者・助産婦が＞ … を分娩させる•お産させる、 白状する、思い切って言う

992 11 accoutumer を慣れさせる、習慣づける、 (s') 慣れる(à...に)

1579 12 accroître (財産を) 増大させる、(生産を) 増やす、(生活水準を) 向上させる (s') 増大する、増加する、増える

723 13 accroupir(s') しゃがむ、うずくまる

1491 14 acheminer を送る•運ぶ、を向かわせる•進ませる、 (se) 向かう、進む

1742 15 acquitter ＜被告人＞を無罪放免する、＜借金等＞を支払う、返済する、＜義務・債務＞から＜人＞を開放
する (s') ＜義務・債務＞を履行する、果たす、返す、（envers...）...に恩返しをする

1372 16 adjoindre ＜補佐・補助等＞をつける、加える (s') ＜補佐等＞を自分につける、協力者を得る

921 17 adosser (～ A à/contre B) Bを背にしてAを置く、 (se) (à/contre …を) 背にする

9 18 aduler をほめそやす、にへつらう、におもねる

1114 19 affaisser をたわませる、沈下させる、＜心身＞を弱らせる•衰弱させる、 (se) たわむ、くぼむ、沈下する、陥
没する

1535 20 affecter (1) (～ A à B) AをBに割り当てる•充当する、を配置する、 (2) を装う、(～ de 不定詞) … するふり
をする、＜形＞をとる、 (3) を悲しませる、に影響を及ぼす、に害をなす、 (se) (de … を) つらく思
う
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1184 21 afficher を掲示する、をおおっぴらにする、を表示する、 (se) 掲示される、(avec… との) 関係をおおっぴら
にする、自分を誇示する

773 22 affiner を精錬する•精製する、仕上げをする、を細く [鋭く] する、を細かくする、＜知性・趣味など＞を洗練
する•磨く•鋭敏にする (se) ＜趣味などが＞洗練される、＜顔・体つきが＞きりっとする•しまる

1384 23 affluer 殺到する、押しかける、 ＜血が＞頭•顔にのぼる

460 24 affoler を動転させる・あわてふためかせる、をひどく心配させる、不安に陥れる (s') 取り乱す、逆上する、
度を失う、（磁石等が）狂う

168 25 affranchir (～ A de B) AをBから解放する、… に切手をはる、郵税を払う、… に知らせる•教える、(se) (de 
… から) 解放される

532 26 affréter ＜船・飛行機・車等＞を借りる、賃借する、チャーターする

950 27 affûter ＜刃物など＞を研ぐ•研磨する、＜鉛筆＞を削る

1639 28 agglomérer … を寄せ集める•固める•凝集 [凝固] させる、 (se) 寄り集まる、固まる

323 29 aggraver ＜病気•状況＞を悪化させる•深刻化する、＜税•罰＞を重くする、 (se) 悪化する、重くなる

653 30 agoniser 死に瀕する、滅亡しかけている

1106 31 agrafer ＜服・ブローチなど＞のホック [留め金] をとめる (⇔ dégraferホックをはずす)、 を呼び止める•引
き止める•捕まえる•逮捕する

528 32 agréer ＜願いなど＞を受け入れる (主として儀礼的表現で用いる改まった語)、＜人＞を受け入れる•迎え
入れる、を承認する•公認する•許可する (～ à qn) ＜人＞の気に入る

88 33 agrémenter ＜〜 A de B＞AをBで飾る・楽しくする、おもしろくする

848 34 agresser を襲う、を襲撃する、を攻撃する

1550 35 aiguiser ＜工具等＞を研ぐ、鋭くする、とがらす、 ＜感覚等＞を敏感にする、研ぎ澄ます、刺激する、かき
立てる

557 36 ajourner を延期する、＜受験生＞を落第させる、 (se) 延期される

113 37 alerter に通報する、に警告する、に注意を喚起する (de/sur …について)

1480 38 alimenter ＜人＞に食物を与える、を養う、(～ A (en B) ) Ａに (Ｂを) 供給する(供給するものが自明ならば 
en B は省略可)、に話題を提供する、(se) 食物をとる、(s'～ de qc)…を食べる･＜燃料など＞を補
給する

1741 39 allaiter に乳を飲ませる、に授乳する

84 40 alléger を軽くする•軽減する•緩和する、(～ A de B) ＡからＢを取り除く、 (se) 軽くなる、軽減 [緩和] され
る、(de …を) 取り除く
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1412 41 alourdir ＜税等＞を重くする、＜雰囲気等＞を重苦しくする (s') ＜まぶた等が＞重くなる、鈍重になる

1828 42 alunir 月に到着する、月面に着陸する、
(名詞: alunissage)

101 43 amarrer ＜船など＞を係留する•つなぐ•舫う、＜荷物など＞をくくりつける

1409 44 aménager ＜家•部屋など＞を整備する・改修する、＜制度•計画など＞を調整する・修正する

454 45 amerrir ＜飛行艇・宇宙船などが＞着水する

699 46 amincir を薄く [細く] する、 やせる、 (se) 薄く [細く] なる、やせる

1076 47 amonceler を積み上げる、を多量に集める、 (se) 積み重なる、山積みになる

1204 48 anémier に貧血を起こさせる、を衰えさせる、を弱らせる、 (se) 貧血を起こす、衰える、衰弱する

815 49 anesthésier に麻酔をかける、を無感覚にする、を麻痺させる

303 50 angoisser を不安に陥れる、ひどく心配させる、 (se) 不安におののく

493 51 aplanir ＜地面•道路など＞を平らにする、ならす、 ＜障害•困難など＞を取り除く、除去する、 (se) 平らに
なる、＜障害などが＞取り除かれる

771 52 appareiller ＜切り石＞を組積みする、 (se) 出航準備をする、出航する、 ＜似たもの＞を対にする、組にす
る、交尾させる (se) 似合う (à/avec …と) 釣り合う•調和する、交尾する

926 53 appâter ＜魚や鳥＞を餌でおびき寄せる、＜罠・釣り針＞に餌をつける

1783 54 appréhender を心配する、懸念する、恐れる、 を逮捕する

50 55 approprier を適応•適合させる、を合わせる（à...に） (s') を横取りする、横領する、わが物とする

153 56 approvisionner に物資を供給する、商品を納入する (s') を買い込む、調達する、仕入れる

312 57 arpenter ＜土池＞を測量する、を大股で歩き回る•走り回る

681 58 arquer を弓なりに曲げる、 弓なりになる、たわむ (se) 弓なりになる、たわむ

374 59 asperger (～ A de B) B＜水など＞をAに振りかける、 (se) (s'～ de qc) ＜香水など＞を自分にかける

1144 60 asphyxier / as-fik-sje / を窒息 (死) させる、(の活動) を停滞させる•麻痺させる、 (se) 窒息 (死) する、窒息
自殺する、停滞する、麻痺する
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509 61 assagir を賢くする、を穏やかにする、を落ち着かせる、 (se) おとなしくなる、素行が改まる

1320 62 assainir を衛生的にする、を清潔にする、を健全化する•正常化する、(空気等) を浄化する、(財政) を刷新
する、 (s') 衛生的になる、健全になる

951 63 assaisonner に味をつける、に面白味を添える、 をこらしめる、を痛めつける、 ＜客を＞ボる

1014 64 assiéger を包囲する、を封じ込める、に殺到する、につきまとう

920 65 assommer の頭を殴って気絶させる、を打ち殺す、撲殺する、をうんざりさせる

1361 66 assortir (～ A à/avec B) AをBとうまく組み合わせる、 (se) 調和する、似合う、釣り合う

836 67 assoupir をまどろませる•居眠りさせる、＜苦痛・性格・規則など＞を和らげる•静める、 (se) うとうとする、ま
どろむ、居眠りする、活力を失う

1456 68 assouplir ＜体等＞を柔らかくする・をほぐす、＜性格等＞を穏和にする、＜規制等＞を緩和する (s') 体を柔
軟にする、柔らかくなる

1615 69 assouvir ＜欲求など＞を満足させる、を堪能させる、 (se) 満ち足りる、満たされる

1565 70 astiquer を磨く、をつや出しする

425 71 astreindre を強制する、を義務付ける、を否応なしに...させる (s' 〜 à 名) に余儀なく従う、努めて...する

170 72 attiser ＜火・感情など＞をかき立てる•あおる

1804 73 attrouper ＜人＞を呼び集める•群がらせる、 (se) 寄り集まる、群がる

164 74 ausculter を聴診する、を入念に調査する

87 75 avarier に損傷を与える、を傷める (se) 損傷を受ける、傷む

6 76 avérer (s') (属詞を伴って) 証明される•判明する Le remède s'est avéré efficace. その薬は有効であること
が明らかになった (非人称構文で) Il s'avère que 直説法 …であることは明白である

435 77 avoisiner に隣接する、の隣 [近く] にある に似ている、近い

1661 78 avouer ＜罪･過ち等＞を (正直に) 認める、白状する 自白 [自供] する、 (s') 自分が...であると認める

1720 79 bâcher ＜車等＞にシートをかける

705 80 bachoter ＜バカロレアなどの試験の＞にわか勉強をする、(詰め込み式の) 受験勉強をする
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762 81 bâcler ＜仕事など＞を手っとり早く片づける、やっつけ仕事をする

98 82 badigeonner / ba-di-ʒɔ-ne / に石灰塗料を塗る、＜患部＞に薬を塗る、 (se) (自分の体・顔に) 薬 [顔料] を塗る

202 83 bafouiller 口ごもる、もごもごと話す、しどろもどろになる

128 84 bagarrer 争う、闘う、 (se) けんかする、争う、闘う、必死に頑張る

383 85 bailler を与える

47 86 bâiller あくびをする、(窓などが) 半開きになる

522 87 bâillonner / bɑ-jɔ-ne / に猿ぐつわをかませる、の言論の自由を束縛する、を力ずくで沈黙させる

1594 88 baisser ＜物･体の部位、値段＞を低くする･下げる･下ろす、＜音･光･熱等＞を弱める･強度を下げる、 低
くなる、下がる (se) 身をかがめる、下がる、下りる

575 89 balader を散歩させる、連れ歩く、持ち歩く (se) 散歩する、ぶらつく

467 90 balafrer に切り傷をつける

1449 91 balbutier 口ごもる、言いよどむ、＜幼児が＞片言をしゃべる、未熟である を口ごもりながら言う

1290 92 baliser に標識を設置する、 こわがる、びびる

213 93 bander に包帯をする、に目隠しをする、 勃起する (se) に包帯をする、目隠しをする

1818 94 barboter (水や泥の中を) 動き回る、(困難な状況に陥り) もがく•じたばたする、 を盗む、をくすねる

42 95 barbouiller に塗りたくる•書きなぐる (de …を)、 (se) 自分の … を汚す (de …で)

1788 96 barrer ＜通路＞をふさぐ、さえぎる、遮断する、 ＜書かれたもの＞に線を引く、＜人＞を妨害する、＜船
＞の舵を取る (se) 立ち去る、逃げ出す

770 97 barricader を厳重に閉める、をバリケードでふさぐ、 (se) 閉じこもる、バリケードに立てこもる

75 98 basculer (平衡を失って) ひっくり返る、倒れる、落ちる、(支点を中心に) 上下に動く、(逆の立場に) 移行す
る、 を傾ける、をひっくり返す

464 99 baser (sur... に) ... の基礎を置く、＜部隊等＞を駐屯させる (se) (sur... に) 基づく、よる

46 100 batailler 戦う (比喩的な意味)、言い争う、論争する
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1795 101 bavarder おしゃべりをする、無駄話をする、陰口をきく、秘密をもらす

701 102 baver よだれをたらす、＜インク•糊などが＞にじむ•はみだす、 (〜 sur qn/qc) ... について悪口を言う、 
(〜 de qc) ＜感情＞を露骨に表す

1605 103 bêcher 土地を鋤で掘り起こす、 ＜人＞を見下す•鼻であしらう

1151 104 bégayer どもる、口ごもる、たどたどしく話す、 をどもりながら言う

1417 105 bêler ＜羊・ヤギが＞めえと鳴く、 愚痴をこぼす、泣き言を言う

421 106 bercer を (静かに) 揺する、＜人･感覚等＞を和ませる･心地よくする、＜苦痛等＞を和らげる (se) ＜空想
等＞を抱いて自分を慰める、気持ちを紛らわす

476 107 blaguer 冗談を言う、ほらを吹く

657 108 blâmer ＜人･行為等＞を非難する･とがめる、を戒告処分にする･譴責する (se) 自分を責める、気がとが
める

78 109 blêmir 青白くなる、青ざめる 薄明るくなる、白む

437 110 blinder ＜船•車両など＞を鋼板で覆う•装甲する、＜人＞を鍛える、 (se) (contre … に) 対抗する力をつ
ける

188 111 blottir (se) 身を丸める、ちぢこまる、うずくまる、寄り添う

520 112 bluffer はったりをかける、からいばりする、 にはったりをかける

211 113 boiter 足を引きずる、足が不自由である、 不均衡である、ちぐはぐである

1374 114 bondir 飛び跳ねる、跳ねる、弾む、に飛びかかる (de 感情) で跳び上がる、体を震わせる

663 115 border (の縁) に沿って続く、(〜 A de B) BをAに沿って並べる、AにBの縁飾りをつける

1381 116 borner の境界を定める、＜欲望等＞を限定する･制限する (se 〜 à ) だけにとどめる･限定する、だけに
限られる Il s'est borné à l'essentiel (彼は要点だけ述べた)

1405 117 bosser 働く、勉強する、 を勉強する

764 118 boucher ＜穴･隙間等＞をふさぐ、を詰まらせる、＜瓶等＞に栓をする、ふたをかぶせる、＜通路･視界等＞
閉ざす、さえぎる (se) ふさがる、詰まる、閉ざされる、さえぎられる

274 119 boucler を締める･留める、包囲する･封鎖する、を終える･仕上げる、[髪が] カールする (se) 閉じこもる

876 120 bouder ＜人が不満で＞ふくれる、むくれる、すねる、むっつりする に不満を示す、を嫌がる･避ける (se) 
むくれ合う
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1838 121 bouffer を食う、をぱくつく、＜人＞にあたりちらす、
ふくらむ、
(se) 激しくけんかする

1026 122 bouger 身動きする･体を揺する、から出かける･移動する、＜物が＞変質する･変動する、行動を起こす、
＜荷物･手足等＞を動かす (se) 体を動かす･動く

239 123 bouillir 沸騰する･煮立つ、＜感情＞に駆られる、＜衣類等が＞煮沸消毒できる、を沸騰させる･沸かす

894 124 bouleverser を大混乱させる･めちゃめちゃにする、 ＜習慣等＞を一変させる･激変させる、 衝撃を与える･動転
させる

242 125 boumer 調子がいい、うまくいっている･元気だ

147 126 bourdonner ＜虫•機械などが＞低くうなる、ブーンという

169 127 bourgeonner 芽ぶく、発芽する

407 128 bourrer に物を詰め込む、に詰め物をする、(～ A de B) ＡにＢを詰め込む、をさんざん殴りつける、 ＜食べ
物が＞腹をいっぱいにする、胃にもたれる、 ＜機械などが＞詰まる、 急ぐ、とばす (se) (se ～ de 
qc) … を腹いっぱい食べる

689 129 bousculer ＜人＞を突き飛ばす･せき立てる、＜物＞をひっくり返す、＜伝統等＞を覆す･狂わせる (se) ひし
めき合う、急ぐ

1155 130 bousiller ＜仕事＞をいい加減にやる、をぶっ壊す･ぶっ殺す

570 131 boutonner のボタンをかける、 芽が出る、つぼみがつく、 吹き出物ができる、 (se) ボタンがかかる

1764 132 boycotter をボイコットする、排斥する

1294 133 braconner 密猟 (密漁) する、他人の縄張を荒らす･権利を侵害する

1186 134 brader を安売りする、(安値で) … を売り飛ばす•たたき売る、 ＜権利・財産など＞を簡単に放棄する

457 135 brailler わめく、どなる、 をわめきちらす

331 136 bramer (鹿が) 鳴く、悲鳴をあげる、(泣き) わめく

1261 137 brancher を接続する･のプラグを差し込む、(qn sur qn/qc) ＜人＞を ... に引き合わせる、＜人＞の興味･関
心を引く (se) に接続される･つながる、を受信する、に関心をもつ、＜鳥＞が枝にとまる

683 138 brandir を振りかざす、を振り回す、を盾にしておどす

53 139 braquer ＜銃口•注意•視線等＞を…に向ける、＜車など＞の方向を変える、の反感を買う (contre…に対
する)、(se) (～ contre qn/qc) … に反発する、つむじを曲げる、(～sur/vers qn/qc) ＜視線等が
＞…に向けられる

409 140 brasser ＜ビール＞を醸造する、をかきまぜる･かき回す、を手がける･動かす



Alphabet_Order

8

1205 141 braver に勇敢に立ち向かう、に刃向かう、に挑む

165 142 bricoler 日曜大工をする、素人仕事をする、修理･改造する

1202 143 brimer ＜新入生等＞をいじめる、いびる、に嫌がらせをする

1778 144 briser を砕く･壊す･割る、を打ち砕く、を疲労困憊にさせる、 (se) 砕ける、打ち砕かれる、破綻する

684 145 brocanter 古物を売買する、古物商を営む、 ＜古物＞を売買 [取引] する

726 146 broder ＜布地＞に刺繍する、 刺繍する、(～ sur qc) ... に尾ひれをつけて話す

1702 147 bronzer を日焼けさせる、をブロンズ風に仕上げる (se) 肌を焼く、日焼けする

388 148 brouiller をかきまぜる、を曇らせる、を混乱させる、＜人＞を仲たがいさせる、 (se) 混乱する、もつれる、曇
る

1824 149 brouter ＜家畜が草･新芽等＞を食う、＜機械等が＞がたつく･不規則に動く

474 150 broyer を (細かく) 砕く･つぶす･粉にする、を打ちひしぐ、＜敵＞を粉砕する

1419 151 bruiner ＜非人称＞霧雨が降る

81 152 bruire かすかな音を立てる、ざわめく

1028 153 brunir を褐色にする･を日焼けさせる、をみがく･つや出しする、日焼けする･褐色になる (se) 肌を焼く

883 154 brusquer をせき立てる、を無理強いする、を手荒に扱う、を早める、いい加減に切り上げる

30 155 brutaliser を虐待する、暴力を振るう

1210 156 buter (～ contre [sur] qc)…につまずく•＜建造物などが＞…に支えられる、にぶつける、 をかたくなにす
る、いこじにさせる、(se) かたくなになる、いこじになる、(se ～ à [contre] qc)…につまずく、 を殺
す、をばらす

1714 157 cabosser 凹ませる

34 158 cabrer ＜馬を＞後脚で立たせる•反抗させる

1220 159 cacheter 封をする

262 160 cadrer (～ avec qc) と一致する･合致する
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1704 161 cailler ＜牛乳･血などが＞(を) 凝固･凝結する(させる)、凍える･いてつく

1278 162 cajoler ＜子供など＞をかわいがる•ちやほやする•甘やかす、 の機嫌をとる、にごまをする、におもねる

647 163 calciner 黒焦げにする、高熱で焼く

1326 164 caler (くさび・支柱などで) … を固定する•安定させる•支える、を調整する、 ＜食べ物が＞満腹にさせ
る、腹持ちがいい、 (se) (心地よい場所に) 身を落ち着ける

192 165 calibrer サイズで選り分ける

1470 166 calomnier を中傷する、を誹謗する、をそしる

937 167 cambrioler に強盗に入る、の家を荒らす

352 168 camper キャンプをする、 (se) 毅然として立ちはだかる

1334 169 canaliser を運河化する、誘導する、を方向づける、を集める

270 170 canarder (物陰から)をねらい撃つ･狙撃する、＜管楽器等が＞調子はずれの音 [声] を出す

994 171 caner 怖気付く、尻込みする、 逃げる、ずらかる、死ぬ、くたばる

1603 172 capituler に降伏する、妥協する･変節する

1087 173 capter ＜放送等＞をとらえる･キャッチする、＜水･エネルギー等＞を引く･取り込む、を巧みに獲得する

1751 174 caramboler ＜車が＞ ... に次々とぶつかる•玉突き衝突を引き起こす、 (se) 玉突き衝突する

1440 175 carboniser を黒焦げにする、を炭化させる、を焼き尽くす

662 176 carburer (エンジンなどで) ＜燃料＞を気化する、 気化する、＜事が＞運ぶ

765 177 caresser を愛撫する、なでる、＜計画等＞を温める、＜希望等＞を抱く、を殴る･殴りつける (se) 愛撫し合う

1649 178 carreler にタイルを張る、に碁盤の目をつける

1115 179 carrer (se) どっかり身を置く

977 180 caser を詰め込む、身を固めさせる (se) に入り込む･乗り込む･なんとか収まる、身を落ち着ける
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1557 181 causer を引き起こす、 おしゃべりをする、とやかく言う

488 182 ceindre ＜剣･冠等＞を身につける、帯びる、(〜 A de B＞ AにBを巻きつける

910 183 cendrer を灰白色 [銀白色] にする、＜競技場のトラックなど＞に石炭殻を敷く

613 184 censurer を検閲によって禁止 [削除] する、を懲罰･懲戒処分にする

1513 185 cerner を取り囲む、を取り巻く、 の輪郭をはっきりさせる

184 186 certifier を保証する、を断言する

249 187 chahuter 大騒ぎする、騒ぎまわる、 ＜教師•講演者など＞をやじる、 を手荒に扱う

860 188 chamailler (se) つまらないことで言い争う･口げんかする

1835 189 chambouler をひっくり返す、をひっかき回す、をがらりと変える

1286 190 chantonner 鼻歌を歌う、 ＜歌＞を口ずさむ

997 191 chaperonner ＜若い女性＞の介添えをする･付添をする

1691 192 charcuter ＜人＞にへたな手術をする、＜文章など＞をずたずたにする

307 193 charrier を荷車で運ぶ、＜流水などが＞ ... を運ぶ、＜人＞をからかう•かつぐ、 やりすぎる、言いすぎる

1632 194 chatouiller をくすぐる、に快感を与える (se) くすぐったがる、くすぐり合う

382 195 chauffer を熱する･暖める、を熱く感じさせる•ひりひりさせる、を猛勉強･練習･特訓させる、熱くなる･暖ま
る、熱を出す (se) 体を暖める、(家を) 暖房する

1474 196 chausser ＜靴等＞をはく、(〜 A de B) AにBをはかせる、足に合う (se) 靴をはく

867 197 chavirer ＜船が＞ 転覆する•ひっくり返る、＜気が＞ 動転する、＜体制が＞崩れる、 を転覆させる、をひっ
くり返す、を動転させる

555 198 cheminer 道をたどる、たゆまず歩む･進む、＜道･流水等が＞通っている、進展する

1041 199 chier くそをたれる

125 200 chiffonner をしわくちゃにする、＜人＞を悩ませる、 (se) しわくちゃになる
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1253 201 chômer 失業する、操業を停止 [休止] する、＜設備・資金などが＞活用されない、 ＜祝祭日＞を祝って休
む

1359 202 chromer をクロムめっきする

32 203 chronométrer の時間を精密に測定する

1422 204 chuchoter ささやく、耳打ちする、ざわめく、 をささやく、を耳打ちする

704 205 chuter 落ちる、転ぶ、倒れる、低下する、崩壊する

888 206 cicatriser ＜傷が＞癒着する•ふさがる•治る、 ＜傷＞を癒着させる•治す、をいやす、 (se) ＜傷が＞治る

1844 207 ciller / si-je /
まばたきする

1732 208 cimenter をセメントで固める、＜友好関係など＞を強固にする

497 209 cingler ＜風•雨が＞ ... を激しく打つ、を強く打つ、に辛辣な言葉を浴びせる、 (～ vers qc) … に帆を向け
る

953 210 circoncire に割礼を行う

214 211 circonscrire の周りに線を引く、を囲む、＜火災･伝染病＞を封じ込める･食い止める、(一点の範囲に) 限定す
る (se) 自らを限定する

1090 212 circonvenir ＜人＞を丸め込む、籠絡する

1455 213 circuler ＜人･車･列車等が＞ 通行･運行する、＜液体･貨幣等が＞循環する･流通する、行ったり来たりす
る

938 214 cirer ＜家具•床など＞にワックスをかける、＜靴など＞を磨く

326 215 claquer (乾いた) 音を立てる、(風船等) が割れる、死ぬ、 をパタンと締める、を浪費する･使い果たす、をへ
たばらせる (se) くたくたに疲れる、へたばる

834 216 cligner (～ de l'œil) ウインクする、目配せする、 (～ des yeux) 目を細める、瞬きする 、 まばたきする、＜
灯火が＞点滅する

385 217 clocher 具合が悪い、うまくいかない

1126 218 cloisonner (壁等で) を仕切る、を区分けする、細分化する

1239 219 clore の終了宣言をする、閉会を告げる、＜土地等＞を囲む、＜活動＞を終える･閉じる

5 220 clôturer ＜柵等で＞ ... を囲う、を終了する･閉会する
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1154 221 clouer に釘を打つ、釘付けにする、を突き刺す･射抜く

1482 222 coaguler を凝固させる、 (se) 凝固する

1725 223 cocher に印をつける

800 224 coffrer ＜坑道等＞に締切りを設ける、＜人＞を牢に入れる

812 225 cogner をたたく、を打つ、にぶつかる･突き当たる、 ＜物が＞ぶつかって音を立てる、＜心臓が＞どきどき
する (se) にぶつかる、(体の一部を) ぶつける

1229 226 cohabiter 同居する･同棲する、保革共存する

817 227 coiffer ＜人＞の髪を整える、＜帽子＞をかぶる･かぶせる、のトップに立つ・統括する (se) 髪を整える

904 228 coincer を (押しつけて) 動かなくする、固定する、につっかい棒をする、＜人＞を追い詰める•やり込める、
をくさびで固定する、＜人が＞行き詰まる、解釈 [理解] できない、(se) 自分の…をはさむ (過去分
詞:一致なし)、＜装置・事態などが＞動かなくなる

1148 229 coïncider 一致する、合致する、符合する、同時に起こる

973 230 colorer に着色する、＜言葉など＞に精彩を与える、 (se) (～ de qc) ... に色づく

1637 231 colorier に色を塗る、彩色する

1461 232 combler ＜穴など＞を埋める、＜人＞を十分に満足させる、(～ qn de qc) ＜人＞に … をふんだんに与え
る

114 233 commenter を解説する･論評する、に注釈をつける、をとやかく言う･批判する

335 234 comparaître 出頭する、出廷する

849 235 compatir に同情する

1288 236 compenser を補う•償う•埋め合わせる、を補正する、 (se) 互いに補い合う、相殺される、埋め合わされる

413 237 comploter (秘密裏に) ... を計画する、 陰謀を企てる

558 238 comporter を (構成要素として) 含む･備えている、を伴う･含む、(結果として) をもたらす (se) 振る舞う･行動
する、機能する･動く

317 239 composter ＜切符等＞を自動改札機にかける、パンチを入れる ＜土壌＞に堆肥を施す

1760 240 comprimer を圧縮•圧迫する、＜出費など＞を削減する•切り詰める
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795 241 concentrer を集中する

167 242 concerner に関係がある、に関する

106 243 concerter を打ち合わせる、を協議する、＜計画など＞を練る、 (se) 打ち合わせをする、示し合わせる

911 244 concevoir を(ある風に)考える･思い描く、を思いつく･着想する、が理解できる･わかる (se) 考えられる、理解
される

1829 245 concilier (〜 A avec [et] B) AをBと両立させる、調整する、
(se) 両立する、＜好意など＞を得る、を味方につける

1600 246 concorder 一致する･符合する、(同じ目的のために) 結集する･協同する、同時に起こる

1734 247 concourir を目指して協力する･共同する、競い合う･選抜試験に参加する

1706 248 concrétiser を具体化する

1787 249 condamner に有罪判決を下す (pour … の罪で、à … の刑罰に)、 (～ qn/qc à qc/ 不定詞) … に … を余儀な
くさせる、 を強く非難する、を禁じる (se ～ à 不定詞) … する羽目になる、やむなく…する

1393 250 confectionner ＜料理など＞を調理する、＜衣服＞を仕立てる、＜番組•報告書など＞を製作•作成する

964 251 confesser ＜罪•過失など＞を白状する･認める、 (se) を白状する

1664 252 confier (〜 A à B) AをBに預ける･託す、を打ち明ける (se) 意中を打ち明ける、(à...) に身を委ねる

553 253 confiner と境を接する、近似している (se) 閉じこもる、専念する

1354 254 confire ＜果物等＞を (保存のために) 漬ける

1686 255 confisquer を没収•押収する、を横領する、をひとり占めする

668 256 confondre を混同する、を一つにする、を唖然とさせる (se) 混同される、混じり合う

1287 257 confronter (〜 A avec B) AをBと対決･対面させる、(〜 qn à qc) ＜人＞を ... に直面させる、

643 258 congeler を冷凍する、を凍らせる、を凍結させる、 (se) 凍る、凍結する

392 259 congestionner を充血させる、に交通渋滞を引き起こす

1077 260 conjurer ＜悪霊など＞を祓う、＜災厄など＞を払いのける･避ける、 (〜 qn de 不定詞) ＜人＞に ... してほ
しいと懇願する、 ＜悪事＞を企てる･企む
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899 261 conquérir を征服する、＜心＞をつかむ･とりこにする (se) 征服される

708 262 consentir (〜 à qc) ＜事柄＞に同意する、承諾する ＜特権･許可等＞を認める･与える、(支払期日等の) 猶
予を認める

1797 263 consigner ＜手荷物＞を一時預けにする、＜金･商品＞を供託する･委託する、 を外出禁止にする、記載 [記
録] する･書き留める

1740 264 consoler を慰める･癒やす･和らげる (se) 立ち直る･癒える、慰め合う

786 265 consterner をひどく悲しませる

603 266 contempler に見入る･見とれる、瞑想する･観想する (se) じっと見つめ合う

1711 267 contenir を含む･中に収める、の容量がある、＜感情等＞を抑える･こらえる (se) 自分を抑える

71 268 contenter を満足させる、＜欲求等＞を満たす (se 〜 de qc) だけで我慢する・程度で満足する

1240 269 conter を語る･話す、作り話をする

983 270 contester に異議を唱える、を疑問視する

1136 271 contourner を迂回する

1655 272 contraindre ＜人＞に ... を強いる、余儀なくさせる (se) 自分を抑える、我慢する、(se 〜 à qc/不定詞) 無理し
て...する

747 273 contrarier を不愉快にさせる、を妨げる･邪魔する、＜色等＞を (対照させて) 際立たせる (se) 妨げ合う･邪魔
し合う、互いに相手を怒らせる･けんかし合う

1385 274 contrecarrer を阻止する、をはばむ

412 275 contredire に反論する、と矛盾する･食い違う (se) 矛盾したことを言う、自己矛盾に陥る

1401 276 contrer ＜攻撃など＞を挫く•阻む•跳ね返す

132 277 contrevenir (〜 à qc) に違反する･背く

972 278 convenir (〜 à qn/qc) ＜人＞に都合がよい･適する、 (〜 de qc) について合意する、を (事実と) 認める･白
状する (se) 互いに気に入る

1303 279 converger (一点に) 集中する、【数･光学】収束する

604 280 convertir (〜 qn à qc) に改宗させる、＜人＞の考えを...に変えさせる、 (〜 A en B) AをBに変える･変換す
る (se 〜 à qc) に改宗･回心する、転職する
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823 281 convier (～ qn à qc) ＜人＞を食事や会合に招待する、(～ qn à 名/ 不定詞) に … を勧める

978 282 convoquer を召集する、を呼び出す･召喚する、を出頭させる

1011 283 coopérer (〜 à qc) に協力･協同する

1234 284 coordonner を調整する、を連携させる、をコーディネートする

1746 285 corrompre を堕落させる、を買収する、に賄賂を送る

398 286 corser にコクをつける、香辛料をきかす、＜筋立て＞をおもしろくする、手の込んだものにする (se) コクが
出てくる、＜話･事件等が＞おもしろくなる

1610 287 coter ＜株＞に相場をつける、＜商品＞に値をつける、＜答案など＞を採点する、＜人・物＞を評価する 
(se) 値がつく

1324 288 cotiser 分担金を払う、会費を払う (se) 金を出し合う、カンパする

161 289 côtoyer に沿って進む、＜人＞と接する•交際する、＜危険など＞と隣り合う•紙一重である

1315 290 coudre を縫う、縫い合わせる、縫い物をする

300 291 coulisser に溝をつける、にギャザーを寄せる、(溝･レールの上を) 滑る

1396 292 courber を曲げる･たわめる、＜人＞の体をかがめる、＜人＞を服従させる (se) 曲がる･たわむ、体をかが
める、服従する

217 293 couronner に冠をかぶせる、を王位につける、に賞を授与する、栄誉を与える、 ＜頭など＞を (冠のように) 飾
る•覆う•囲む、の最後を飾る、 (se) 王冠を頂く、王位 [帝位] につく、(de …で) 覆われる•飾られる、
(転んで) 膝にけがをする

1432 294 couver ＜卵＞を抱く、孵す、＜人＞を大事に庇護する、甘やかす、＜計画など＞をひそかにたくらむ、＜
想いなど＞をひそかに抱く、＜病気＞の徴候を示す ＜親鳥が＞卵を抱く、＜火が＞くすぶる、＜
計画などが＞ひそかに進行する

1744 295 cracher つばを吐く、＜ペンが＞インクを飛ばす、＜ラジオなどが＞雑音を立てる を吐く、を吐き出す

496 296 cramponner をカスガイでとめる、くぎを打つ、＜人＞にうるさくつきまとう、 (se) (à …に) しがみつく•執着する

1109 297 craquer 乾いた音を立てる、ポキッと折れる、＜神経が＞まいる、＜計画などが＞失敗する、 を破く、を裂
く、を折る、＜金＞を浪費する

524 298 crécher 住む、泊まる

1768 299 créer を新たに作り出す、を生じさせる、を引き起こす、を初めて演じる (se) 自分に ... を作り出す

1113 300 crêper ＜髪＞に逆毛を立ててふくらませる、＜織物＞をクレープ加工する、＜布＞の表面にしぼを出す 
(se) se ～ le chignon (女が) つかみ合いのけんかをする
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1293 301 creuser を掘る･穿つ、をくぼませる･凹ませる、を掘り下げる、空腹にする (se) くぼむ･凹む、＜溝等が＞で
きる･広がる、知恵を絞る

1300 302 crever 破裂する･はち切れる･裂ける、パンクする、死ぬ･枯れる を破裂させる･破る･パンクさせる、をヘト
ヘトにさせる (se) へとへとになる、自分の...を損なう･傷つける

1532 303 cribler をふるいにかける、をふるい分ける、を選別する、(～ A de B) AをBで穴だらけにする

803 304 croiser を (十字形に) 交差させる、すれ違う、 (se) 交差する

16 305 croître (植物が) 成長 [生長] する、発育する、増大･増加する

542 306 croquer を音を立ててかみ砕く、(～ dans qc) … に音を立ててかじりつく、 ＜食べ物が＞乾いた音を立て
る

1840 307 crotter を泥で汚す、
＜犬などが＞糞をする

1272 308 croustiller ＜ビスケットなどが＞パリパリ•カリカリ音を立てる

796 309 croûter 飯を食う

810 310 cueillir ＜果実･花等＞を摘む･採る、＜人＞を迎える、＜泥棒等＞を捕まえる

1534 311 culpabiliser ＜人＞に罪悪感を抱かせる、罪悪感を抱く

28 312 cultiver ＜土地＞を耕す、＜作物＞を栽培する、＜動植物･才能＞を育てる･育成する、＜人間関係･評判
等＞を大事にする、＜状態等＞に喜びを感じる･楽しむ (se) 教養を身につける、栽培される、はぐ
くまれる

1673 313 cumuler を兼任する、を兼務する、(兼職などで) ＜複数の給与＞を得る、 ＜権利•資格など＞を併せもつ、
を累積する、を積み重ねる

577 314 curer (ひっかいたり削ったりして) … を掃除する、 (se) (歯•爪など) を掃除する

397 315 daller を舗装する、タイルを張る

1426 316 damer ＜駒＞を女王に成らせる、＜地面･雪等＞を突き固める

516 317 dandiner (se) からだを左右に揺する

1344 318 darder (矢など) を射る･放つ

1212 319 dater に日付を記入する、の年代を推定する、にさかのぼる･始まる、時代に残る

517 320 déambuler 散歩する、そぞろ歩く、徘徊する
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1786 321 déballer の荷ほどきをする、(箱などから)＜物＞を取り出す、品物を並べる、を打ち明ける

346 322 débarbouiller (se)顔を洗う

376 323 débarquer 船 [飛行機] から降りる、不意に来る、＜荷＞を降ろす、＜人＞を免職にする

41 324 débarrasser を片付ける、＜〜 A de B＞AからBを取り除く (se) を捨てる、片づける、取り除く

1265 325 débattre について討論する･議論する、(de... について) 討論する (se) もがく、暴れる、と必死に闘う

363 326 débaucher ＜人材等＞を引き抜く、に義務を放棄させる、解雇する、＜人＞を気晴らしに誘う･に息抜きをさせ
る

861 327 débiter 小売する

1719 328 déboîter 車線を変更する、 (se) 脱臼する

1219 329 déborder あふれる、こぼれる、氾濫する、はみ出る、越える･はみ出す (se) 自分のベッドの折り込みをはず
す

1484 330 déboucher (狭いところから広いところへ) 出る、通じる･注ぐ、及ぶ･至る ＜管等＞の詰まりを直す、栓を抜く、
キャップをはずす (se) ＜管等＞が通じる

601 331 débourser 支払う

798 332 déboutonner ＜服＞のボタンをはずす、 (se) (自分の服の) ボタンをはずす

139 333 débrayer 仕事を中止する

1397 334 débrouiller のもつれを解く、＜紛糾した事態・謎など＞を解明･解決する、＜初心者＞に手ほどきをする (se) 
なんとかやってのける、解明される

291 335 débroussailler から雑草を取り除く、＜問題など＞に打開の見通しをつける

506 336 débuter 第一歩を踏み出す、仕事 [活動] を始める、スタートを切る、初登場する、デビューする、スタートす
る (par …で)、 ＜演説・行事など＞を始める (par …で)

1271 337 décacheter 開封する

1171 338 décaler (の場所•時間) をずらす

602 339 décalquer 複写する

1688 340 décaper 汚れをとる
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465 341 décapsuler 栓を抜く

559 342 décéder 死亡する、死去する

871 343 déceler を見つけ出す、見抜く、見破る、＜感情等＞をあらわにする

1564 344 décerner を授与する、＜令状＞を発する

174 345 décevoir ＜人＞を失望させる、の期待を裏切る、＜信頼･期待等＞を裏切る

1641 346 déchaîner ＜感情・行動など＞を巻き起こす•誘発する、＜犬・囚人など＞の鎖を解く、 (se) ＜嵐・感情などが
＞荒れ狂う•爆発する、激怒する、怒り狂う (contre …に対して)

852 347 décharger から荷を降ろす、(〜 qn de qc) を免除する、を撃ちつくす、無実を証明する (se 〜 de qc sur qn) 
＜責任等＞を＜人＞に委ねる･押しつける

1801 348 déchausser (se)靴をぬぐ

682 349 déchiffrer を解読する･判読する、を読み取る･見抜く、を初見で演奏する･歌う

941 350 déchiqueter を切り刻む•細かくちぎる

1370 351 déclamer を朗読する、を大げさな言葉を使って言う、弾劾する

1267 352 déclencher を作動させる、を引き起こす･引き金となる、に突入する (se) 作動する、(突然) 始まる･起こる

1296 353 décliner 辞退する

55 354 déclouer 釘を抜く

1337 355 décoder 解読する

627 356 décoiffer の髪を乱す、を仰天させる、のかぶり物を取る (se) 髪を乱す、帽子を脱ぐ

544 357 décoller 離陸する、発展する･伸びる、飛び立つ、をはがす (se) はがれる

416 358 décolorer 変色･退色させる

695 359 décommander キャンセルする、注文を取り消す

1050 360 décomposer 分解する
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1006 361 déconcerter を面食らわせる、をとまどわせる

298 362 déconner

1023 363 déconseiller (à... に) 止めるように言う

898 364 décontracter をくつろがせる、リラックスさせる、をほぐす (se) くつろぐ、リラックスする

1580 365 décortiquer 脱穀する

782 366 découdre 縫い目をほどく、 (se) ほころびる

1827 367 découler ＜結果が＞生じる、(de... から) 由来する

1379 368 découper を切り分ける、を切り抜く、を浮かび上がらせる (se 〜 sur ...) (...を背景にして) くっきり浮かびあ
がる

1211 369 décrasser 汚れ･垢を落とす

759 370 décréter を布告する･発令する、を宣告する、と決めつける

432 371 décrire を (言葉で) 描写する、叙述する、＜曲線＞を描く

1785 372 décrocher ＜掛けてあるもの＞をはずす、を取る、興味を失う、やる気をなくす、離脱する、揚力を失う、 (se) 
はずれる、切り離される (de...から)

1525 373 décroiser を解く、をほどく

1226 374 décroître 減少する、弱まる、衰える

301 375 décupler 10倍にする

1468 376 dédaigner を軽蔑する、を侮る、を無視する、を拒否する、を潔しとしない (se) 軽蔑し合う

308 377 dédommager に損害賠償をする、弁償する (de...について)、に償いをする (se) 弁償してもらう (de...を)

259 378 déduire を差し引く、割り引く、控除する、を推論する･結論する (se) 控除される、推論される

1674 379 défaillir 失神する、卒倒する、衰える

1545 380 défaire をほどく、をくずす、(〜 A de B) AからBを取り除く、を撃破する (se) ほどける、(de...を) 処分する
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1245 381 défavoriser 不利な立場に置く

523 382 déferler ＜波が＞砕ける･砕け散る、＜拍手等が＞わき起こる、＜感情が＞爆発する

567 383 défier 挑発して ... をしてみろと言う

636 384 défigurer 顔を醜くする

1034 385 défiler 分列行進する、次々に現れる、＜ネックレス等＞の糸を抜く (se) 責任を逃れる

693 386 définir を定義する･規定する、を明確にする (se) 定義される、自らを...と定義する

1160 387 défoncer を突き破る、の底を抜く、 (se) 大いに楽しむ

186 388 déformer の形をゆがめる･変形させる、＜情報等＞を歪曲する (se) ゆがむ、変形する

872 389 défouler ＜人＞の欲求不満 [ストレス] を解消させる (se) ストレスを解消する、憂さを晴らす

162 390 défraîchir を色あせさせる、の新鮮味を奪う (se) 色あせる、古ぼける

1598 391 défrayer ＜人＞の費用を支払う、＜話など＞の種を提供する

533 392 défricher を開墾･開拓する

1246 393 dégager 人や物を拘束状態から解き放つこと を開放する、救出する、を空ける、を放つ･発散する、を免れ
る、を露出する、を引き出す (se) 解放される、通りやすくなる、晴れる、明らかになる

222 394 dégainer (刀やピストル) を抜く

197 395 dégarnir (付属品や飾り) を取り除く

863 396 dégeler (氷や雪が) 溶ける

838 397 dégénérer (en... に) 悪化する

102 398 dégonfler (空気やガス) を抜く

208 399 dégouliner ＜液体が＞ 滴り落ちる

608 400 dégourdir のシビレを取る、からギコチナサを取る、を世慣れさせる、を少し温める (se) 自分の...のシビレを
取る、世慣れる



Alphabet_Order

21

725 401 dégoûter に嫌悪感を抱かせる、嫌な気持ちにさせる、に食欲を失わせる (se) 嫌悪感を抱く、嫌気がさす

588 402 dégrader ＜色調･光＞を徐々に薄くする･ぼかす、 を破損する･傷める、を悪化させる、の地位を剥奪する、
の品位を落とす、を堕落させる (se) 悪化する、傷む

342 403 dégraisser 脂汚れを落とす

1707 404 dégringoler を転げ落ちる、を駆け下りる

632 405 déguerpir 逃げ出す、立ち退く

328 406 déguiser を変装させる (en...の姿に)、を変える･偽装する、＜真実･感情等＞を隠す (se) 変装する、(奇抜
な) 格好をする (en...の姿に)

1519 407 déguster を試飲 [試食] する、を楽しみ味わう

51 408 déjeuner 昼食 [朝食] をとる

540 409 délaisser (人など) をほったらかしにする

141 410 délasser (人の疲れなど) を癒す、 (se) くつろぐ、休息する

855 411 délayer 液体で溶かす

1833 412 délecter ＜人＞を大いに楽しませる、
(se) (de/à... ) を大いに楽しむ

1773 413 déléguer を代表として派遣する

775 414 délibérer 討議する、審議する (sur ... について)、熟考する

652 415 délier をほどく

1066 416 délimiter の境界を定める、範囲を限定する

760 417 délirer うわごとを言う、＜精神が＞錯乱する

1078 418 délivrer を解放する、救い出す (de...から)、＜証明書等＞を交付する、＜許可等＞を与える (se) 解放され
る (de...から)

1338 419 déloger を追い出す、を立ち退かせる

1096 420 démanger をかゆがらせる、(〜 à qn) ＜体の一部･傷口等が＞むずがゆい、 (何かしたくて) ムズムズする
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1046 421 démaquiller (se)化粧を落とす

86 422 démarrer 発進する、走り出す、スタートする、軌道に乗る (de...から) 離れる、(de...を) 放棄する ＜仕事･事
業等＞を始める、＜製品等＞を開発する

768 423 démasquer の正体を暴く

358 424 démêler をほぐす、を解決する

1722 425 déménager (よそへ) 引っ越す･旧居を引き払う、頭がおかしくなる ＜家具等＞を移動する、よそに移す、＜家・
部屋＞から家具を運び出す

685 426 démener (se) 激しく動き回る、奔走する

885 427 démentir を否定･否認する、＜情報等＞を打ち消す、に反する･矛盾する (se) ＜感情や性格が＞変わる･消
える、前言を翻す

66 428 démettre (se) 脱臼する

340 429 démissionner 辞職する･辞任する、任務放棄する、＜人＞に辞職を強いる

1774 430 démobiliser を動員解除する、＜デモ等＞の気勢をそぐ

1091 431 démocratiser を民主化する、大衆化する (se) 大衆的になる

1590 432 démoder (se) 流行遅れになる

1530 433 démonter を分解する･解体する、＜人＞をあわてさせる･混乱させる、＜人＞を落馬させる (se) 分解できる、
あわてる･狼狽する、＜海が＞荒れ狂う

1083 434 démontrer を証明･論証する、を明らかにする、をはっきり示す

741 435 démoraliser をがっかりさせる、を意気消沈させる

1638 436 démunir (〜 qn de qc) ＜人＞の....を失わせる、を奪い取る、を取り上げる (se) (de...を) なくす、手放す、
奪われる

142 437 dénaturer を歪曲する、を変質させる

1683 438 déneiger を除雪する、の雪を溶かす

414 439 dénicher を探し出す•見つける、＜鳥・卵＞を巣から取り出す、を追い出す•狩り出す ＜鳥が＞巣立つ•巣か
ら飛び立つ

438 440 dénigrer を悪く言う、をけなす、を中傷する、を誹謗する
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1236 441 dénombrer を数える、を数え上げる、を列挙する、＜人口＞を調査する

426 442 dénommer を名づける、【法】＜証人等＞を指名する

715 443 dénoncer ＜不正等＞を告発する･暴く、を密告する、＜条約等＞の破棄通告をする (se) 自首する、白状す
る

325 444 dénoter を示す、を表す

1013 445 dénouer をほどく、を解く、を解決する、に決着をつける、＜人間関係等＞を断つ (se) ほどける、解ける、ほ
ぐれる、＜問題等が＞解決する、＜友情等が＞断たれる、途切れる

837 446 dénoyauter ＜種など＞を取り除く、＜企業など＞の首脳陣を入れ替える

1135 447 dénuder をむき出しにする

1403 448 dépanner の故障を直す、を (応急) 修理する、を助ける、窮地を救う

1297 449 dépasser を追い越す･追い抜く、を通り越す、を越える･上回る、の理解を越える はみ出す、突き出る (se) 自
分の限界を乗り越える、頑張る

137 450 dépayser の居心地を悪くする、を異なる環境に置く (se) 日常性を脱する、気分転換をする

750 451 dépecer を細分 [寸断] する、分割･解体する

260 452 dépeigner ＜風などが＞ ... の髪を乱す

1452 453 dépeindre を描写する、語る

299 454 dépenser ＜金＞を使う、を消費する･費やす (se) 消費される、使われる、力を尽くす

1092 455 dépêtrer を抜け出させる、を助け出す、 (se) 抜け出す、逃れる

138 456 dépeupler の住民を失わせる、の生息動物を減らす [絶やす]、 (se) 住民がいなくなる、過疎化する、生息動
物が減る [絶える]

367 457 dépister の足跡を探し出す

1601 458 déplacer を異動させる、の位置 [時間] を変える、を来させる、を配置転換･左遷する、をはぐらかす (se) 移
動する、動く、旅行する、出張する

1388 459 déplaire ＜〜 à qn＞ ＜人＞の気に入らない、気にさわる (se) 居心地が悪い、環境が適さない、互いに気
に入らない

758 460 déplier (折り畳んだもの) を広げる
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1052 461 déplorer を残念に思う･嘆く

1753 462 déployer ＜畳んだもの＞を広げる、を並べ立てる、を陳列する、を大いに示す、発揮する (se) 広がる、発揮
･誇示される

948 463 déporter を強制収容所に送る、＜自動車等＞の方向をそらせる、＜人＞を国外追放する･流刑にする (se) 
(進行方向から) それる

327 464 déposer ＜持っていた物＞を置く、捨てる、を車から降ろす、＜物･金等＞を預ける、を提出する (se) (堆積
物が) 沈殿する、(ほこりが) 積もる･たまる

446 465 dépouiller (～ A de B) ＡからＢをはぎ取る•奪う、＜動物・木＞の皮をはぐ、＜資料など＞を綿密に調べる、 
(se) (de… を) 脱ぐ、手放す、捨て去る

1558 466 déprimer を落ち込ませる、意気消沈させる、ぐったりさせる、をへこます、低下させる (se) 気がめいる、落ち
込む、凹む、低下する

216 467 dérailler 脱線する、＜機械などが＞調子が狂う、＜人が＞常軌を逸する•おかしくなる•狂う

179 468 déranger の邪魔をする、に迷惑をかける、を狂わせる、を散らかす (se) 席を立つ、仕事を中断する、調子が
狂う

1231 469 déraper スリップする、横滑りする、(事態が) 急激に悪化する、(物価等が) 急騰する、(船が) 流される

751 470 dérégler の調子を狂わせる

1216 471 dériver ＜水流＞を変える、＜感情＞のはけ口を求める、コースを外れる、流される、 ＜リベットなど＞を
抜く

1647 472 dérober (～ qc à qn)…を＜人＞から盗む、かすめ取る、 (～ qn à qc) ＜人＞を…から免れさせる•かくまう
•隠す、… を遠ざける•そらす、 (se) (à …を) 避ける、免れる、逃げる、そっと姿を消す、＜地面・足
もとなどが＞ 崩れる

1715 473 dérouler ＜巻いたもの＞を広げる、をほどく、を繰り広げる (se) 繰り広げられる、展開する、流れる、広がる

881 474 dérouter を狼狽･当惑させる

1302 475 désabuser の迷いを解く、を覚醒させる (se) 迷いから覚める

780 476 désaltérer ＜喉など＞の渇きを癒す、 (se) 自分ののどを潤す

914 477 désappointer を落胆させる、を失望させる

654 478 désapprouver に賛成しない、に反対する、を非難する

59 479 désarmer を武装解除する、怒る気をなくさせる、 軍備を撤廃 [縮小] する、＜感情が＞和らぐ、おさまる

942 480 désavantager を不利にする
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1009 481 déséquilibrer のバランスを失わせる

1843 482 déserter ＜場所＞を離れる･見捨てる、＜党派･主義など＞を捨てる、
【軍】脱走する、義務を放棄する、信仰を捨てる

279 483 désespérer (〜 de qn/qc) (に) 絶望する、ひどく失望する、 を絶望させる、非常に悲しませる、の競争心をくじく 
(se) 絶望する、ひどく失望する、(se 〜 de 不定詞) を遺憾に思う

258 484 déshabiller の服を脱がせる、をあらわに見せる、の本性を暴く (se) 服を脱ぐ、＜コート･帽子等を＞脱ぐ

1636 485 déshonorer の名誉を汚す

1442 486 désigner を指し示す (de...で)、を指名･選任する、を意味する、を表示する･呼ぶ (par...で)、を的にする (se) 
に注目される

54 487 désinfecter を消毒する

669 488 désintéresser ＜債権者＞に弁済する、借金を返す (se) (de...に) 興味を失う、無関心になる

104 489 désintoxiquer の中毒を治す

218 490 désister 立候補を取り下げる、【法】(se 〜 de qc) ＜告訴･控訴等＞を取り下げる

716 491 désobéir (〜 à qn/qc) に従わない、背く

1308 492 désoler を深く悲しませる、を悲嘆にくれさせる、を困らせる･当惑させる (se) (de...を) 残念に思う

1489 493 désorganiser (組織など) を解体する･混乱させる

873 494 désosser の骨を抜く

1310 495 dessécher を乾燥させる、をひからびさせる

1816 496 desserrer を緩める、を緩和する･自由化する (se) ゆるむ

599 497 desservir (交通機関が) を結ぶ、に通じている、 から食器を下げる、＜人＞に損をさせる (se) 自身の行動で
損をする

1589 498 dessiner をデッサンする、(線で) 描く、を製図する、の形を描く (se) 形をなしてくる、はっきりしてくる、姿を現
す･浮かび上がる

742 499 dessouder のハンダ付けを離す、殺す･バラす

1771 500 dessoûler の酔いをさまさせる、酔いがさめる
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561 501 destiner (〜 A à B) AをBに充てる、AをBに向ける、 (se) を志す

1352 502 destituer ＜人＞を免職 [罷免] する、解任 [解職] する、(～ qn de qc) ＜人＞から … を剥奪する•取り上げ
る

650 503 détacher ＜衣服･布等＞の染みを抜く、を外す･ほどく･解き放つ、を切り離す･引き離す･はがす、を際立た
せる、を派遣する･出向させる、 (se) 外れる、ほどける、はっきり目立つ･浮き出る、リードする、心
が離れる、関心が薄れる (de...から)

1759 504 détailler を小売りする、をバラ売りする

48 505 détaler 一目散に逃げる、ずらかる

501 506 déteindre 色がおちる、色があせる、を退色させる (sur...に) 色が移る、影響を及ぼす

748 507 détendre をゆるめる、の緊張をほどく (se) ゆるむ、くつろぐ、和らぐ

720 508 détenir を保持･所持･保有する、を拘留･留置する

330 509 détériorer を傷める、を駄目にする、を台無しにする、 (se) 悪化する

809 510 déterminer を確定する、を決心させる、 (se) (à ...) する決心をする

1196 511 déterrer を掘り出す･発掘する、(隠されていたもの) を発見する

1414 512 détourner の進路･方向を変える、を引き離す (de...から)、を横領･着服する、の意味をねじ曲げる (se) 進路･
方向を変える (de...から)、顔をそむける、横を向く

189 513 détraquer を故障させる、の調子を崩す

143 514 détromper に誤りを悟らせる、の間違いを指摘する、 (se) 間違いに気づく

1410 515 détruire を破壊する、を絶滅させる、を廃棄する、を打ち砕く、を損なう (se) 自殺･自滅する、健康を害す
る、相殺する

94 516 dévaler 駆け下りる、転がり落ちる

1242 517 dévaliser ＜人•場所＞から金品を奪う、＜店＞の商品を大量に買い込む

1400 518 dévaluer ＜通貨＞の平価を切り下げる

1330 519 déverser を流し込む、を放出する、＜感情等＞をぶちまける (se) 流れ込む、あふれ出る

1790 520 dévêtir ＜人＞の服を脱がす (se) 服を脱ぐ、薄着になる
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487 521 dévier を迂回させる、をそらせる、＜光＞を屈折させる、 それる、ずれる、＜光が＞屈折する

1520 522 deviner を言い当てる、を解く、を占う、を察する･見抜く (se) かすかに見分けられる、推察される

1675 523 dévisager ＜(の顔)＞をジロジロと見る

266 524 deviser (文) 打ち解けて話し合う

1145 525 dévisser ＜ねじなど＞を抜く、＜ふたなど＞を回して開ける、 転落する、(スキーで) 滑落する、 (se) ねじな
どが抜ける、瓶などのふたがあく

1425 526 dévoiler の覆いを取る、を明らかにする (se) 明らかになる、現れる、ベールを脱ぐ

536 527 dévorer をむさぼり食う、をむさぼる

993 528 dévouer ＜努力･時間等＞をささげる (se) 献身的に奉仕する、＜人の嫌がることを＞あえて引き受ける

372 529 diffamer を中傷する、の名誉を毀損する

1566 530 différer を延期する、違う･異なる (de...と)、意見を異にする

778 531 diffuser を放送する、を広める

267 532 digérer を消化する、を身につける、を我慢する (se) 消化される、身につく

673 533 dilater を膨張させる、を膨らませる

1472 534 diluer を (水などで) 溶かす•薄める、を弱める、減じる、 (se) 溶ける、薄くなる、弱められる

717 535 diminuer を減らす、を弱める･和らげる、を衰弱させる、をおとしめる、の給料を下げる、 減る、値下がりす
る、弱まる･衰える

637 536 diriger を経営･指揮する

92 537 discerner を識別する、を判別する、を見 [聞き] わける、を見抜く

1631 538 discréditer の信用を失わせる、の権威を失墜させる、 (se) 信用 [評判] を失う

521 539 disculper の無実を証明する

96 540 disjoindre を分離する、引き離す (de...から)
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804 541 disloquer (接合部分･関節など) を外す

845 542 dispenser (〜 qn de 名/不) ＜人＞に...を免除する、(〜 qc à qn) ...を＜人＞に惜しみなく与える (se) を免れ
る、しないですます

1063 543 disperser を散乱させる、 (se) 散り散りになる

783 544 disposer を配置する･整える、(〜 qn à 名/不) ＜人＞を...する気にさせる、(〜 de qc) を自由に使える、を
意のままにする (se 〜 à 名/不) しようとしている、する準備をする、覚悟をする

1328 545 disqualifier を失格させる、の出場資格を剥奪する

1283 546 dissimuler を隠す (se) 隠れる

781 547 dissiper を晴らす･消し去る、の気を散らす、を浪費する (se) 晴れる、消える、気が散る

787 548 dissoudre を溶解させる、溶かす、＜議会等＞を解散する、＜契約等＞を解消する (se) 溶解する、解ける、
解散･解体･解消する

315 549 distancer を引き離す、に先行する

324 550 distiller / dis-ti-le / を蒸留する、をにじみ出させる、をかもし出す、を練り上げる、 (蒸留して) 蒸発分離する

277 551 distraire に気晴らしをさせる、の気をそらせる、を切り離す 気晴らしをする、楽しむ

193 552 diverger 分かれる･食い違う、対立する、分岐する、発散する、＜原子炉が＞臨界状態になる

201 553 divertir を楽しませる、の気を晴らす、の気をそらせる (de...から) (se) 気晴らしをする、楽しむ (à 不定詞 
...して)

268 554 diviser を分割する (en...に)、を分裂させる、仲たがいさせる、 (se) 分かれる、割れる

1080 555 divulguer を暴露する

1201 556 documenter を資料で裏付ける、 (se) 参考資料を集める

1382 557 dominer を支配･制覇する、を圧倒･凌駕する、の上にそびえる、を抑制する、の全体を把握する (se) 自制
する

334 558 dompter ＜猛獣など＞を飼いならす

1607 559 dorer に金箔を張る、を金色にする (se) 肌を小麦色に焼く

633 560 doser を調合する
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712 561 doter ＜人＞に持参金を持たせる、(～ A de B)ＡにＢを備え付ける•与える•授ける、 … に基金を出す、
… に歳費を支給する

494 562 doubler を2倍にする、二重にする、を追い越す･追い抜く、の吹き替えをする (se) 二重になる、兼ね備え
る、兼務する

1276 563 doucher にシャワーを浴びさせる、をひどくしかる、をがっかりさせる (se) シャワーを浴びる

1074 564 draguer ＜川等＞を浚渫する、をひっかける･ナンパする

157 565 dramatiser を誇張する、を騒ぎ立てる

344 566 dresser を (真っ直ぐに) 立てる･起こす、を組み立てる、を作成する、を調教する、を鍛え直す (se) 立ち上
がる、そびえ立つ、反対する (contre...に対して)

116 567 droper 疾走する

593 568 droquer (se) 麻薬中毒になる

439 569 durcir を固くする、を硬化させる、を強化する、を強固にする、を険しくする、 固くなる、硬化する (se) 固く
なる、硬化する、強硬になる

1577 570 ébattre (se) はしゃぎまわる

1479 571 éblouir の目をくらませる、を驚嘆させる、を眩惑する

183 572 ébouillanter (se)(熱湯で) やけどする

1257 573 ébouler 崩れる、崩れ落ちる (se) 崩れる、崩壊する

1837 574 ébranler を揺する、をぐらつかせる、＜人＞の気持ちをぐらつかせる、
(se) 揺れる、ぐらつく、＜列車･行列･組織などが＞動き出す

1430 575 écailler 鱗を落とす、 (se) ＜ペンキが＞ はげ落ちる

1739 576 écaler ＜クルミ・アーモンドなど＞の殻を取る、＜ゆで卵＞の殻をむく (se) (クルミなどの) 殻が取れる、
(木材が) 薄くはがれる

110 577 écarquiller (目を) 大きく見開く

1163 578 écarter を離す、を遠ざける、を引き離す、を取り除く、を排除する、を退ける、を遠回りさせる、をそらせる 
(se) (de... から) 離れる、遠ざかる、分かれる、散らばる

1128 579 échafauder を組み上げる、を作り上げる、(足場にするため) … を積み上げる、 足場を組む

1690 580 échanger を交換する、を取り換える、を交わし合う
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1016 581 échapper ＜〜 à qn/qc＞から逃げる･逃れる･免れる、に気づかれない、の理解を越える、の手に入らない、
からふと漏れる (se) 逃げる、脱走する、漏れる、(こっそり) 立ち去る･抜け出す

1554 582 écharper (刃物で) ＜人＞ に重傷を負わせる、を惨殺する、ひどい目に会う

1230 583 échouer 失敗･挫折する、(〜 à 不定詞) ...することに失敗する、座礁する、(予定外の場所に) 行き着く･とど
まる (se) 座礁する

1390 584 éclabousser ＜車などが＞ をはねかける

931 585 éclaircir を明らかにする、を解明する、(の色調) を明るくする、を薄く･まばらにする (se) 明るくなる、晴れ
る、明らかになる、薄くなる、まばらになる、咳払いしてのどを軽くする

1182 586 éclater 破裂する、突然鳴り響く、勃発する、むき出しになる、分裂する、はっきり現れる、怒りを爆発させ
る、(〜 en + 無冠詞名詞) 突然...する、(〜 de + 無冠詞名詞)...で満ち溢れている、一躍有名にな
る、(se) (楽しくて) 夢中になる

448 587 éclore 孵化する、(花や才能などが) 開花する、出現する

694 588 écœurer 人に吐き気を催させる、胸をむかつかせる、嫌悪感を起こさせる、のやる気を失わせる、をゲンナ
リさせる

842 589 éconduire ＜人＞を追い返す、を追い払う、の要求を拒絶する

611 590 économiser を節約･倹約する、を貯金する (sur ... について) 節約する･切りつめる

99 591 écorcer ＜木・果物など＞の皮をはぐ•むく

508 592 écorcher (皮など) を剥ぐ、に不快感を与える、 (se) すりむく

585 593 écouler を流通させる、を売りさばく (se) (水･時などが) 流れる、過ぎ去ってゆく

117 594 écourter を短縮する

1376 595 écraser を押しつぶす、を砕く、を轢く、を圧迫する、を撃破･圧勝する、＜ファイル＞を上書きして消す (se) 
つぶれる、砕ける、墜落する、押し合いへし合いする、おとなしく引き下がる

2 596 écrier (s') 叫ぶ、大声で言う

1321 597 écrouler (s') (建物等が) 崩れ落ちる、崩壊する、倒壊する、崩れ去る、消える、倒れ込む

1166 598 écrouler (se) ＜建物などが＞崩れ落ちる、崩壊する

269 599 édifier を建造する、建立する、を築き上げる、を構築する、に真相を知らせる、を感化･教化する

1292 600 éditer を出版する、を発行する、を校訂する、を編纂する、を製作販売する
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302 601 éduquer を教育する、をしつける、 ＜能力・器官など＞を訓練する•鍛練する

1498 602 effacer を消す、を抹消する、を忘れさせる、を目立たなくする、を見劣りさせる (se) 消える、わきへ寄る

1179 603 effectuer を行う、を実行する、を実施する (se) 行われる

1777 604 effeuiller ＜花弁など＞をむしる、の葉を落とす

1263 605 effleurer に軽く触れる、をかすめる

251 606 effondrer (s') 崩れ落ちる、崩壊する、崩れ去る、倒れる、屈服する、降参する、暴落する

4 607 efforcer (s') (s' 〜 de 不定詞) しようと努める (s' 〜 à 名詞) ... に努める

1336 608 effrayer を怖がらせる、をおびえさせる、をたじろがせる (se) におびえる、ぎくっとする、たじろぐ

580 609 égaler に等しい、に匹敵する (se) (à ... に) 匹敵する、対等である

1792 610 égaliser を均等にする、を平等にする

526 611 égarer を置き忘れる、を紛失する、を道に迷わせる、を誤らせる、を惑わせる (se) 道に迷う、はぐれる、紛
失する、本題からそれる、散らばる、錯乱する

1167 612 égayer を陽気にする、を楽しくさせる、を華やかにする、を彩る、を明るくする (se) 陽気になる、楽しむ、気
晴らしをする

878 613 égorger の喉を切って殺す

965 614 égosiller (se) / e-go-zi-je / 大声で叫ぶ

970 615 égoutter の水を切る

1031 616 égratigner をひっかく、にすり傷をつける、を軽く皮肉る、を軽く批判する、 (se) 引っ掻き傷を負う、すりむく

389 617 égrener から実•種をとる

500 618 éjecter を投げ出す、を放り出す、をはじき出す、を噴き出す、を追い出す、を締め出す (se) 機外に脱出す
る

554 619 élaborer を入念に作り上げる、練り上げる、推敲する、を生成する (se) 入念に作り上げられる

314 620 élancer をそびえ立たせる、＜傷などが＞に痛みを与える (se) 突進する、駆け出す、飛び出す、そびえ立
つ、すらりと伸びる
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1548 621 élargir の横幅を広げる、を広く見せる、を幅広くする、を拡大する、【法律】を釈放する、 肩幅が広くなる、
がっしりした体格になる、 (se) (幅が) 広がる、拡大する

1416 622 électrocuter を感電死させる

1351 623 élever を上げる、を高くする、を建てる、を築く、を育てる、を教育する、を提起する、を昇進させる、を向上
させる (se) 高く上がる、のぼる、高まる、達する、そびえ立つ、わき起こる、昇進する

1118 624 éliminer を取り除く、を除去する、を排除する、を抹消する、をふるい落とす

471 625 émanciper を解放する、を自由にする、【法律】＜未成年者＞の親権 [後見] を解除する (se) 自由になる、解
放される、気ままに振る舞う

1619 626 émaner (光･熱･香り･魅力などが) 発散する、漂い出る、(権限･決議などが) 発する、発せられる、由来する

1616 627 emballer を梱包･包装する、を熱中･興奮させる、を過度に回転させる、を逮捕する、をナンパする (se) 
(pour... に) 夢中になる、興奮する、暴走する

754 628 embarquer 乗り込む、乗船 [搭乗･乗車] する、 を乗せる･積み込む、を巻き込む、を連れて行く、を逮捕する 
(se) 乗船 [搭乗･乗車] する、(事件等に) 乗り出す

292 629 embarrasser ＜場所•人＞の邪魔になる、＜人＞を困らせる (s' 〜 de qn/qc) ＜邪魔なもの＞を抱え込む、を持
て余す 【多く否定表現で】(s' 〜 de qc) を心配する･気にかける、 (s' 〜 dans qc) に行き詰まる･も
たつく

1391 630 embaucher を雇う、採用する、を呼び寄せる (se) 雇われる

255 631 embellir を美しくする、をきれいにする、を美化する、さらに美しくなる (se) 自分を美しくする、美化される

1030 632 embêter を困らせる、をうるさがらせる、をうんざりさせる (se) うんざりする、困る、退屈する

1218 633 emboîter をはめ込む、 (se) にピッタリはまる

1059 634 embouteiller を渋滞させる、をふさぐ、を詰まらせる、＜電話回線など＞を飽和状態にする

534 635 emboutir (衝突などにより) 凹ます

1243 636 embrasser にキスをする、を見渡す、を全体的に把握･理解する、を含む、を選ぶ、を採用･支持する (se) キス
しあう

711 637 embrocher を串に刺す

133 638 embrouiller をもつれさせる、を紛糾させる、 (se) 訳が分からなくなる

62 639 émettre (光･音･熱など) を発する、を放出する を表明する、を述べる、を放送する、を送信する、を発行す
る

859 640 émietter を細かく砕く
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1194 641 emmagasiner を倉庫に入れる、をため込む、を蓄える、を頭に入れる、を記憶にとどめる

166 642 emmêler を紛糾させる

1805 643 emménager 入居する、引っ越す、を新居に移す

127 644 emmitoufler (se)(毛布などで) 身を包む

1024 645 emmurer ＜落盤などが人＞を閉じ込める

1658 646 émouvoir を感動させる、に感銘を与える、を動揺させる、を動転させる (se) 感動する、動揺する

1029 647 empailler を剥製にする

130 648 emparer (s') (s' 〜 de qc) を奪い取る･占領する、を捕まえる

1469 649 empêcher を妨げる (se) (s' 〜 de 不定詞) ...することを我慢する、こらえる

410 650 empester を臭くする、の悪臭を放つ

877 651 empêtrer の身動きを取れなくさせる、(se) 身動きが取れなくなる

371 652 empierrer に砂利を敷く

1228 653 empiéter (〜 sur qc) を侵す、侵食･侵害する

512 654 empiler を積み重ねる、を山積みにする、を詰め込む、をため込む、＜人＞をだまして金品をせしめる

322 655 empirer 悪化する、を悪化させる

1701 656 empoigner をつかむ、を握る、＜人＞を引き止める•逮捕する、＜人＞の心をとらえる、 (se) つかみ合いの喧
嘩をする、言い争う

1350 657 empoisonner に毒を盛る、に中毒を起こさせる、をうんざりさせる、を煩わせる、を汚染する、を台無しにする 
(se) 毒を飲む、服毒死する、中毒を起こす、台無しになる

1049 658 empoissonner に魚を放流する

740 659 emporter を持っていく、を持ち去る、を吹き飛ばす、押し流す、を突き動かす、を駆り立てる、の命を奪う (se) 
かっとなる、激高する、逆上する (contre...に対して)

1131 660 empreindre に刻み込む、に刻印する (se) (s' 〜 de qc) ...が刻まれる、...を帯びる
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816 661 empresser (s') (s' 〜 de 不定詞) 急いで...する、 (s' 〜 auprès [autour] de qn) ...に対してあれこれと気を配る、
ちやほやする

1124 662 en faire voir (de belles, de dures, de toutes les couleurs) à qn… をひどい目にあわせる

1586 663 encadrer を額にいれる、を囲む、を統率･指揮する (se) 縁取られる、囲まれる、(dans ... の中に) 姿を現す

185 664 encager ＜鳥•動物＞をかご [檻] に入れる

1427 665 encaisser ＜代金＞を受領•領収する、取り立てる、＜手形など＞を現金化する、 ＜打撃・侮辱など＞を受け
る•耐え忍ぶ、 (se) 両側を挟まれる

710 666 encercler を包囲する、を丸で囲む

736 667 enchaîner を鎖でつなぐ、を服従させる、(言葉等) を連結させる、会話をつなぐ (se) (論理的に) つながる、連
関する、隷属する

919 668 encombrer をふさぐ、邪魔する、(〜 A de/avec B) AをBでいっぱいにする、を飽和状態にする (se) (s' 〜 de 
qn/qc) を抱え込む、しょい込む

1447 669 encourager を励ます、を元気づける、奨励･助成する、を助長する

752 670 encourir (非難･罰等) を受ける

1462 671 enculer ＜人＞のおかまを掘る

1537 672 endetter に借金させる (se) 借金する

223 673 endeuiller を深く悲しませる

83 674 endommager に損害を与える、を破損する

1494 675 endormir を眠らせる、を退屈させる (se) 眠り込む、怠ける

546 676 enduire (〜 A de B) BをAに塗る、＜表面＞を覆う (se) (s' 〜 de qc) を体に塗る

718 677 endurcir を鍛える、を強くする (à… に対して)、 (se) ＜体が＞強くなる

640 678 énerver をいらだたせる、の神経を高ぶらせる、を衰弱させる、を無気力にさせる (se) いらだつ、神経が高
ぶる

857 679 enfermer を閉じ込める、をしまい込む、を取り囲む (se) 閉じこもる、引きこもる

922 680 enfiler に糸を通す、を身につける
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1072 681 enflammer に火をつける、に炎症を起こさせる

1439 682 enfler ＜体の部分が＞はれる、＜人が＞むくむ、 ＜体の部分＞をはれ上がらせる、 量を増す、増大す
る、の量を増やす•大きくする (se) はれる、ふくらむ、大きくなる、(s'～ de qc) … で得意満面にな
る、… を鼻にかける

176 683 enfoncer を (深く) 打ち込む、を深くかぶる、を打ち破る、を (悪い状態に) 陥れる、を打ち負かす、はまり込
む、沈む (se) 入り込む、へこむ･くぼむ、没頭する

700 684 enfouir を埋める、をしまい込む (se) 埋まる、もぐる、隠れる

173 685 enfourner をオーブンに入れる

727 686 enfreindre ＜法律等＞に違反する･背く

1060 687 enfuir (s') 逃げ去る、(時などが) 過ぎ去る、消え去る

73 688 engager を雇い入れる、を拘束する、(〜 qn à 名詞/不定詞) ＜人＞に...を強く促す、を入り込ませる、を開
始する、を巻き込む (se) (s' 〜 à 名詞) ...を約束する•誓う、の義務 [責任] を負う、志願する、

1832 689 engendrer ＜子＞を作る、を生み出す･引き起こす

1475 690 englober を含める、を勘定に入れる

159 691 engloutir を飲み込む、をむさぼり食う

490 692 engouer (s') (〜 de/pour qn/qc) に夢中になる、に熱中する

1794 693 engouffrer を (大量に) 投げ込む、をほうり込む、＜財産など＞を使い尽くす、をむさぼり食う、 (se) ＜風•水な
どが＞激しく吹き込む、＜群集などが＞なだれ込む

318 694 engourdir をしびれさせる、無感覚にする、の活動を鈍らせる、をぐったりさせる (se) しびれる、無感覚にな
る、活動が鈍る、ぐったりする

1723 695 engraisser を肥育する

1199 696 engueuler ＜人＞をどなりつける、を罵倒する、を叱りつける (se) どなり合う、ののしり合う

93 697 enguirlander を花飾りで飾る、＜人＞をどなりつける、叱りつける

924 698 enivrer を酔わせる、を陶酔させる、をうっとりさせる (se) 酔う (à ... が原因で)、うっとりする (de ... につい
て)

850 699 enjoindre (〜 à qn de 不定詞) ＜人＞に...するように命令･厳命する

1772 700 enlaidir を醜くする
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830 701 enlever を取り去る、を削除する、を脱ぐ、を運び出す、を誘拐する、(〜 A à B) BからAを取り上げる、を獲
得する、を演じる (se) 運べる、消える、売れる

194 702 enliser (se) にはまり込む、にのみ込まれる

1244 703 enneiger を雪で覆う

1254 704 ennuyer を困らせる、を心配させる、を邪魔する、を退屈させる、をウンザリさせる (se) 退屈する、ウンザリ
する、(s' 〜 de qn/qc) ... を懐かしがる

37 705 énoncer を (はっきりと) 述べる、を陳述する、を言明する (se) 言い表される、表現される、自分の考えを述
べる

822 706 enquérir (s') (〜 de qn/qc) ...を調べる･尋ねる･問い合わせる

402 707 enquêter を調査･捜査する

791 708 enraciner を根づかせる、を深く植え付ける、を定着させる (se) 根を張る、深く根を下ろす、定着する

709 709 enrayer ＜機械・銃＞を故障させる、… の進行をはばむ、… を阻止する (se) ＜機械・銃が＞故障する、進
行が止まる

1130 710 enregistrer を録音･録画する、をチェックインする、を記録･記憶する、を登録する

1522 711 enrhumer ＜人＞に風邪をひかせる (se) 風邪を引く

819 712 enrober を包む･くるむ

661 713 ensemencer の種をまく

472 714 ensevelir を埋める、を呑み込む

1039 715 ensuivre (s') 起こる･生じる、(それに) 続く ※不定形と３人称でのみ用いる。複合時制ではenが分離し、il s'en 
est suiviのようになる。

1358 716 entacher ＜評判等＞をけがす•損なう

1274 717 entailler に切り込みを入れる、 (se) 自分の ... を深く切る

634 718 entamer に (最初に) 手をつける、を食べ [飲み･使い] 始める、に取りかかる、に着手する、に傷をつける、
を打ち破る

1762 719 entasser を積み上げる、＜人＞を詰め込む、＜金＞をため込む、を繰り返す (se) ＜人が＞ひしめき合う、
すし詰めになる、積み重なる

155 720 enterrer を埋める、を埋葬する、に終止符を打つ、を秘める (se) 引きこもる
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1223 721 entêter ＜香りなどが＞...の頭をふらふらさせる (se) (〜 dans 名詞；〜 à 不定詞) に固執する、熱中にな
る

199 722 enthousiasmer / ɑ̃-tu-zjas-me /を熱狂させる、感激させる、夢中にさせる (se) に熱狂する、感激する (pour ...に)

1767 723 entortiller (dans... に) をくるむ

254 724 entourer を取り囲む、(〜 A de/en B) AをBで囲む･包む、＜人＞の身辺を取り巻く (se) (s' 〜 de...) ...に取
り囲まれる･取り巻かれる

1019 725 entraider (se) 助け合う

1729 726 entraîner を押し流す、を連れて行く、を巻き込む、 (〜 qn à 不定詞) ＜人＞を...するようにしむける、 を引き
起こす、を訓練･トレーニングする、 の心を引きつける･魅了する (se) トレーニング･訓練する、練
習する (à ...の)

89 727 entraver を妨げる、を邪魔する、に足かせをはめる、 ... が分かる

25 728 entrebâiller を少しだけ開ける、を半開きにする

1027 729 entrechoquer (se)ぶつかり合う

724 730 entrelacer を組み合わせる、を交錯させる

1815 731 entreposer を倉庫に入れる、を一時的に預ける

1552 732 entreprendre を企てる、に取りかかる、に着手する、 ... に長々と話を聞かせる

587 733 entretenir を (同じ状態に) 維持する、の手入れをする、を養う、(〜 qn dans qc) ＜人＞を...の状態に置き続
ける、(〜 qn de qc) ＜人＞に...について話す、(se) 話し合う (de...について)、保たれる、維持され
る

154 734 entrouvrir を少し開ける、半開きにする (se) すこし開く、半開きになる

1765 735 envahir に侵入･侵略する、氾濫する･はびこる、(感情等が) ... を満たす

289 736 envelopper を包む･くるむ、を覆う、を包囲する (se) (s' 〜 dans ...) ...に身を包む･に頑なに閉じこもる、 (s' 〜 
de ...) ...に包まれる

1623 737 envenimer を険悪にする、を悪化•化膿させる、 (se) ＜傷が＞化膿する･悪化する

767 738 envier をうらやむ、ねたむ (〜 A à B) Bの持つAを羨む (〜 A de 不定詞) Aが...するのをうらやむ

1796 739 envisager を考察･検討する、を考慮する、を計画する、を企てる、(〜 A comme B) AをBとみなす

925 740 envoler (s') 飛び立つ、吹き飛ばされる、舞い上がる、過ぎ去る、消え去る、紛失する
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181 741 épaissir を厚くする、を濃くする

1735 742 épanouir ＜花＞を開かせる、＜翼･帆など＞を広げる･伸ばす、を晴れやかにする、を輝かせる、を成熟させ
る (se) 咲く、(才能･文化などが) 開花する、晴れやかになる、のびのびと育つ、成熟する

572 743 épargner を貯蓄･貯金する、を節約･倹約する、＜労力など＞を惜しむ、(〜 qc à qn) ＜人＞に ... を免じる、
を容赦する、を寛大に扱う (se) を惜しむ、を免れる

126 744 éparpiller / e-par-pi-je / を (あちこちに) 散らす•ばらまく•分散させる、 ＜力•才能など＞を散漫にする•浪費
する

332 745 épater をびっくりさせる、をあっと言わせる

1606 746 épauler (銃など) を肩で支える、に力を貸す

23 747 épeler の綴りを言う、をたどたどしく読む

45 748 épier をスパイする、を待ち受ける

865 749 épingler をピンで留める、を逮捕する、を牢にぶち込む

659 750 éplucher ＜果物・野菜など＞の皮をむく、の不用部分を除く、を子細に調べる、のあら探しをする

596 751 éponger を吸い取る、をふく･ぬぐう、を吸収･解消する (se) 自分の体 [顔] をふく、自分の ... をふく

1139 752 épouser と結婚する、にぴったり合う、に賛同する･与 (くみ) する、＜利害＞を共にする (se) (2人が) 結婚
する

1079 753 épousseter のホコリを払う

276 754 épouvanter ＜人＞を恐怖に陥れる•おびえ上がらせる、＜人＞を不安にさせる•慄然（りつぜん）とさせる (se) 
恐怖に陥る、おびえる、慄然 (りつぜん) とする

794 755 éprendre (s') (〜 de qn/qc) に夢中になる、に熱中する

1269 756 éprouver を試す、をテストする、を感じる、を覚える、を辛い目にあわせる、に被害を与える、を被る、を知る･
悟る (se) 感じられる、試される、試練にあう

131 757 épuiser を使い果たす、をカラにする、をクタクタに疲れさせる、を疲労困憊にさせる、を疲弊させる (se) 尽
きる、底をつく、疲れ果てる、グッタリする、(s' 〜 à 不定詞) ... して疲れ果てる

1224 758 épurer の不純物を取り除く、を純化する

225 759 équilibrer を釣り合わせる、のバランスをとる、を均衡させる (se) 釣り合いがとれる、互いに釣り合う、補い合
う

1394 760 équiper に装備を施す、の設備を整える (se) 装備 [設備] を整える、身支度をする、(地域などが) 開発され
る
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1176 761 érafler に擦り傷をつける、 (se) 自分の ... に擦り傷を負う

982 762 éreinter を相当疲れさせる、を酷評する、 (se) (à... で) 疲労困憊する

1356 763 éroder を浸食する、を腐食する

1668 764 escalader によじ上る

981 765 escompter ＜手形＞を割引する、を期限前に受け渡してもらう、を期待する･見込む

1335 766 escorter を護衛する、を護送する

1599 767 escroquer (～ qc à qn) ＜人＞から … をだまし取る•詐取する、 ＜人＞に詐欺を働く•だます

1012 768 espacer に間隔を空ける、に間を置く、 (se) 間隔が空く、間遠になる

180 769 espionner をスパイする、を探る･見張る･嗅ぎ回る

13 770 esquinter を壊す、をだめにする、 (se) 自分の ... を傷める

1120 771 esquiver をかわす、を巧みに逃れる、 (se) こっそり逃げ出す

1250 772 essorer を脱水する、の洗濯物を絞る

1761 773 essouffler (se) 息が切れる

1507 774 essuyer をふく･ぬぐう、をふき取る、を被る･受ける、 (se) 自分の体をふく、自分の...をふく

449 775 estropier に身体の障害を与える、の手足をきかなくさせる、＜語•文章など＞をゆがめる、(se) 手足がきか
なくなる、手足に支障が生じる

205 776 établir を設置する、を設ける、を据える、を確立する、を築き上げる、を立証･証明する、を作成する、を校
訂する、を自立させる (se) 居を定める、住みつく、商売を始める、開業する、身を固める、家庭をも
つ

610 777 étaler を広げる、を陳列する、を塗る、を長期にわたらせる、を見せびらかす、を暴露する、を長々と述べ
る、を打ち倒す (se) 広がる、露呈する、暴露される、自分を誇示する、長期に分割される

1343 778 éteindre を消す、を消し止める、を止める、を切る、の輝きを失わせる、(〜 la soif) の渇きをいやす、【法律】
(権利･義務･負債など) を消滅させる (se) 消える、弱まる、意気消沈する、＜種族･血統などが＞
絶える

1660 779 étendre を広げる、を伸ばす、を薄くのばす、を横たえる、を拡張する、＜液体＞を薄める (se) 横になる、
広がる、及ぶ、(sur...) について長々と話す

1047 780 éterniser をだらだらと長引かせる、を不滅にする、 (se) 長引く、いつまでも終わらない
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1001 781 éternuer くしゃみをする

1420 782 étiqueter / e-ti-k(ə-)te / ＜商品•荷物など＞に札•ラベルをはる、＜人＞にレッテルをはる、＜人＞を党派分
けする

310 783 étirer (se) 伸びをする

923 784 étoffer ＜作品・内容＞をふくらませる•肉づけをする、＜人＞を肉づきよくさせる、＜衣服＞を生地をたっ
ぷり使って作る (se) ＜人が＞太る•肉がつく、＜作品の＞内容が豊かになる

1437 785 étonner を驚かせる、をびっくりさせる、に意外な感じを与える (se) 驚く、びっくりする、意外に [いぶかしく] 
思う、(s' 〜 de 名詞/不定詞) ... に驚く

452 786 étouffer の息を詰まらせる、を窒息させる、を息苦しくさせる、をかき消す、を押し殺す、をもみ消す、を鎮圧
する、の成長を妨げる、をダメにする、を悩ませる、を盗む、 息苦しい、息が詰まる、窒息する、
(se) 息が詰まる、窒息する、押し合いへし合いする

738 787 étourdir の頭をぼうっとさせる、をクラクラさせる、を和らげる、を鎮める (se) 頭がぼうっとなる、酔う (de... 
で)、気を紛らす、気晴らしをする

386 788 étrangler を絞殺する、の首を締める、を抑圧する

1270 789 étreindre を抱きしめる、を締め付ける、を握りしめる、の胸を締めつける (se) 互いに抱きしめ合う

357 790 étrenner / e-trε[e]-ne / を初めて使う、の使い初めをする

105 791 évacuer を立ち退かせる、を避難させる、 から退去･退出する、を排出･排泄する (se) 排出される、カラにな
る

1802 792 évader (s') 脱走する、逃亡する、抜け出す、逃避する、気をまぎらす

463 793 évanouir (s') 気を失う、気絶する、＜希望などが＞消え失せる、姿をくらます

1490 794 évaporer (se) 蒸発する、気化する

1062 795 éveiller を呼び起こす、を目覚めさせる、(à ...) ...に興味を抱かせる (se) 目覚める (à ... に)、眠りから覚め
る

947 796 éventer をあおぐ、に風を送る、を風に当てる、 ＜秘密など＞を暴く (se) 自分をあおぐ、気が抜ける、＜秘
密などが＞暴かれる･明るみに出る

229 797 éventrer の腹を割く

1438 798 évider をくり抜く

807 799 évincer (策を弄して) ＜人＞を排除する•追い出す

360 800 éviter を避ける、を控える、を慎む、(〜 qc à qn) ＜人＞に ... を免れさせる (se) を免れる、を避ける、互
いに避ける
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624 801 évoquer を思い起こす、を思い出す、を思い起こさせる、を喚起させる、を連想させる、＜問題など＞に言及
する、を (魔法などで) 呼び出す･降霊する

1618 802 exagérer を誇張する、を大げさに言う、を (過度に) 強調する、を目立たせる (se) を大げさに考える、を過大
視する

27 803 exaspérer を苛立たせる･怒らせる、を激しくする、を募らせる (se) いらだつ、怒る、激しくなる

152 804 exciter を興奮させる、を刺激する、をかき立てる･催させる、の興味を引く (se) 興奮する、高ぶる、夢中に
なる (sur... に)

478 805 exclure を追い出す、を締め出す、を除外する、と相容れない、と両立しない (se) 脱会する、両立しない

940 806 exercer を訓練する、を鍛える、を営む、に従事する、を行使･発揮する、を及ぼす･与える (se) 訓練する、
練習する、 (s' 〜 sur ...) ...に対して及ぼされる (s' 〜 contre ...) ...に対して発揮される

846 807 exhaler を発散する･発する、を吐き出す･もらす、をあらわにする、 (se) 発散される、立ち込める、あらわに
される

1387 808 exhiber を提示する、を見せびらかす、をひけらかす、を見世物にする (se) 自分を見せびらかす、人前に
でる

835 809 exhorter (～ qn à 名詞 [不定詞]) ＜人＞に … を […するように] 勧める•励ます•説得する

1434 810 exiger を (強く) 要求する、求める (de... に対して)、を必要とする

853 811 exiler を国外追放にする、を流刑にする、 (se) 亡命する、隠棲する

945 812 expatrier (se) を国外に移す、 (se) ... の祖国を去る

1646 813 expédier を発送する、を送る、を手早く片づける、を送る･追い払う、を彼の世に送る

649 814 expirer 息を吐く、期限が切れる、息を引き取る ＜息など＞を吐き出す

510 815 expliciter をはっきり述べる、を明文化する

1042 816 exploiter / εks-plwa-te / を開発•開拓•経営する、 を活用する•上手に利用する ＜人＞を搾取する、＜弱み
など＞につけ込む

1162 817 explorer 探検･調査する

285 818 exposer を展示･陳列する、を述べる、を説明する、にさらす (à ... に)、 (se) に身をさらす、危険を冒す

1726 819 exprimer を表現する、を表示する、＜果汁など＞を搾り出す (se) 自分の考えを述べる、表現される

1806 820 exproprier を収用する、を接収する
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1749 821 expulser を (強制的に) 退去･追放する (de... から)、を排出･排泄する

1075 822 exterminer を皆殺しにする、を撲滅する

297 823 extorquer をねだって取る、をだまし取る

811 824 extraire を引き抜く、を摘出する、を採掘する、を抽出する、を抜粋する、【数学】＜根など＞を求める (se) 
から苦労して抜け出る、精神を集中する、引き抜かれる

755 825 fâcher の気分を害する、を怒らせる、を仲たがいさせる (se) 気を悪くする、腹を立てる、仲たがいする、
(se 〜 avec qc) (学科など) がさっぱり分からなくなる

1684 826 facturer の請求書 [送り状] を作成する

76 827 faiblir 弱くなる、衰える、弱気になる、くじける、たわむ

984 828 faillir 危うく...する、もう少しで...する、(à... に) 違反する･背く、＜気力が＞萎える

1568 829 faner ＜草花＞をしおれさせる、＜刈り草＞を乾かす、＜色･容姿など＞をあせさせる、を衰えさせる、 
(se) ＜草花が＞しおれる、＜色･容姿などが＞あせる･色艶を失う

399 830 farcir に詰め物をする、を詰め込む (se 〜 qc de 無冠詞名詞複数形) 自分の ... を ... でいっぱいにす
る、をたらふく食う、を我慢する、を耐える

1081 831 farder (se) 化粧する

210 832 fasciner を魅惑･魅了する、の目をくらませる

579 833 fausser をゆがめる、を曲げる、をねじ曲げる、を狂わせる

82 834 favoriser を優遇する、を有利に取りはからう （⇔ défavoriser冷遇する）、 ＜物事が＞ … に有利に作用す
る•幸いする、 ＜産業など＞を助成する•促進する、 ＜悪徳など＞を助長する、 (文) (～ A de B) A
にBを授ける•恵む

990 835 feindre のふりをする、に見せかける 本心を隠す、人を誤らせる、【馬術】＜馬が＞軽く跛行 (はこう) する

1209 836 fêler にヒビや割れ目を入れる、 (se) ヒビが入る

1757 837 féliciter を祝福する、をほめたたえる、を称賛する (se 〜 de 名詞/不定詞) を喜ぶ、を嬉しく思う、祝い合
う、たたえ合う

1353 838 fendiller に細かなヒビを入れる、をヒビ割れさせる、 (se) 細かなヒビが沢山入る

907 839 fendre を (縦に) 割る･裂く、にヒビを入れる、を引き裂く、を痛ませる、をかき分ける (se) 割れる、裂ける、
ひび割れる、張り裂ける

671 840 fermenter 発酵する、沸き立つ、高ぶる
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212 841 feuilleter のページを (ぱらぱらと) めくる、走り読みする

190 842 ficeler を紐でくくる、を紐で縛る

309 843 ficher をカードに記載する、をブラックリストに載せる、＜釘・杭など＞を打ち込む･突き立てる、(se) 突き
刺さる、をする･やる、を (乱暴に) 置く、をくらわす、(se) をバカにする、を無視する、を問題にしな
い、(場所･状態に) 身を置く･投じる

10 844 fienter ＜鳥獣が＞糞をする

1745 845 fier (se) (〜 à qn/qc) を信頼･信用･頼りにする

1687 846 figer を固まらせる、を凝固させる、を身動きできなくする、 (se) 固まる、凝固する、身動きしなくなる

1473 847 filer を尾行する、を紡ぐ、を糸状にする、＜比喩など＞を敷衍する 急いで行く、突っ走る、速く進む･過
ぎる、たちまちなくなる、糸を引く、ねっとりする

1736 848 filmer (映画など) を撮影する

630 849 filtrer を濾過する、を検閲する、を検問する、 (se) しみ出す、しみ込む

868 850 fissurer にひび割れを生じさせる、を裂く、を割る、 (se) ひびがはいる、亀裂を生じる

418 851 fixer を固定する、を取り付ける、を決める･定める、(sur... ) をじっと見つめる、を記憶にとどめる、を
はっきりさせる、を定住させる (se) 住居を定める、落ち着く、固定･定着する、決まる

954 852 flairer を嗅ぎつける

1299 853 flâner ぶらぶら歩く、気ままに散歩する、グズグズする、のらくらする

879 854 flanquer をたたきつける、をほうり出す、を食らわせる、(〜 A de B) BをAの側面に並べる、＜人＞に付き添
う･同伴する (se) (地べたに) 倒れる、

1523 855 flatter にお世辞を言う、＜栄誉などが＞ ... を満足させる、 (se) を自慢する

1813 856 flécher を矢印で示す

1248 857 fléchir を曲げる、を弛める、の気持ちを揺るがす、を和らげる、をなだめる、 曲がる、たわむ、しなる、＜
気持ち･態度などが＞ぐらつく、屈する、

502 858 flétrir を非難･糾弾する、を傷つける、をけがす、 をしおれさせる、の価値 [品位] を失わせる、＜色＞を
あせさせる (se) しおれる、生気を失う、色あせる

140 859 fleurir 花が咲く、開花する、栄える、 を花で飾る、＜文章など＞を飾る (se) 自分の胸に花を挿す

906 860 flotter 雨が降る、 (水面に) 浮く･漂う、(空中に) たなびく、＜表情などが＞浮かぶ、＜考えなどが＞揺れ
動く



Alphabet_Order

44

1377 861 flouer をだます

1386 862 foirer 失敗する、しくじる、不発に終わる、腹が下る

934 863 foisonner 豊富にある、充満している、に富んでいる、でいっぱいである、増加･増大･膨張する

916 864 foncer ＜杭＞を打ち込む、＜井戸など＞を掘る に飛びかかる、に襲いかかる、突き進む、急いで行く、
突っ走る の色を濃くする、＜の色が＞濃くなる

1058 865 fonder を創設する、を設立する、...の根拠になる、...を正当化する (se) (sur... に) 基づく･根拠を置く

443 866 fondre を溶かす、を鋳造する、を融合させる、を合併する、溶ける、急速に減る、消える、おさまる･なごむ 
(se) (1つに) 合わさる･溶け合う･混ざり合う、溶け込む･まぎれ込む

57 867 forger ＜金属＞を鍛える、＜人格など＞を鍛え上げる、＜新語など＞を作り出す (se) 鍛えられる、を考
え出す･思い描く

574 868 formuler を述べる、を表現する、を書式に従って書く

252 869 fortifier ＜体＞を強く･丈夫にする、を強化する、を鍛える、を強固にする (se) 強くなる、たくましくなる、強
まる

1505 870 fossiliser を化石にする、を化石化する、を時代遅れにする、 (se) 化石になる、化石化する、時代遅れにな
る、硬直化する

1051 871 foudroyer を雷でうつ、を即死させる、を驚愕•震撼させる

1755 872 fouetter を鞭で打つ、を泡立てる

623 873 fouiller をくまなく探す、の所持品を調べる、を掘り返す、を深く掘り下げる (se) 自分のポケットを探る

539 874 fouler を押しつぶす、を圧搾する、を打ちなめす、を捻挫させる、を踏む (se) 自分の ... を捻挫する･くじ
く、苦労する、骨を折る

1237 875 fournir を提供･支給する、を提示する、を納入する、を産出･生産･輩出する、を成し遂げる (se) (日常の) 
買い物をする、日用品を調達する

692 876 fourrer を突っ込む、を放り込む、を押し込む、に中身を詰める (se) に入り込む、に身を置く

797 877 foutre をする･やる、を (乱暴に) 置く･ほうる、を食らわす、ヤる (se) (se 〜 de qn/qc) をバカにする、を無
視する、を問題にしない、(場所･状態に) 身を置く･投じる

1458 878 fracasser を打ち砕く、を粉砕する

1562 879 fracturer をこじ開ける、を壊す、＜骨＞を折る (se) 自分の ... を骨折する

1614 880 fragmenter を粉々に砕く、を断片に分ける、をばらばらにする
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31 881 fraîchir ＜天候が＞肌寒くなる、涼しくなる

617 882 franchir を越える、＜物が＞ ... をまたいでいる、＜障害など＞を乗り越える

789 883 frauder に不正行為を働く、不正行為を行う (〜 sur qc)、をごまかす

1629 884 frayer ＜道＞を切り開く、(～ avec qn) ＜人＞と付き合う、＜魚が＞産卵する、 (se) ＜道＞を自分のた
めに切り開く

1516 885 fredonner を口ずさむ、をハミングする

172 886 freiner ブレーキをかける、ブレーキがかかる、を抑える、を抑制する (se) 自制する、慎む

818 887 frémir 震える、細かく揺れる、身を震わせる、ぞくぞくする、沸騰し始める

1380 888 fréquenter によく行く、に頻繁に通う、＜人＞と付き合う･交際する (se) (特に異性同士が) 交際する

288 889 friper (se) しわくちゃになる

1143 890 frire を揚げる、をフライにする、揚げ物 [フライ] になる

1811 891 friser ＜髪が＞カールしている･縮れ毛である

679 892 frissonner ＜人が＞震える、身震いする、＜物が＞震える、＜風・草木が＞そよぐ、＜水が＞せせらぐ、＜明
かり・光が＞揺らめく

1316 893 froisser をシワクチャにする、の感情を害する、を傷める、をくじく、を捻挫する (se) 気を悪くする、むっとす
る、自分の＜体の一部＞を痛める

869 894 frôler をかすめる、を紙一重で避ける

678 895 froncer (眉間に) しわを寄せる

1392 896 frotter をこする、をこすって磨く、(〜 A de B) BをAに塗る、を接触させる (se) 自分の体をこする、を自分
の体に塗る

946 897 frustrer を欲求不満にする、を裏切る、を失望させる、を奪い取る、を横領する

433 898 fuir 逃げる、逃走する、逃れる、漏れる、＜時間が＞過ぎ去る、 を逃れる、を避ける、の手を逃れる

1044 899 fusiller を銃殺する

590 900 fusionner と合併する、と連合する、と融合･融和する を合併させる、＜ファイル＞を結合する
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79 901 gâcher を台なしにする、をふいにする、を粗末･無駄にする、＜機会＞を逸する、をいい加減 [ぞんざい] 
にやる

862 902 gaffer を手かぎで引っ掛ける、を手かぎで引き上げる、 (se) へまをする、失言する

1502 903 gager (担保によって) … を保証する、(～ que 直説法) ＜ … であること＞を請け合う•断言する

824 904 galérer 苦労する、(報酬の少ない) 臨時雇いで働く

713 905 gambader 跳ね回る、飛び跳ねる

645 906 garantir ＜製品など＞を保証する、を請け合う (à... に)、＜権利など＞を保障する、を保護する (se) 身を
守る、保険に入る

1119 907 garer を駐車させる、を車庫に入れる、＜船＞を停泊させる、を保管する (se) ＜人が＞駐車する、＜車
が＞駐車できる、わきに寄る

1611 908 gargariser (se) うがいをする、(se 〜 de qc) を嬉しがる･楽しむ

944 909 gaspiller を無駄遣いする、を浪費する

733 910 gâter を傷める、を腐らせる、を台なしにする、をぶちこわす、を甘やかす、を喜ばせる (se) 傷む、悪くな
る、悪化する

282 911 gazouiller ＜鳥が＞さえずる、＜幼児が＞片言を話す、せせらぎの音を立てる

959 912 geindre うめく、泣き言ばかり並べる、愚痴をこぼす

1055 913 geler を凍らせる、を凍えさせる、を凍傷にかからせる、を凍りつかせる、を凍結する、を麻痺させる、 凍
る、こごえる、霜枯れする、(クイズで) 正解から遠い (⇔ brûler 正解に近い) (se) こごえる、ひどく
寒く感じる

7 914 gémir うめく、苦しむ、 (de/sur ... を) 嘆く、悲しむ、 (木•風などが) うなるような音をたてる、 (ドアなどが) 
きしむ

1301 915 gêner を邪魔する、に迷惑を掛ける、を困らせる、＜衣服が＞を窮屈にする、を経済的に困らせる (se) 
遠慮する、気兼ねする、気詰まりを感じる

1791 916 générer を発生させる、＜文＞を生成する

1190 917 gercer ＜皮膚など＞にひび割れを生じさせる、 (se) ＜皮膚が＞ひび割れる、＜地面•鋳物など＞に亀裂
が入る

1518 918 gérer を管理する、を運営する、を経営する、に対処する、を有効に使う

118 919 germer 芽を出す、発芽する、＜感情･考えなどが＞芽生える

641 920 gesticuler 盛んに身振りする
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236 921 gicler ほとばしる、噴出する、＜泥などが＞はねかかる

1378 922 gifler に平手打ちを食らわす、を激しく打つ、を侮辱する

306 923 givrer を霧氷で覆う、を霜で覆う、に (砂糖など白い粉を) まぶす (se) 霧氷で覆われる、霜がつく

1312 924 glacer を冷たくする、をこごえさせる、を縮み上がらせる、をすくませる、に肉汁をかける、に照りをつけ
る、に光沢をつける、に釉薬 (うわぐすり) をかける (se) 凍る、凍りつく、こごえる

462 925 glisser 滑る、滑るように動く、足を滑らす、スリップする、滑り落ちる、すり抜ける、しだいに [知らぬ間に] 
進行する、 を滑り込ませる、を差し込む、をそっと伝える (se) 滑り込む、忍び込む、まぎれ込む

545 926 gommer を消しゴムで消す、を消し去る、をぼかす

670 927 gonfler をふくらます、の水かさを増す、(〜 A de B) BでAを満たす、を誇張する、 腫れる、(自然に) ふくら
む (se) ふくらむ、(川の) 水かさが増える、(se 〜 de qc) ＜感情＞で胸がいっぱいになる、うぬぼ
れる

29 928 goudronner にタール [アスファルト] を塗る

1304 929 gourmander ＜人＞を厳しくとがめる

1657 930 goutter (蛇口などが) しずくを落とす、(水などが) 滴る

1048 931 graduer を漸進 [漸増] させる、に目盛りをつける

1576 932 graisser に油を塗る、を油で汚す、(油状に) 変質する、(ガラスが) 白濁する

97 933 gratter をひっかく、をこする、を削り落とす、にチクチクした感じを与える、をかき集める、 (à... を) 軽くたた
く、(de... を) 下手に弾く (se) 自分の体 (の一部) をかく、

1373 934 graver を彫る、を刻む、(心に) … を刻み込む、 (se) 彫られる、刻まれる

1085 935 gravir (階段･坂道など) をよじ登る、をはい上がる

230 936 grêler 雹 (ひょう) が降る、 (弾丸･非難などが) 雨あられと降り注ぐ、 に雹の被害を与える

552 937 grelotter ガタガタ震える

660 938 grener (土・砂糖など) を粒状にする、＜紙・皮革など＞の表面にぶつぶつをつける、 ＜穀物が＞実る

962 939 grésiller じゅうじゅうと音を立てる、ザーザーと音を立てる

3 940 gribouiller (sur... に) いたずら書きをする
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980 941 griffer を爪でひっかく、に掻き傷をつける

450 942 grignoter 少しずつかじる、ちびちび食べる

525 943 grillager に金網を張る、に格子をはめる

1057 944 grimacer 顔をしかめる、おかしな顔をする、 ＜表情＞をよそおう、を無理につくる

612 945 grimer に濃いメークアップをする

1134 946 grimper よじ登る、はい上がる、乗る、飛び乗る、急な上りになる、急上昇する、 を (苦労して) 登る、大急ぎ
で駆け上がる

195 947 grincer 軋む、耳ざわりな音 [鳴き声] を立てる、不協和音が目立つ、ギクシャクしている

1000 948 griser をほろ酔い加減にする、を軽く酔わせる、をうっとりさせる、を陶酔させる、を灰色にする、に灰色で
陰影をつける (se) 酔う、陶酔する (de... に)

209 949 grogner ＜動物が＞鳴く、＜犬が＞うなる、 ぶつぶつ不平を言う、愚痴る

1331 950 gronder を叱る、 轟く、(動物が) うなる、(暴動･怒りなどが) 爆発･勃発寸前である

1192 951 grouiller ＜虫･人が＞うごめく、ごった返す

1141 952 guérir ＜人･病気･傷･欠点など＞を治す、癒やす、直す、 健康を回復する、治る、癒える、 (se) 回復す
る、元気になる、(病気が) 治る、(se 〜 de qc) ＜偏見･悪癖など＞から脱却する

1573 953 guetter の動静をうかがう、をつけねらう、を待ち構える

1325 954 gueuler / gœ-le / どなる、がなる、大声で抗議する、＜色が＞どぎつい 、 ＜言葉・命令など＞をどなる、が
なり立てる

666 955 guider を案内する、を先導する、を誘導する、を指導する、に指針を与える (se) を指針に進む、を手本と
して行動する

1501 956 habiller に服を着せる、に服を与える、(服が) ... に似合う、に覆いをする、を包み隠す、 (se) 服を着る、着
替えをする、正装する、ドレスアップする

1227 957 habituer ＜人＞を ... に慣らす、習慣づける、しつける (à ... するように) (se) に慣れる (à ... に)、習慣がつ
く、なじむ

1635 958 haïr を憎む、をひどく嫌う、を嫌悪する (se) 憎み合う、自己を嫌悪する

1222 959 haleter 息を切らす、喘ぐ、固唾をのむ

1500 960 halluciner ＜人＞ に幻覚を生じさせる
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1355 961 hanter ＜幽霊などが＞出没する、＜考えなどが＞つきまとう

1150 962 happer ＜動物が＞ ... を口でくわえる、＜車などが＞ ... をひっかける

1743 963 harasser を疲れ果てさせる

329 964 harceler を執拗に攻撃する、(〜 qn de qc) ＜人＞を ... で悩ます、を苛立たせる

1215 965 harnacher に馬具をつける

473 966 harponner にもりを打ち込む、を取り捕まえる

927 967 hasarder (se) 危険な場所に行く

769 968 hâter を速くする、を急ぐ、... の時期を早める(se) (改まった言い方で) 急ぐ、(se 〜 de 不定詞) ... する
のを急ぐ

1770 969 hausser を高くする、を上げる、を強める、を向上させる (se) 高くなる、上がる、向上する

744 970 héberger を泊める、に宿泊所 [避難所] を提供する、を収容する

8 971 hennir ＜馬が＞いななく

1662 972 hérisser を逆立てる、... に (尖ったものが) 立ち並ぶ、にそそり立つ、(〜 A de B) 尖っているBでAを覆う、
を怒らせる (se) 逆立つ、起こる

828 973 hériter を＜人＞から相続する、を受け継ぐ、を継承する、を手に入れる (s') 受け継がれる、継承される

722 974 heurter にぶつかる、に衝突する、を傷つける、を怒らせる、＜良識など＞に反する (se) ぶつかる、衝突す
る、に出会う、＜人が＞互いに対立し合う、(〜 à qc) ノックする

1249 975 hiérarchiser / je-rar-ʃi-ze / を階級組織にする、を階層化する、に等級をつける

1389 976 hisser を掲げる、を引っ張りあげる、を持ち上げる (se) はい上がる、よじ登る

1648 977 hiverner 冬を越す、冬ごもりする、 ＜家畜＞を冬ごもりさせる

431 978 honorer の栄誉をたたえる、の名誉となる、に敬意を表する、を守る、 (se) を誇りに思う、を自慢する

115 979 horrifier をぞっとさせる、を怯えさせる、を憤慨させる

466 980 hospitaliser を入院させる
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1152 981 huer をやじる、に罵声を浴びせる (フクロウなどが) 鳴く

434 982 humecter を湿らせる、を濡らす

1168 983 humer を吸い込む、の香りをかぐ

1003 984 humilier を辱める、を侮辱する

1499 985 hurler 遠吠えする、わめく、どなる、うなる、(色などが) どぎつくなる、不調和になる、 をどなる、をうめいて
訴える

444 986 hypnotiser に催眠術をかける、の心を奪う、を幻惑する

582 987 illuminer を明るく照らす、を輝かせる、 (se) 照明される、明るくなる、輝く

1553 988 illustrer に挿絵を入れる、を有名にする

17 989 imbiber (de... を) ... に染み込ませる、 (se) ＜液体が＞しみ込む

1251 990 imiter をまねる、を模倣する

856 991 immatriculer を登録する、を入学させる、を登記する

571 992 immerger を (水などに) 沈める、を浸す、 (se) 沈む、潜る、浸る

485 993 immobiliser を動かなくする、を固定する、を停止させる、 を固定資産にする、を不動産化する、 (se) 動かなく
なる、停止する

805 994 implanter を導入する、を移植する

1010 995 impliquer を巻き込む、を引き起こす、を意味する

24 996 importuner をうるさがらせる、に迷惑をかける、の邪魔をする

72 997 imposer を強いる、を押しつける、に課税する、＜敬意など＞を抱かせる、＜権威など＞を認めさせる、 
(se) 不可欠である、必要である、重きをなす、認められる、自分に強いる、自分の義務とする

550 998 imprégner (〜 A de B) BをAにしみ込ませる、浸透させる (se) を吸収する、を身につける

1699 999 impressionner に強い印象を与える、を動揺させる、(写真など) を感光させる

247 1000 imprimer を印刷する、を出版する、＜跡＞をつける、＜運動・方向づけなど＞を与える、を (心に) 植えつけ
る (se) 印刷される、刻印される、(運動が) 伝達される
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1716 1001 inaugurer の初公開式を行う、を開始する、の端緒となる、を初めて使う (se) 開会式が行われる、始まる

461 1002 inciter を...する気にさせる、を励まして...させる、をそそのかして...させる

1137 1003 incliner を傾ける、を斜めにする、(～ qn à qc / 不定詞) ＜人＞を … する気にさせる、 (se) 傾く、お辞儀
する、(devant... に) 降参･屈服する

419 1004 inclure を含める、を入れる、を包含する

1036 1005 incomber (三人称のみ) ＜義務･負担が＞かかる･課せられる

428 1006 incommoder ＜人＞を不快にする、＜人＞に迷惑をかける

1232 1007 incorporer を合体させる、を加える、を入れる (se) に合体 (加入) する、まじる、(人が) 溶け込む

33 1008 incruster を象眼する、をはめ込みする、 に水 [湯] あかをつける、に石灰を付着させる (se) 居座る、腰を据
える、はめ込まれる、象眼される、＜水あかなど＞をつける、＜考えなどが＞刻印される•染みつく

896 1009 inculper (～ qn de qc) ＜人＞を … の容疑で取り調べる

1543 1010 inculquer (～ qc à qn) … を＜人＞に教え込む、(頭に) たたき込む

1121 1011 indemniser に ... を補償･賠償する、の出費を補償する

1672 1012 indexer ＜賃金など＞をスライドさせる、＜情報転送表示･アドレス＞を指標付けする

406 1013 indigner を憤慨させる、 (se 〜 de ...) に憤慨する、に憤る

477 1014 indiquer を指し示す、を教える、を指示する

1524 1015 indisposer ＜人＞の体調 [気分] を悪くする、＜人＞を不快にさせる、＜人＞の気分を害する

483 1016 infecter を悪臭で満たす、を汚染する、を化膿させる、 (se) 化膿する

451 1017 infester ＜害虫･雑草などが＞はびこる、＜海賊などが＞荒らし回る

1544 1018 infiltrer (se) しみ込む、浸透する、侵入する

1750 1019 infirmer ＜証拠・仮説など＞の効力を弱める、を無力･無効にする、＜判決＞を破棄する

1583 1020 infliger ＜罰･苦痛など＞を＜人＞に課する、加える、押しつける (se) を自分に課す、＜非難など＞を互い
に加える
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1070 1021 influencer に影響を及ぼす、に作用する

1279 1022 inhumer を埋葬する

1436 1023 initier ＜人＞に ... の手ほどきをする、入門指導をする (s' 〜 à qc) ... の初歩を身につける、の基礎を学
ぶ

111 1024 injecter を注射する、(資本など) を注入する

543 1025 injurier をののしる、を罵倒する (se) ののしり合う

832 1026 innocenter の無実を明らかにする

1256 1027 innover を改革する、を改良する

499 1028 inonder に洪水を起こす、を冠水させる、を水浸しにする

320 1029 inscrire を記入する、を書き込む、(の名前) を登録する、を組み入れる、に刻印する (se) 登録する、加入
する、参加を申し込む、(dans...) ... に含まれる、の一環をなす、刻み込まれる、(画面に) 表示され
る

1259 1030 insérer をはさみ込む･差し入れる･挿入する、を掲載する、を付け加える、＜人＞を (環境に) 溶け込ませ
る (s' 〜 dans qc) ...に組み込まれる、に溶け込む

1247 1031 insinuer を仄めかす、を遠回しに言う

103 1032 insonoriser を防音する

1433 1033 inspecter を詳細に調べる、を監督する、を観察する

244 1034 instituer を制定する、を設立する、を創設する (se) 自ら任じる、買って出る、成立する

1555 1035 instruire を教育する、 (se) 学ぶ、教養を身につける ※ instruireは「人」を目的語にとり、教科を教える場合
はenseignerを用いる

928 1036 insulter を侮辱する、をののしる、を侵害する (se) ののしり合う

369 1037 intégrer を組み込む、を統合する、を積分する

801 1038 intensifier を強化する、を増大する

642 1039 intercaler を挿入する、を差し込む、を追加する

1020 1040 intercepter を途中で奪う、を横取りする、を遮る、を妨害する、を盗聴する
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1652 1041 interloquer を唖然とさせる、を狼狽させる

864 1042 interpeller ＜人＞に (不意に) 呼びかける、 (se) 声をかけ合う、呼びかけ合う

1424 1043 interposer (se) に割って入る

609 1044 interpréter を解釈する、を解き明かす、を演奏する、を演じる、を歌う

1528 1045 interroger に質問する、に尋ねる (sur... について)、を調べる、を検索する、を尋問する (se) 自問する、疑問
を抱く、考える (sur... について)

1560 1046 interrompre を中断させる、を遮る、の話をさえぎる、の邪魔をする (se) 話を中断する、(dans... を) 中断する

792 1047 interviewer / ɛt̃ɛʀvjuve / をインタビューする

365 1048 intimider を気後れさせる、を怖気付かせる、を威圧する、を怯ませる

1273 1049 intituler に題名をつける、 (se) ... という題名である

1365 1050 intoxiquer を中毒にさせる、を洗脳する、 (se) 中毒になる

1097 1051 intriguer を不思議がらせる、に不信を抱かせる

74 1052 introduire を招き入れる、を紹介する、を導入する、を差し込む (se) 入り込む、忍び込む、導入される

1021 1053 investir を投資する、に＜権限など＞を与える、を任命する、を包囲する･攻囲する (s' 〜 dans/à qc) ... に
打ち込む、全力を注ぐ

235 1054 invoquer を引き合いに出す、を援用する、の加護を祈る

935 1055 ironiser 皮肉る、皮肉を言う、当てこする

1345 1056 irriguer を灌漑する

949 1057 jacasser ペチャクチャ喋る、＜カササギなどが＞鳴く

373 1058 jaillir 噴き出る、湧き出る、急に姿を現す、あふれ出る、急に浮かぶ、＜建造物が＞高くそびえ立つ

739 1059 jalonner に (沿って) 点々と並ぶ、に次々と生じる

150 1060 japper ＜子犬が＞きゃんきゃん鳴く
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256 1061 jauger の容量 [容積] を測定する、の寸法をはかる、を (素早く) 評価する、を値踏みする, (... の) 容量 
[積量] を持つ

1206 1062 jaunir を黄色くする、黄色くなる

1509 1063 jeûner / ʒø-ne / 絶食する、(宗教上の理由で) 断食する

479 1064 joindre を結合する、つなぎ合わせる、(〜 A à B) BにAをつなぐ、＜人＞と連絡をとる、ぴったり合わさる 
(se 〜 à qn/qc) ... に加わる、に参加する、(複数のものが) 合わされる、つながる

1318 1065 jongler 曲芸する、(avec... を) 器用に操る

1241 1066 jouir (〜 de qc) ... を楽しむ･喜ぶ、に恵まれる、を享受する、 楽しむ、喜ぶ、性的快感を味わう

1065 1067 jumeler を対にする、を接合する、を姉妹都市にする

80 1068 jurer を誓う、を約束する (à ... に; sur ... にかけて)、を断言･保証する、を決意する、 (contre/après ... 
を) ののしる、 (avec... と) 調和しない

995 1069 justifier を正当化する、の正当性 [根拠] を証明する、を弁明･弁護する、(de... を) 証明･正当化する (se) 
自分の無罪を証明する (de... に関して)、自分を正当化する、根拠がある

145 1070 klaxonner クラクションを鳴らす、 に対してクラクションを鳴らす

680 1071 labourer を耕す、を掘る･えぐる、に跡をつける (se) 耕される、自分の ＜体の一部＞ をかきむしる

1634 1072 lâcher を放す、を放つ、を落とす、をゆるめる、をうっかり言う、を離脱する、を抜ける、 ほどける、切れる、
＜ブレーキなどが＞ゆるむ

1678 1073 lasser をうんざりさせる、を飽き飽きさせる、＜気持ち･熱意など＞をくじく･失わせる、飽きる (de... に)

1578 1074 lécher をなめる、＜炎が＞ ... をなめるように広がる、＜波が＞寄せる、＜文章など＞を入念に仕上げる 
(se) 自分の体をなめる

272 1075 légiférer 法律を制定する、立法する、(文法などの) 規則を定める

989 1076 léguer を遺贈する、を後世に伝える

264 1077 léser ＜利益•権利など＞を侵害する、 ＜器官など＞を傷つける

1280 1078 lézarder (se) ひび割れる

844 1079 licencier を解雇する、を罷免する

975 1080 lier を縛る、をつなぎ合わせる、を結びつける、を関係づける、を拘束する (se 〜 avec qn) ... と親交
を結ぶ、(契約などで) 縛られる
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839 1081 ligoter ＜人＞を縛る•束縛する

1820 1082 liguer を結束させる、を団結させる、(se) 同盟する、結束する

991 1083 limer にやすりをかける、を磨く、＜衣服など＞をすり切れさせる、＜作品など＞に磨きをかける

1165 1084 limoger ＜高官など＞を更迭･左遷する

772 1085 liquider を清算する、を決算する、＜在庫など＞を一掃する、を片付ける (殺す)

999 1086 localiser の位置を特定する

578 1087 loger 泊まる、(短期間) 住む、滞在する、＜考えなどが＞宿る、 を泊める、を住まわせる、を収容する、
を入れる･置く (se) 泊まる、(短期間) 住む、滞在する、... を自分に撃ち込む、＜物が＞入り込む

1694 1088 longer に沿って行く、に沿って伸びる

1464 1089 louanger を称賛する、をほめそやす

1822 1090 loucher やぶにらみである、(ふざけて) 寄り目をする、(～ sur/vers qn/qc) ... をねたましげに見る、物欲し
そうに見る

442 1091 louer を称賛する、をほめる、をたたえる (se) に満足する、 を賃貸しする、を賃借りする、をレンタルで借
りる、を予約する (se) 賃貸しされる

591 1092 louper をやり損なう、に失敗する、＜機会・乗物・人など＞を逃す (se) (待ち合わせなどで) 行きちがいに
なる

1111 1093 luire 光る、輝く

621 1094 mâcher をかむ、を咀嚼する、 ＜苦い思い出など＞を反芻する

49 1095 maigrir やせる、 をやせて見せる、をやせさせる

38 1096 maintenir を維持する、を保持する、＜意見など＞を固持する、を押さえる、を支える (se) とどまる、保たれ
る、変わりない

100 1097 maîtriser を抑制する、を習得する、を会得する、を制御する (se) 自制する、冷静さを保つ

1101 1098 majorer を増額する、を値上げする、を過大評価する

1105 1099 maltraiter を手荒く扱う、を虐待する、を乱暴に扱う、をこきおろす

1531 1100 manier を (手で) 扱う、を操作する、を運用･管理する、をいじくる (se) 操作できる、扱われる、急ぐ
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1073 1101 manifester を表明する、を明示する、デモをする (se) (症状･感情などが) 現れる、明らかになる、健在ぶりを
示す、名乗りを上げる

1712 1102 manipuler を操作する、をいじる、を改ざんする

384 1103 manœuvrer を操作する、を動かす、＜人＞をだます･操る、をハンドル操作する

1033 1104 manquer 足りない、欠けている、(計画･事業などが) 失敗する、欠席する、に寂しい思いをさせる、に背く、に
違反する、 に乗り遅れる、に会いそこなう、を逸する、に失敗する、をサボる (se) 自殺し損なう、互
いに会い損なう

1587 1105 maquiller にメイクアップをする、に化粧を施す、を偽装する、を偽造する、を見せかける (en... に) (se) 化粧
をする、メークアップする

664 1106 marchander ＜商品＞を値切る、を出し惜しむ、 値切る

124 1107 marmotter もぐもぐ言う、つぶやく

338 1108 marquer に印をつける (印は de ... で、印をつける手段は à ... )、をメモする、を示す、に痕跡をとどめる、 
跡が残る、印がつく、＜事件などが＞歴史に残る、 (se) ＜事柄が＞示される、＜感情などが＞表
れる、目印をつけられる

404 1109 marrer (se) 楽しむ、笑う

281 1110 martyriser を虐待する、をひどく苦しめる

498 1111 massacrer を虐殺する、を破壊する、を台なしにする、をぶち壊す、を酷評する、 血みどろの殺し合いをする

1153 1112 masser ＜人＞を集める･まとめる、をマッサージする、 (se) 大勢集まる、自分の ... をマッサージする

339 1113 mastiquer を咀嚼する、 (パテやセメントで) ... を接合する、を充填する

1810 1114 mater をおとなしくさせる、を屈従させる、＜反乱など＞を鎮圧する、＜感情など＞を抑制する

1088 1115 matraquer を警棒で殴る、を繰り返し宣伝する、にショックを与える

1450 1116 maudire を呪う、(神が) 永劫の罰を下す

1527 1117 méconnaître を正しく認識しない、正当に評価しない、＜規則など＞を尊重しない

1781 1118 mécontenter に不満を抱かせる

1375 1119 médire (〜 de qn) を悪く言う、を中傷する

1207 1120 méfier (se) (se 〜 de qn/qc) に用心･警戒する
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1333 1121 mélanger を混ぜる、をまぜこぜにする (se) 混ざる

1169 1122 mêler を混ぜる、をまぜこぜにする、(à...) に巻き込む (se) 混ざり合う、もつれる、に加わる、(se 〜 de 
qc) ... に介入する、(se 〜 de 不定詞) [よけいなことを] する気になる

1731 1123 menacer を脅迫する、をおびやかす、(〜 de 不定詞) ... するおそれがある

1680 1124 ménager を大事に扱う、を節約する、を (周到に) 準備する、を設置する (se) 体を大切にする、我が身をい
たわる、(自分のために) ... を準備する

530 1125 mendier を施しとして求める、乞食をする

228 1126 mener を運ぶ、に通じる、を導く、を連れて行く、を先導する、を動かす

893 1127 mentionner に言及する、を記載する

933 1128 méprendre (se) 取り違える、思い違いをする (sur... について)

148 1129 mépriser (de... ) を軽蔑する、を軽視する、を意に介さない (se) 卑下する、軽蔑し合う

998 1130 mériter に値する、にふさわしい (〜 de qc) に貢献する

221 1131 mesurer を測定する、の寸法を測る、を推しはかる、を評価する、を控え目にする、の寸法がある、の身長
がある (se) 測定される、評価される、力を競う

122 1132 métisser …を混血させる、を交雑 [交配] する

1112 1133 meubler ＜部屋など＞に家具を備えつける

1056 1134 miauler ＜猫が＞にゃーと鳴く

455 1135 militer (政治•社会的な) 活動をする、(主義•主張のために) 闘う、＜物事が＞作用する、働く

728 1136 mimer の仕草をまねる

1628 1137 miner に爆薬を仕掛ける、を侵食 [浸食] する、を (徐々に) むしばむ、を憔悴させる (se) むしばまれる、
やつれる

887 1138 minimiser を過小評価する、を見くびる

1466 1139 minuter を分刻みで予定する

1551 1140 mitiger / mi-ti-ʒe /を緩和する、を軽減する
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343 1141 mitrailler を機銃掃射する、(de... を) に浴びせる

866 1142 modérer を控え目にする、を抑える (se) 自制する、節度を守る、(風邪などが) 静まる

1622 1143 moderniser を近代化する、を当世風に改める

825 1144 modifier を手直しする、を修正する

594 1145 moisir ＜カビが＞生える、居座る

163 1146 moissonner を収穫する、を刈り入れる、を大量に収集する

1364 1147 monopoliser を独り占めする、を専売する

149 1148 moquer (se) (de... を) バカにする、嘲笑する、意に介さない、無視する、耳を貸さない、冗談を言う、ふざける、 
を愚弄する

1471 1149 mordiller をもぐもぐ噛む

85 1150 mordre をかむ、にかみつく、に食い込む、を削る、を腐食する、に刺すような感じを与える、 (à... に) 食い
つく、(dans... を) かじる、(sur... に/を) はみ出す (se) 自分の ＜体の一部＞ をかむ

1266 1151 motiver の動機となる、の意欲を起こさせる、をやる気にさせる

646 1152 moucher のはなをかんでやる、＜ろうそくなど＞の芯を切る (se) はなをかむ

548 1153 moudre を挽く、を細かく砕く、を粉にする

966 1154 mouiller をぬらす、を湿らせる、を水で薄める、を巻き添えにする、ビビる (se) ぬれる、湿る

1713 1155 mouler を鋳造する、を型に入れて作る、を形作る、＜体型など＞を際立たせる、を (はっきりと) 書く

595 1156 mousser 泡立つ

107 1157 muer 声変わりする、脱皮する、変態する、毛変わりする

1156 1158 mugir ＜牛が＞鳴く、＜海や風が＞轟く、うなる

144 1159 multiplier の数を増やす、を何度も繰り返す、掛ける･乗じる (se) 増える、増加する、繁殖する、何度も繰り返
される、同時に多方面で活躍する

345 1160 munir (〜 A de B) AにBを備え付ける･持たせる、 (se 〜 de qc) ... を携行する･身につける
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1496 1161 mûrir 熟す、実る、成熟する、円熟する、を熟させる、を実らせる、を練り上げる (se) 酔っ払う、出来上が
る

349 1162 murmurer をささやく、をつぶやく、小声でうわさする、 不平を言う、ぶつぶつ言う、＜波･風･木の葉などが＞
軽やかな音を立てる

1053 1163 museler に口輪をはめる、の口を塞ぐ、の口を封じる

1366 1164 mystifier をだます、をかつぐ、を欺く

492 1165 nationaliser を国営化する、を国有化する

576 1166 naturaliser を帰化させる、＜外国の文化など＞を移入する、を順応させる、を剥製･標本にする

763 1167 naviguer 航行･航海する、巧みに立ち回る、しょっちゅう旅行する、ネットサーフィンをする

15 1168 navrer を深く悲しませる、を失望させる

61 1169 nécessiter ＜物事が＞を必要とする

620 1170 négliger をおろそかにする、なおざりにする (se) 身なりを構わない、健康を顧みない

956 1171 négocier の交渉をする、＜証券など＞を譲渡･換金する

1399 1172 neutraliser を中立化する、を無力化する、を弱める、を遮断する、を中和する (se) 無力化される、相殺する、
中和する

1567 1173 nicher ＜鳥などが＞巣作りをする、巣ごもりする

121 1174 nier を否定･否認する

761 1175 niquer をファックする

1514 1176 niveler を平らにする、を均等にする、を平均化する

1068 1177 noircir を黒くする、を黒く汚す、を悲観的に見る、を傷つける、を中傷する、黒くなる (se) 自分の＜体の一
部＞を黒くする、黒くなる、酔っ払う

976 1178 nommer を任命･指名する、の名前を挙げる、に名をつける (se) という名前である、自分の名を言う

1132 1179 noter を書き留める、に注意･留意する、に気づく、を採点する、の評定をつける、に印をつける、を記譜
する

703 1180 nouer を結ぶ、を縛る、＜感情などが＞ ... を締め付ける、をたくらむ (se) 結び合わされる、締めつけられ
る
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1540 1181 nourrir に食べ物を与える、に授乳する、を扶養する、に糧を与える、を抱く、をはぐくむ (se) (de... を) 摂
取する、(de... に) 没頭する

1189 1182 noyer を溺死させる、を水浸しにする、を埋没させる、をぼかす、を覆い尽くす (se) 溺死する、紛れ込む、
埋没する

1037 1183 nuire (〜 à qn/qc) を害する、を傷つける、を妨げる (se) 自分を傷つける、互いに傷つけ合う

648 1184 objecter を口実にする、を理由に断る

749 1185 obliger (〜 à qc/不定詞) を強いる、を余儀なくさせる、に義務を負わせる、を拘束する、に恩恵を施す (s' 
〜 à 不定詞) ... することを自らに課す

514 1186 obséder (考え･思い出などが) ＜人＞ につきまとう、に取りつく

1413 1187 observer を観察･観測する、を注視･監視する、に気づく、(挿入節で) ... と言う、を遵守する (se) 自分の言
動に注意する、観察し合う

677 1188 obstiner (s') 強情を張る、意地になる、執拗である

1071 1189 obtenir を得る、を手に入れる、(〜 de 不定詞) ... する許しを得る (se) 得られる、手に入る

1708 1190 occasionner (困ったこと) を引き起こす、を生じさせる、の原因となる

1621 1191 occuper を占める、を占有する、に住む、を占領する、＜時間＞を費やす、を仕事に従事させる、を忙しくさ
せる、を忙殺する (s' 〜 de qc)...の世話をする･に従事する、(s' 〜 à ...) ... をして時を過ごす、仕
事･気晴らし･活動をする

445 1192 offenser を侮辱する、の誇りを傷つける、の感情を害する

1572 1193 omettre を (故意にあるいは不注意で) 抜かす、を言い [書き] 落とす、を省く、 (〜 de 不定詞) することを怠
る

874 1194 opérer を手術する、を行う、の効力を表す、 振る舞う

589 1195 opprimer を抑圧する、を圧迫する

639 1196 organiser を企画準備する、の計画を立てる、を組織する、 (se) 計画的に行動する、てきぱき仕事する、団結
する

511 1197 orienter を方向付ける、＜地図など＞に方向を記入する、 (se) 方向を定める、方向が分かる、(vers/à... 
に) 向かう

1298 1198 orner を飾る (de... で)、を美化する、 (se) (de... で) 飾られる

1322 1199 oser (〜 不定詞) 思い切って ... する、... する勇気がある、厚かましくも ... する、... を敢行する

368 1200 ôter を脱ぐ、をはずす、を取り除く、(〜 A à B) BからAを奪う (se) 立ち去る、どく
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1104 1201 ourdir を編む、をたくらむ、を仕組む

1 1202 ourler 縁かがりをする

1592 1203 oxyder を酸化させる、をさびつかせる (se) 酸化する、さびる

1146 1204 pacifier を平定する、の争いを治める

14 1205 paître ＜牧草など＞を食べる

1268 1206 pâlir 青ざめる、蒼白になる、＜光が＞弱まる、色あせる

1317 1207 palper を触って確かめる、を触診する

961 1208 palpiter ＜心臓が＞動悸を打つ、ドキドキする、痙攣する

1476 1209 panser ＜人・傷口＞を手当てする•包帯をする、＜馬など＞にブラシをかける

370 1210 paraître のように見える、(本などが) 出る、姿を見せる、出現する、目立つ、 ... らしい、... だそうだ、... だと
思われる

1404 1211 paralyser を麻痺させる、をしびれさせる、を動かなくする

1018 1212 pardonner を許す、を大目に見る、を許容する、(病気などが) 治る見込みがある (se) 許される、互いに許し合
う

1221 1213 parer ＜攻撃･危険など＞をかわす、をよける、(〜 à qc) に備える、の予防策をとる、(se 〜 
de/contre)...に備える、を飾る•飾り立てる (de…で)、を整える、(se) 着飾る、(de qc)...で飾られ
る、＜肩書など＞をひけらかす

513 1214 parier を賭ける (sur... に)、を断言する

470 1215 parrainer ＜事業など＞を後援する、を推薦する、を紹介する

686 1216 partager を分ける、を分割する、を共有する (se) 分かれる、分裂する、を分かち合う

829 1217 parvenir たどり着く、到着する、(物が) 届く、(状態に) 達する、(〜 à 不定詞) ようやく ... できる、... すること
に成功する、出世する、財産を築き上げる

1291 1218 passionner を熱中させる、をとりこにする、を感情的なものにする、を白熱させる (se 〜 pour qc) ... に熱中に
なる

69 1219 pasteuriser を低温殺菌する

91 1220 patauger ぬかるみの中を歩く、水遊びする、つっかえる、もたつく、立ち往生する
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882 1221 patienter (辛抱して) 待つ

151 1222 patiner ＜彫刻･家具など＞に古色をつける、 (se) 緑青をふく、古色を帯びる スケートをする、スリップす
る、(仕事･交渉などが) 進展しない

625 1223 patrouiller パトロールする、偵察に出かける

447 1224 paver に石を張る、を舗装する

26 1225 pavoiser ＜建物など＞を旗で飾る

932 1226 pécher (宗教上の) 罪を犯す、過ちを犯す、(par... が) 欠点である

280 1227 pêcher を釣る、(思いがけないもの) を見つける･拾う、釣りをする、漁をする、 (se) 釣られる、釣れる

1277 1228 pédaler ＜自転車などの＞ペダルを踏む、自転車で走る

129 1229 peigner を櫛 (くし) でとかす、を梳 (す) く、コーマにかける、 (se) 自分の髪をとかす

784 1230 peindre にペンキを塗る、に塗装する、を描く、を描写する、ペンキを塗る、絵を描く、 (se) ＜感情などが＞
顔に表れる、自分を描く、化粧を塗りたくる

1459 1231 peiner 苦労する、骨を折る、四苦八苦する、 につらい思いをさせる、を悲しませる

1255 1232 peler ＜果物など＞の皮をむく、(日焼けなどで) 皮膚がむける、(寒さで) 鳥肌がたつ、 (se) ＜果物など
の＞皮がむける

1624 1233 pelotonner (糸を巻いて) ... を玉にする、 手足を丸めて丸くなる、うずくまる、一カ所に固まる

729 1234 pelucher けばだつ

968 1235 pénaliser (ペナルティなど) を課す、(罰など) を科す

901 1236 pencher 傾く、(pour... の方に) 気持ちが傾く、 を傾ける、 (se) 身をかがめる、(sur... に) 強い関心を寄せ
る、詳しく調べる

569 1237 pendre をつるす、をぶら下げる、を絞首刑にする、 垂れ下がる、ぶらさがる、 (se) (人が) ぶら下がる、し
がみつく、取りすがる、首吊り自殺する

1371 1238 pénétrer 侵入する、＜思想･流行等が＞浸透する、(〜 qn de qc)＜人＞を＜感情＞で満たす、にしみ込
む、＜意図･秘密等＞を見破る、＜女性＞と性的関係を結ぶ、(se) (de... を) 深く理解･確信する、
(de... を) 浸透させる･吸い込む

908 1239 percer に穴をあける、を突き通す、を突き抜ける•貫く、にしみ通る、＜秘密・意図など＞を見抜く•見破る、 
(突き破って) 現れる、突き抜ける、 ＜歯が＞生える、＜腫れ物が＞つぶれる、 世に知られる、＜
感情・秘密などが＞表に出る (se) 穴があく

1748 1240 percevoir を知覚する、を感知する、を感じ取る、を受け取る、を徴収する
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939 1241 percher ＜鳥が＞ (枝など) にとまる、(高い階に) 住む、(高い所に) ある･いる、 を高い所に置く、 (se) ＜鳥
が＞ (枝など) にとまる、(高い所に) のぼる

1421 1242 percuter に激突する、に衝突する

687 1243 perfectionner を改良する、を改善する、の完成度を高める、に磨きをかける (se) (en... において) 上達する、改
良･改善される

721 1244 perforer にパンチ穴を開ける

891 1245 périmer (se) 有効期限が切れる、失効する、時代遅れになる

401 1246 périr 命を落とす、非業の死を遂げる、滅びる、消え去る

18 1247 permettre を許可する、を許す、を可能にする、 (se 〜 de 不定詞) あえて ... する、失礼を顧みず ... する、特
別に自分に ... を許す

1262 1248 perquisitionner を捜索する、を家宅捜索する

1098 1249 persécuter を迫害する、をいじめぬく、を責め立てる、にうるさくつきまとう

702 1250 persévérer (〜 dans qc) ... を粘り強く続ける、に固執する、(〜 à 不定詞) あくまでも ... し続ける

271 1251 persifler を揶揄する、をちゃかす

417 1252 persister (〜 dans qc) ... に固執する、(〜 à 不定詞) あくまでも ... し続ける、＜事柄･現象が＞執拗に続く、
長引く、持続する

287 1253 persuader を納得させる、を説得する、 (se 〜 de qc) ... を確信する

1428 1254 perturber に混乱を引き起こす、に支障をきたさせる、に変調をきたさせる、をおかしくする

109 1255 peser の重さをはかる、を(慎重に)検討する、の重さがある、重要である、影響力がある、の値打ちがあ
る、(sur...) に体重をかける、に重くのしかかる、に影響を及ぼす、に精神的負担を与える、(se)計
量される、熟考 [吟味] される、自分の体重をはかる

955 1256 péter おならをする、屁をひる、爆発する、激しい音を立てる、ぷっつり切れる、ぽっきり折れる、 を壊す、
をぽきっと折る、をぷつんと切る、 (se) 自分の (体の一部) を傷める

204 1257 pétrir をこねる、をもむ、をこね回す、をもみくちゃにする

135 1258 peupler に (集団で) 住みつく、に人を住まわせる、に動物を増やす、に植林する、 を満たす、(de... で) 
いっぱいにする、 (se) ＜場所で＞住民が増える、人口が増加する、(de... で) いっぱいになる

776 1259 photocopier のコピーをとる、を複写する

1789 1260 photographier を写真撮影する
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790 1261 pianoter ピアノをへたに弾く、ピアノをたたく、指先でたたく、キーボードをたたく

1102 1262 picorer ＜鳥が＞餌をついばむ、 を少しだけ食べる、をあさる

672 1263 piéger を罠で捕らえる、を罠にかける、を窮地に陥れる、に仕掛け爆弾 [地雷] を設置する

1197 1264 piétiner 足踏みする、足を踏みならす、なかなか進まない、もたつく、(集団が) 地響きを立てて進む、 を踏
みつける、(地面) を踏み固める、(規則･権利･感情など) を踏みにじる

257 1265 piller を略奪する、を強奪する、を荒らす、を横領する、を詐取する、を剽窃･盗用する

380 1266 piloter を操縦する、の水先案内をする

734 1267 pincer をつまむ、を挟む、をつねる、を締めつける、をつま弾く、＜寒さなどが＞ (人) の肌を刺す、を捕ま
える、を摘芽する (se) 挟まれる、自分の ＜体の一部＞ をつまむ

1015 1268 pivoter 回転する、くるりと回る

1463 1269 plaider 弁論する、擁護する、＜事柄が＞作用する･働く、訴訟を起こす、 を弁護する、を主張する

333 1270 plaindre を気の毒に思う、を哀れむ、に同情する、 ＜時間･労働･金など＞を惜しむ、 (se) 不平を言う、不
満を漏らす (de... について; à... に)、苦痛を訴える、うめき声を上げる

362 1271 plaisanter 冗談を言う、軽口をたたく、ふざける、ちゃかす、 (avec... を) 軽々しく扱う、軽視する、 ＜人＞をか
らかう、を冷やかす (sur... について)

1314 1272 plancher 黒板に答えを書く、口頭試問を受ける、口頭発表をする 【名詞】床 (m)

714 1273 planifier を計画化する、を計画的に組織する

1005 1274 plâtrer に漆喰を塗る、にギプスをはめる、に石膏をまく

1841 1275 plébisciter を国民投票で信任する、(圧倒的多数で) を選出する

1656 1276 pleurnicher めそめそする、わざとらしく泣く、泣き言を言う

1506 1277 plier を折る、を折り畳む、を片づける、 を曲げる、を折り曲げる、 を服従させる、を適応させる、 曲が
る、たわむ、衰弱する、服従する、退却する (se) 折り畳まれる、曲がる、たわむ、(à... に) 従う･服
従する

1727 1278 plonger (水に) 飛び込む、潜る、急降下する、(sur...に)飛びかかる、埋もれる、(ある状態に) 陥る、失敗す
る、をひたす、を突っ込む、＜視線＞を投じる、を(ある状態に)陥れる、(se) 身を浸ける、潜る、飛
び込む、(dans... に) 没頭する

313 1279 plumer ＜鳥＞の羽をむしる、... から金を巻き上げる、 (se) 床につく、寝る

1549 1280 poêler をフライパンで焼く･炒める、(鍋で) を蒸し焼きにする
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1697 1281 poignarder を短剣で突き刺す、を刺し殺す、に激しい精神的苦痛を与える

969 1282 poiler (se) 笑い転げる、げらげら笑う

1191 1283 pointer に印をつける、をチェックする、(銃や望遠鏡) を向ける

1295 1284 poisser (べとつくもので) ... を汚す、... に (ピッチやタールを) 塗る、樹脂を混ぜる、＜人＞を捕まえる、 べ
とつく (se) 自分の ＜体の一部＞ をべっとりと汚す

1626 1285 poivrer を胡椒で味付けする

930 1286 polariser を偏らせる、に極性を与える、＜関心など＞を集中させる、 (se) (sur... に) 集中する、のめり込む

1311 1287 polir を磨く、をつや出しする

1681 1288 polluer を汚染する

395 1289 pondre ＜卵＞を産む、産卵する、(軽蔑的に) ＜作品など＞を生み出す、ひねり出す、 (しばしば軽蔑的
に) ＜子供＞を産む

224 1290 poster を部署に着かせる、(見張りなど) を立てる、 (郵便物) を投函する、を発送する

1089 1291 postuler ＜職など＞を志望する•志願する、【数・論】… を公準として要請する•仮定する 、【法】＜弁護士が
＞訴訟行為を代理する

220 1292 poudrer におしろい [パウダー] をつける、＜雪などが＞うっすらと覆う、粉を振る、 (se) (自分の顔に) おし
ろいをつける

1814 1293 pourrir 腐る、腐敗する、＜情勢などが＞悪化する、(悪い環境で) 駄目になる、 を腐らせる、を堕落させ
る、を甘やかして駄目にする、 (se) 腐る、＜情勢などが＞悪化する

1349 1294 poursuivre を追いかける、を追跡する、につきまとう、を辟易させる (de... で)、 ＜行動･言葉など＞を続ける･
続行する、 ＜目的･思想など＞を追い求める･追求する、 を訴追･起訴する、 (se) 続く、続行する、
互いに追いかける

631 1295 pourvoir (〜 qn de qc) ＜人＞に＜必要なもの＞を与える･持たせる･供給する、(〜 A de B) AにBを備えつ
ける、 (〜 à qc) ... の必要を満たす、 (se 〜 de qc) を備える･用意する、上訴する、上告する

353 1296 pousser を押す、を追い立てる、を駆り立てる、＜声など＞を発する、を押し進める、を後押しする、を力づ
ける、を高める･強める、 ＜植物･歯が＞生える、＜子供が＞成長する、行く･進む、いきむ･きば
る、度を越す、(se) (席を) 詰める、押し合う、出世する

1129 1297 pratiquer ＜仕事･スポーツなど＞を (日常習慣的に) 実践･実行する、＜信仰＞の勤めを果たす、を実際に
行う、を愛読する、 (se) 実践される、行われる

1064 1298 précéder に先行する、に先立つ、より先に行く [着く]、の前にある [起こる]

207 1299 prêcher ＜神の教えなど＞を説く、 説教をする

1180 1300 précipiter を突き落とす、を突き飛ばす、を (混乱･不幸などに) 陥れる、＜事態＞を早める、＜動作など＞を
速める、を沈殿させる、(se) 身を投じる、飛び込む、突進する、駆け寄る、飛びつく、急ぐ、速くな
る、急速に進む、＜川などが＞流れ落ちる
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348 1301 préciser を正確に言う、をはっきり述べる、を明確にする、 (se) 明確になる、はっきりする

468 1302 préconiser をしきりに勧める、を奨励する

1536 1303 prédire を予言する、を予測する、を予想する

1327 1304 prélever (〜 A sur B) BからAを天引きする･先取りする、を採取する

321 1305 préméditer (de 不定詞) を熟慮計画する

1208 1306 prémunir (〜 qn contre qc) ＜人＞を ... から守る、 (se) 身を守る、用心する (contre … から)

515 1307 prénommer を名付ける

304 1308 préoccuper の気がかりである、を心配させる、 (se 〜 de 名詞／不定詞) ... を気にかける、を心配する

1826 1309 présager の前兆を示す、を予告する、を予測･推測する

507 1310 prescrire を処方する、を命令する、を指示する、を規定する、＜債務･刑罰など＞を時効により消滅させる、
＜所有権など＞を時効により取得する、 (se) 処方される、規定される、【法】時効になる

1799 1311 présider の議長を務める、を司会する、を主宰する、の主人役を務める、 (〜 à qc) ... を主宰する、を取り
仕切る、を支配する

1457 1312 pressentir を予感する、を感じ取る、を察する、 の意向を打診する、に探りを入れる

538 1313 presser を押しつける、を締めつける、を搾り出す、を急がせる、を圧縮する、を責め立てる、(se) 押し合う、
ひしめく、殺到する、急ぐ、(se 〜 de 不定詞) 急いで ... する、(sur/contre... に) 自分の体を押しつ
ける、抱きつく

691 1314 présumer と推定する、と推測する

535 1315 prétendre (〜 不定詞) ... と言い張る、... することを望む、(〜 à qc) ... を要求･切望する、 (se) 自分が ... で
あると主張する、と自称する

1435 1316 prêter を貸す、を提供する、を差し出す、(〜 A à B) AをBのものだとする、 (〜 à qc) ... を招く、... を引き
起こす、 (se) (à... に) 応じる･同意する･参加する、(à... に) 向いている･適する

420 1317 prétexter を口実にする

788 1318 prévaloir (〜 sur [contre] qc) ... に勝る、に優位に立つ、をしのぐ、を支配する、 (se) (de... を) 利用する、
鼻にかける、自慢する

912 1319 prévenir に前もって知らせる、に予告する、に警告する、に通報する、に連絡する、に知らせる、 を予防す
る、を未然に防ぐ、を封じる、 を察知して満足させる

64 1320 prévoir を予想する、を予測する、を予見する、を予定する、を計画する、を用意･準備する
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909 1321 prier に祈る、祈願する、お願いする、を招く･招待する

241 1322 priver (〜 A de B) BをAから奪う、を窮乏させる、に欠乏感を与える、 (se 〜 de 名詞／不定詞) ... を断
つ、... しないで我慢する、切り詰めた生活をする、つましく暮らす

1758 1323 privilégier に特権を与える、を特別扱いする、を優遇する

1584 1324 procéder (〜 à qc) ... にとりかかる、(手順を踏んで) とり行う･進める、(〜 de qc) ... から生じる･起こる･由
来する、 行う、行動する、振る舞う、(着実に) 進む･前進する

1346 1325 proclamer を宣言する、を声明する、を布告する、を表明する

1347 1326 procurer を手に入れさせる、得させる、もたらす、 (se) ... を手に入れる、... を獲得する

1842 1327 prodiguer を浪費する、を惜しげなく与える
(se) 骨身を惜しまない、献身する

875 1328 produire を生産する、を生み出す、を引き起こす、を生じさせる、を製作する、を提出する、 (se) ＜事件･現
象などが＞起こる･生じる、＜俳優などが＞出演する

598 1329 progresser 進歩･向上･発達する

1836 1330 prohiber (法的に) を禁止する

870 1331 projeter を計画する、を投げ出す、を投げつける、を噴出する、を映し出す、を突き動かす、 (se) 映し出さ
れる、(se 〜 sur qn) ＜人＞に自分を投影する

245 1332 promettre を約束する、を保証する、を請け合う、 を予告する、＜ものが＞... を予想させる、 期待させる、先
が思いやられる、 (se 〜 de 不定詞) ... する決心をする、... を期待する、... を当てにする、約束し
合う

1703 1333 promouvoir を昇進•昇級させる、を促進•奨励•助成する

592 1334 prôner を絶賛する、をほめちぎる、を推奨する、を強く勧める

158 1335 prononcer (se) ＜文字などが＞発音される

1696 1336 pronostiquer を予想する、を予測する、を予告する、の予後判断を下す

1659 1337 propager を広める、を普及させる、を繁殖 [増殖] させる、 (se) 広まる、普及する、伝播する、繁殖 [増殖] す
る

1510 1338 proscrire を追放する、を放逐する、を締め出す、を (公に) 禁止する

1362 1339 prospecter を踏査･探査する、を市場調査する

556 1340 prospérer 繁栄する、発展する、繁殖する
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408 1341 protéger を保護する、を守る

697 1342 prouver を証明する、の証拠となる、 ＜感情など＞を (態度･言葉などで) 示す･表す、 (se) 証明される、... 
を自分に証明する、を証明し合う

619 1343 provenir (〜 de 場所) ... から来る、... 産 [製] である、 (〜 de qc) ... に由来 [起因] する、... が原因である

351 1344 provoquer を挑発する、を (わざと) 怒らせる、をいらだたせる、 を引き起こす、を生じさせる、を (人為的に) 仕
組む、 (〜 qn à 名詞／不定詞) ＜人＞が ... するようにそそのかす･仕向ける、 (se) 起こす･生じ
る、挑発し合う

779 1345 psychanalyser / psi-ka-na-li-ze / の精神分析をする、に精神分析治療を施す、の精神分析的研究を行う

305 1346 publier を出版する、を刊行する、を発行する、 を公表する、を公告 [公布、公示] する、 (se) 出版される、
発表される

1213 1347 puer 悪臭を発する、臭い、 の悪臭を放つ、(比喩的に) ... のにおいがする

971 1348 puiser を汲む•汲み取る、＜中味・題材など＞を取り出す•引き出す (à/dans… から) 汲み取る•取り出す、
金を引き出す

1503 1349 pulvériser を霧状にして吹きかける、を粉末にする、を粉砕する

263 1350 punir を罰する、を処罰する (de [pour] ... の理由で)、 (〜 A de B) A＜人･行為＞をBで罰する、 (se) 自
分を罰する、罰 (バチ) があたる

826 1351 purifier を浄化･純化する

1556 1352 quereller に文句をつける、を非難する (se) けんかする

198 1353 questionner に質問する、に尋問する

1275 1354 quêter 募金をする、義捐金を集める、 ＜施しなど＞を求める、を乞う、をねだる

1830 1355 rabâcher をくどくど繰り返す、繰り返して言う、
くどくど言う

774 1356 rabaisser を低くする、をおとしめる、をけなす、を制限する

1676 1357 rabattre をおろす、を下げる、を占める、を折り返す、を折り畳む

565 1358 raboter に鉋をかける、を強くこする

1763 1359 raccommoder を繕う、を修繕する、を仲直りさせる

1608 1360 raccompagner を送り届ける、を見送る
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1604 1361 raccorder をつなぎ合わせる、を接続する

1025 1362 raccourcir を短くする、を縮める、 短くなる、縮む

1431 1363 raccrocher を再び掛ける、を掛け直す、を呼び止める

1521 1364 racheter を再び買う、買い直す、買い足す、買い戻す、を償う･あながう、を埋め合わせする、(落第生など) 
を救ってやる、(身代金などを払って) を解放させる、を弁済する、(se) 自分のために [自分用に]...
を買い戻す、買い戻される、償われる

1571 1365 racler を削り取る、をこする

675 1366 radiodiffuser をラジオで放送する

615 1367 radoucir を温暖にする、を和らげる、を穏やかにする、 (se) 温暖になる、和らぐ、温和になる

286 1368 raffermir を固める、を強固にする、を引き締める、をしっかりさせる、 (se) 固くなる、強固になる、しっかりす
る

1032 1369 raffiner を精製する、を洗練する、を磨く、 (sur... に) 凝る、凝りすぎる、気をつかいすぎる、 (se) 精製され
る、洗練される

847 1370 raffoler (〜 de qn/qc) ... に夢中になる

674 1371 rafraîchir を冷たくする、を爽やかな気分にする、を (もとのように) 新しくする、を生き生きとさせる、を蘇えら
せる、＜髪など＞を軽く刈り込む、＜飲み物などが＞冷える、(se) 涼しくなる、冷たくなる、さっぱり
する、自分の...を冷やす、少し化粧を直す

1728 1372 rager カンカンに怒る、ひどく悔しがる

918 1373 raidir をぴんと張る、をこわばらせる、の態度を硬くさせる、 (se) ぴんと張る、こわばる、緊張する、しっか
りと身構える、強硬な態度をとる、かたくなになる

482 1374 railler をからかう、を冷やかす、を嘲弄する、 (se) (de... を) 愚弄する

359 1375 raisonner を推論する、を議論する、を思考する

429 1376 rajeunir を若返らせる、を若く見せる、を新しくする、を一新 [刷新] する、 若返る、若さを取り戻す、(再び) 
新しくなる、一新される、 (se) 若く見せる、年を若く言う

505 1377 rajouter をさらに加える、を追加する

233 1378 ralentir の速度を緩める、を緩慢にする、を鈍化させる、 スピードを落とす、減速する、 (se) 速度が落ち
る、勢いが弱まる

1651 1379 rallonger 長くする

1700 1380 rallumer に再び火を付ける、を再燃させる、をかき立てる
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366 1381 ramasser を集める、を寄せ集める、を拾う、 を助け起こす、を抱き起こす、を検挙する、 を簡潔にする、を要
約する、 (se) 体を丸める、身を縮める、寄せ [拾い] 集められる、転ぶ･倒れる、失敗･破産する

1695 1382 ramener を再び連れて行く [来る]、を連れ戻す、を持って来る、を (元の位置･状態に) 戻す、を回復させる、 
をまとめ上げる、を集中する、を自慢する、 (se) (à... に) 帰着する、結局 ... である、戻って来る

1654 1383 ramer オールでこぐ

957 1384 ramollir ＜革･練り粉･バターなど＞を柔らかくする、の気力を失わせる、 (se) 柔らかくなる、軟弱になる、頭
がぼける、耄碌する

831 1385 ramoner のすす払いをする、(煙突やパイプ) を掃除する

1775 1386 ramper 這う、腹這いに進む、ほふくする、平身低頭 (ぺこぺこ) する

20 1387 rancir ＜バター･油などが＞酸敗する

354 1388 randonner ハイキング [トレッキング] をする、サイクリングをする、山スキーをする

943 1389 ranger を片づける、を整理･整頓する、をしまう、をきちんと並べる、を整列させる、を傍らに駐車する、を
数える･みなす、 (se) 並ぶ、整列する、(並んで) 席につく、脇に寄る、片付けられる、みなされる、
(ある主張･立場に) 同調する、素行が改まる

1084 1390 ranimer を蘇生させる、の意識を回復させる、の生気を取り戻させる

347 1391 rapatrier を本国に送還する、帰国させる、＜資産など＞を本国に還流させる

156 1392 râper をおろす、をする、をすり砕く、にやすりをかける、 をぴりっと刺激する、をチクチク [ヒリヒリ] させる

814 1393 rapetisser を小さくする、を縮小 [短縮] する、を小さく見せる、を過小評価する、を見下す、をおとしめる、 小さ
く [短く] なる、縮む、 (se) 小さくなる、縮む、身を縮める

531 1394 rapiécer ＜衣服など＞に継ぎを当てる、

737 1395 rappeler を呼び戻す、を召喚する、に再び電話する、を思い出させる、(〜 qn à qc) ＜人＞を ... に立ち戻ら
せる、 (se) を思い出す、を覚えている

1817 1396 rapporter を戻す･返す、を再び持って来る、を持ち帰る、 ＜利益＞をもたらす、を報告する、を告げ口する、
(〜 A à B) AをBに関連づける、を付け加える、＜政令など＞を撤回･廃止する、 (se) (à... に) 関
係する

1061 1397 rapprocher を近づける、を接近させる、をくっつける、 を拡大する、を親密にする、を和解させる、 を比較す
る、 (se) 近づく、接近する (de... に)、親密になる、和解する、似る

1002 1398 raréfier ＜気体＞を希薄にする、を減少させる、を不足させる、 (se) 希薄になる、まれになる、減少･不足
する

1448 1399 raser を取り壊す、を徹底的に破壊する、をかすめる、のすれすれを通る、をうんざりさせる、 (se) ひげを
剃る、うんざりする

890 1400 rassasier を満腹させる、を堪能させる、 (se) 満腹する、(de... を) いやというほど堪能する
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1341 1401 rassembler を集める、を集結させる、を収集する、 を集中する、 (se) 集まる、集合する、【スポーツ】(ジャンプ･
スタートなどの前に) 身をかがめる

1756 1402 rasseoir (se) 再び座る、座り直す

1161 1403 rassir (se) ＜パンなどが＞固くなる

1698 1404 rater に乗り損なう、に会い損なう、を取り逃がす、に失敗する、を仕損じる、 失敗に終わる、不発に終わ
る

1383 1405 rationner を配給制にする

243 1406 ratisser を熊手で掃除する、をかき集める、を隈なく掃討する、をしらみつぶしにする

858 1407 rattacher を結び直す、を結びつける

453 1408 rattraper に追いつく、を (再び) 捕らえる、を取り戻す、を挽回する、(落ちかかっているもの) をつかむ･支え
る、 (se) (à... に) つかまる･すがる、遅れを取り戻す、損失の埋め合わせをする、ミスを取り繕う

518 1409 raturer を訂正のために線で削除する

1685 1410 ravager を (ひどく) 荒らす、に大損害を与える、 を荒廃させる、をやつれさせる、をすさませる

215 1411 ravaler を磨き上げる、を塗り替える、＜感情•言葉など＞を抑える、をおとしめる、を失墜させる、 (se) 威
厳•品格を失う

396 1412 ravir をうっとりさせる、の心を奪う、 (〜 qn/qc à qn) ＜人＞から ... を奪う

1640 1413 raviser (se) 意見を変える、思い直す

440 1414 ravitailler (～ qn/qc en qc) に…を補給する、 (se) 食糧•物資の補給をする、給油する

1178 1415 rayer に線を引く、に筋をつける、に擦り傷をつける、を線を引いて消す、を抹消･抹殺する (de... から)

597 1416 réagir (〜 à qc) ... に反応･対処･対応する、(〜 contre qn/qc) ... に反発･抵抗･対抗する、(〜 sur qn/qc) 
... に (逆に) 影響を及ぼす、反作用を及ぼす

1593 1417 réapparaître 再び現れる、繰り返し現れる

336 1418 rebâtir を再建する、を立て直す

206 1419 rebondir 跳ね返る、バウンドする、再び活発になる、新展開を示す

1483 1420 reboucher に再び栓をする、を再びふさぐ、 (se) 再びふさがる
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1517 1421 rebuter の気持ちをくじく、を不愉快にさせる、に嫌悪を抱かせる

56 1422 recaler を落第させる、を落とす

1588 1423 récapituler を要約して述べる、を再検討する、を振り返る

484 1424 recenser ＜人口＞を調査する、を集計する

1217 1425 recentrer を再結集する、を中心に戻す、【スポーツ】センタリングをする

123 1426 recharger チャージする

731 1427 réchauffer を温め直す、の体を温める、を温かい雰囲気にする、を奮い立たせる、 ＜料理が＞再び温まる、 
(se) 自分の体を温める、体が温まる、自分の＜体の部分＞を温める、＜気候などが＞暖かくなる

1671 1428 réciter を暗唱する、を (いい加減に) 言う、を口先だけで唱える

237 1429 réclamer を (正当な権利として) 要求する (à/apurès de...に)、を(強く)求める、＜人＞を呼び求める、＜物･
事が＞...を必要とする、抗議する、異議を唱える (contre...に対して)、(se) (de...を) 引き合いに出
す

967 1430 recoller を再び貼る、を継ぎ直す

635 1431 récolter を収穫する、を取り入れる、を採取する、を手に入れる、を得る、 (se) 収穫される、得られる

802 1432 récompenser に褒美 [報酬] を与える、(de/pour... について) に報いる、＜努力･功績など＞に報いる

1086 1433 réconcilier を和解させる、を仲直りさせる、を融和させる、を折り合わせる、 (se) 和解する (avec... と)

1512 1434 reconduire ＜帰る人＞を送って行く、を見送る、 を連れ出す、を追い払う、 を延長･継続する、を更新する

929 1435 réconforter を励ます、に活力を与える

551 1436 reconnaître をそれと分かる、を見分ける、を識別する (à... で)、を認める、を承認する、を偵察する、(se) 自分
がどこにいるのか分かる、見当がつく、自分の姿を見分ける、自分を...と認める、(à...で) それと識
別される、互いに誰か分かる

1284 1437 reconstituer を再構成する、を編成し直す、を再建する、を復元する、を再現する、を回復させる、を再生させ
る、 (se) 再構成 [再編成･再建] される、復元 [再現] される、回復･再生する

423 1438 reconstruire を再建する、を復興する、を復元する

743 1439 recopier を書き写す、を清書する

283 1440 recoudre を縫い直す、を縫う、＜傷口＞を縫合する
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1429 1441 recouper を再び切る、＜情報などが＞ ... と一致する、トランプを切り直す、 (se) ＜情報などが＞合致する、
互いに一致する

1367 1442 recourir (〜 à qn/qc) ... に助けを求める、頼る、訴える、 再び走る、上訴する、 ... を再び走る

1682 1443 recouvrir を (再び) 覆う、覆いをする、をすっかり覆う、を覆い隠す、＜領域＞をカバー･包含する、 (se) 
(de/avec ... で) すっかり覆われる、(自分の体に) 布団をかけ直す、重なり合う

136 1444 récrire を書き直す、を再び書く、を改竄 (かいざん) する、 (à... に) 再び手紙を書く、返事を書く

519 1445 recroqueviller を縮ませる、を反り返らせる (se) 体を丸める、体を縮める、しなびて反り返る

698 1446 recruter を募集･採用する、＜新兵＞を徴募する、＜部隊＞に新兵を補充する、 (se) 募集される、集めら
れる、補充･充員される、(ある集団の) 出身である

1264 1447 rectifier を訂正する、を修正する、をまっすぐにする、を精留する、を殺す

411 1448 recueillir を集める、を収集する、をまとめる、 を (容器に) 蓄える、(賛同･成果など) を得る、(財産など) を受
け取る、(孤児など) を引き取る、 (se) 瞑想する、思いを凝らす

1340 1449 reculer 後退する、退く、しりごみする、後ずさりする、低下する、衰退する、 を後ろへ下げる、を (遠くへ) 押
しやる、を延期する、 (se) 退く、後退する

475 1450 récupérer を回収する、＜休みなど＞を埋め合わせる、＜健康･体力など＞を回復する、を取り戻す、を復帰
させる、を再び雇う、をまた迎えに行く、を懐柔する、を丸め込む、 健康を回復する、元気を取り戻
す

1561 1451 récurer ＜鍋や流し＞を磨く

1140 1452 récuser 【法】... を忌避する、に異議を申し立てる、を正答なものと認めない、を拒否する、 (se) 〖法〗(特
定の問題に関して) 自分に能力 [資格] がないことを言明する

1718 1453 recycler を再教育する、を研修する、を再生利用 [処理] する、リサイクルする、 (se) 再教育を受ける

489 1454 redescendre 再び降りる、 (登った後で) 降りる を再び下りる、を再び下に降ろす

1570 1455 redevenir 再びなる

1177 1456 rédiger を作成する、を起草する、を書く

1395 1457 redire 再び言う

730 1458 redonner を再び与える

481 1459 redoubler 落第する、留年する、繰り返す、いっそう強まる、 を二重にする、をいっそう強める

1453 1460 redouter を恐れる、を危惧する、を懸念する、 (〜 de 不定詞) ... するのが恐い
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22 1461 redresser を (まっすぐに) 立て直す、を立て直す、を再建する、を直す、を修正･矯正する、 (se) 身を起こす、
(再び) 立ち上がる、姿勢を正す、胸を張る、復興する、立ち直る

656 1462 réduire を減らす、を縮小･短縮する、(〜 A en B) AをBに細かくする、(〜 qn à qc) ＜人＞を...に追いや
る、(〜 A à B) AをBに単純化する、を約分する、 (à...に) 帰着する、(en...に) 変わる、(à...に) 限る

36 1463 rééduquer にリハビリを施す、を再教育する、を更生させる

253 1464 réélire を再選する

1323 1465 réexpédier に郵便物などを転送する、を回送する、を返送する

1348 1466 refaire を再びする、を繰り返す、をやり直す、を作り直す、を修理する、を改修 [修復] する、を回復する、
を騙 (だま) す、 (se) 体力を取り戻す、健康を回復する、自分を作り変える、に再び適応する、を取
り戻す、の負けを取り戻す

196 1467 référer (en 〜 à qn/qc) ... に一任する、(〜 à qn/qc) ... を指示する、 (se) (à... を) 参照する･典拠 [準拠] 
とする、(à... に) 関わる･関係がある、(à... を) 指示する

378 1468 refermer を再び閉める･閉じる

1067 1469 refléter ＜姿･像など＞を映す、＜光＞を照り返す、を反映する、を表す、 (se) 映し出される、映る、反映さ
れる

1170 1470 refleurir 再び咲く、＜希望や友情が＞よみがえる

1235 1471 refondre ＜金属＞を溶かし直す、鋳直す、を作り直す

337 1472 réformer を改革する、を改める

12 1473 refouler を押し返す、を追い返す、 ＜感情•本能など＞を抑える•押し殺す、 ＜血液など＞を逆流させる、 
＜排水管などが＞逆流する

1487 1474 réfracter ＜光など＞を屈折させる、 (se) 屈折する

1467 1475 refroidir を冷やす、を冷ます、の温度を下げる、の熱意をくじく、を殺す、 冷める、 (se) 冷える、冷たくなる、
温度が下がる、風邪をひく、(熱意などが) 失せる･減退する

753 1476 réfugier (se) 避難する、逃れる、亡命する

1007 1477 regagner ＜失ったもの＞を取り戻す、＜元の場所＞に戻る

456 1478 régaler ＜地面など＞を地ならしする、＜税など＞を均等に割り当てる、 ＜人＞にごちそうする、をもてな
す、＜目的語なしで＞おごる、 (se) ごちそうを食べる、(de... を) 楽しむ･堪能する

1094 1479 réglementer を規制する、を統制する

1198 1480 régler を調整･調節する、(〜 A sur B) AをBに合わせる、を (きちんと) 決める、を解決する、を支払う･決
済する、＜紙など＞に線を引く、 (se) 調整 [調節] される、解決される、(sur... を) 模範にする



Alphabet_Order

75

667 1481 régner 君臨する、統治する、権力をもつ、勢力をふるう、支配的である、(状態･気分などが) 行き渡る･み
なぎる･存続する

1423 1482 regonfler を再び膨らます

1542 1483 régresser 後退する、減少する、低下する、【心】退行する

1289 1484 regrouper を再び集める、を再結集･再編成する、 (se) 再び集まる、再結集する

238 1485 rejeter を投げ返す、を追い返す、をはねつける、を締め出す、を拒絶する、を却下する、(〜 qc sur qn) ＜
人＞に＜責任など＞をなすりつける、を転嫁する、を後に移す、 (se) (後ろの方へ) 跳ぶ、身を傾
ける、(sur... で) 間に合わせる

43 1486 rejoindre と再び一緒になる、に合流する、に追いつく、に戻る、に復帰する、に通じる、に似通う、を結びつ
ける、 (se) 再び一緒になる、合流する、再び結ばれる

1282 1487 réjouir を喜ばせる、をうれしくさせる、を楽しませる、 (se) 喜ぶ、うれしく思う、(de 不定詞) ... すると思うと
うれしい、楽しむ、気晴らしをする

987 1488 relâcher をゆるめる、を弛緩させる、をたるませる、 を釈放する、を解放する、＜船が＞寄港する、 (se) ゆ
るむ、弛緩する、たるむ、だらける、気を抜く

177 1489 relancer を投げ返す、を打ち返す、を再び投げる、にしつこくつきまとう、を再始動する

1693 1490 relater を詳しく語る、を詳しく報じる、を詳述する

1539 1491 relaxer を釈放する、を放免する、 をリラックスさせる、をくつろがせる、 (se) リラックスする、くつろぐ

403 1492 relayer (仕事などで) ＜人＞と交替する、と引き継ぎをする、 ＜放送など＞を中継する、バトンを受ける、 
(se) 互いに交替する、代わる代わる ... する、リレーし合う

290 1493 relever を再建する、を元気付ける、を上げる、を高める、(de... ) の管轄である･に属する、 (se) 再び起き
上がる、(de... から) 立ち直る

1285 1494 relier ＜道路などが＞と連絡する、を結ぶ、を製本する、を綴じる、を束ねる、を関連させる

1508 1495 relire を再読する、を読み返す

427 1496 reluire (反射によって) 光る･輝く

958 1497 remanier を手直しする、を改変する、を再編する

549 1498 remballer を荷造りし直す、を再梱包する

1533 1499 rembarquer に最乗船する、に再搭乗する

1477 1500 rembourrer ＜椅子など＞に詰め物をする
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1187 1501 rembourser ＜金･費用＞を返す、を払い戻す、 (se) 金を返してもらう、取り立てる

688 1502 remettre を (元の状態に) 戻す、を再び置く、を再び着る、を延期する、の健康を回復させる、を免除する、 
(se) (元の場所･状態に) 再び身を置く、(se 〜 à 名詞／不定詞) 再び...し始める、(avec... と) 仲
直りする、延期される

436 1503 remmener を (元の場所に) 連れて行く

1769 1504 remonter 再び上がる･登る、再び乗る、(過去･原因などに) さかのぼる、を再び上げる、を再び登る、＜服な
ど＞をたくし上げる、＜河川･時間の流れ等＞をさかのぼる、を元気づける、を再び組み立てる、を
補充する、(se) 元気を取り戻す、再び組み立てられる、

690 1505 remontrer を再び見せる

240 1506 remorquer を引く、を曳航する、を牽引する

777 1507 remplacer (par... で) を取り替える、に取って代わる、に交替する、の代わりをする、 (se) 取り替えがきく、代
わりを見つけられる、代わり合う、交替し合う

735 1508 remplir を満たす、をいっぱいにする、＜用紙など＞に記入する、＜義務･約束など＞を果たす、＜条件･約
束など＞を満たす (se) いっぱいになる、満ちる、自分の ... をいっぱいにする

1054 1509 remporter を持ち帰る、を持ち去る、を勝ち取る、を獲得する

203 1510 remuer ＜物･手足など＞を動かす、を移動させる、をかき回す、をかき混ぜる、の心を動かす、を感動･動
揺させる、＜思い出など＞を呼び起こす、 動く、身動きする、行動を起こす、蜂起する、不穏な動き
を見せる、 (se) 努力する、奔走する、急ぐ、動く、体を動かす

757 1511 rémunérer に報酬を与える

1839 1512 renâcler ＜馬などが＞ 不満げに鼻を鳴らす、＜人が＞不平を鳴らす

1147 1513 rendormir を再び眠らせる、 (se) 再び眠り込む

1117 1514 renfermer を収納する、を収蔵する、を埋蔵する、を含む、 (se) 閉じこもる

905 1515 renier を否認する、を自分のものと認めない、＜信仰など＞を捨てる、 (se) 自説を捨てる [曲げる]

1808 1516 renifler / r(ə)nifle /鼻で息を吸う、鼻水をすする、 を嗅ぐ、を嗅ぎつける

39 1517 renoncer (〜 à qc) ... をあきらめる、を断念する、＜権利など＞を放棄する･捨てる、＜好物･習慣など＞を
やめる･断つ、禁欲する、 あきらめる、やめる、(トランプで) 場札と違う種類のカードを出す

1418 1518 renouer を結び直す

375 1519 renouveler を新しくする、を入れ替える、を取り替える、を更新･継続する、を繰り返す、を一変させる、を刷新
する、 (se) 新しくなる、入れ替わる、繰り返される、作風を一新する、新境地を開く、新たなものに
なる

1737 1520 rénover を改修する、を改築する、を改革する、を刷新する、を改善する
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988 1521 renseigner に情報を与える、を案内する、教える (sur... について)、 (se) 調べる、問い合わせる、照会する 
(sur/pour... について)

952 1522 renverser をひっくり返す、を逆にする、を逆転させる、＜車が＞ ... をはねる、をこぼす、を覆す、を転覆させ
る、をのけぞらせる、を仰天させる、＜潮が＞流れの向きを変える、(se) ひっくり返る、倒れる、横
転する、逆になる、あおむけになる、身を反らせる

491 1523 renvoyer を送り返す、を再び送る、を戻らせる、を追い出す、を解雇する、を退学させる、を延期する、(〜 qn 
à qn/qc) ＜人＞を...に差し向ける、を反射する、を反響させる、【法】＜犯罪者＞を移送する、＜法
案＞を委託する、(se) 送り合う、

1709 1524 réorganiser を再編成する、を組織し直す、を改組する

606 1525 répandre をこぼす、をまき散らす、＜光･においなど＞を放つ、を普及させる、＜恩恵など＞を施す、＜涙･血
など＞を流す、(se) こぼれる、まき散らされる、充満する、普及する、蔓延する、(se 〜 en 無冠詞
名詞) しきりに...を言う、社交界に出入りする

1776 1526 reparaître 再び姿を見せる [現れる]、＜本･新聞などが＞再刊される

182 1527 réparer を修理する、＜健康や体力＞を回復する

1612 1528 repartir 再び出発する、再開する、再び動き始める

1730 1529 répartir を分配する、を分担する、を配分する、を割り振る、(〜 A en B) AをBに分類する、 (se) を分け合
う、分配される

1504 1530 repasser 再び通る、再び立ち寄る、＜映画が＞再上映される、 にアイロンをかける、を復習する、を再受験
する、を再び越える [渡る]、再上映･再放送する、をもう一度塗る、を研ぐ、＜仕事など＞を回す、
＜病気など＞を移す (se) アイロンがかけられる

719 1531 repeindre を塗り替える、を塗り直す

1819 1532 repentir (se) 罪を悔いる、悔い改める、(se 〜 de qc/不定詞) ... を後悔する

35 1533 répercuter ＜音など＞を反響させる、反射する、(〜 A sur B) AをBに跳ね返らせる、を伝達する、 (se) 反響
する、反射する、(sur... に) 影響する･はね返る

44 1534 repérer の位置を割り出す、を見つける、を突き止める、に目印をつける、 (se) 自分の位置を知る、方角 
[立場] が分かる、＜誤りなどが＞見つかる

573 1535 repiquer ＜苗など＞を移植する、をダビングする、を再び刺す

278 1536 replacer を戻す、を再び置く、を新しい地位に就かせる、の配置を変える

1100 1537 replanter を植え替える、を移植する、を再植林する

293 1538 replier ＜広げたもの＞を折り畳む、を折り返す、を撤退･退却させる、＜相場など＞を安値に戻す、 (se) 
折れ曲がる、曲がりくねる、身を丸める、撤退･後退する

112 1539 répliquer にすかさず応答する、に言い返す、に反駁する、に口答えする、に文句をつける

1004 1540 reporter を (元の場所に) 戻す、を返す、を転記する、を延期する
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628 1541 reposer を休息させる、を休める、 を再び置く、を戻す、を再設置する、を問い直す (se) 休息･休養する

1793 1542 repousser を押し戻す、を押し返す、を拒絶する、を却下する、を延期する、 を不快にする、 再び芽が出る、
再び伸びる、 (se) 反発し合う、拒否される

1342 1543 reprendre を再び取る、を取り戻す (à... から)、＜飲食物＞をもっと食べる [飲む]、を回復する、を持ち帰る、
を連れ帰る、(se) 自分を取り戻す、気を取り直す、言い直す、(se reprendre à 不定詞) また ... し
始める

390 1544 représenter を表す、を表現する、を描く、を象徴する、の典型である、を代表する、に相当する、 貫禄がある、
風采が立派である、 (se) を想像する、を思い浮かべる、再び志願する、再び生じる、また現れる、
表される、示される

854 1545 réprimander を叱責する、しかる、とがめる

1585 1546 réprimer ＜暴動など＞を鎮圧する、を抑止する、を取り締まる、＜感情など＞を抑える･抑制する、＜熱など
＞を抑える･下げる

1581 1547 reprocher を非難する、をとがめる (à... に対して)、【法】＜証人＞を忌避する、 (se) 自分に対して ... をとが
める、... について気がとがめる、(se 〜 de 不定詞) ... することについて気がとがめる、を非難し合
う

1569 1548 reproduire を再現する、を再生する、を複製する、を複写する、を再録･転載する、を産む、を再生産する、 
(se) 繁殖する、再生される、再発する、繰り返される

495 1549 réprouver を糾弾する、を排斥する、を拒絶する、を否認する、【宗】＜神が＞＜人＞を見捨てる

1095 1550 répugner (〜 à qn) ＜人＞に嫌悪を催させる、(〜 à qc / 不定詞) ... に嫌悪を覚える、を嫌う

1515 1551 réputer (〜 qn/qc pour/comme + 属詞) ＜人･もの＞を ... とみなす

391 1552 requérir を要請する、を強く要求する、＜物･事柄が＞ ... を必要とする、【法】(法廷で) ... を請求･求刑す
る、論告する

900 1553 résider 居住する、(dans, en, à...) に存する･宿る

1441 1554 résigner を辞任する、を放棄する、 (se) (à... を) 甘受する、(あきらめて) ... を受け入れる、を忍従する、 
(se 〜 à 不定詞) あきらめて ... する、あきらめる

294 1555 résilier ＜契約＞を解除 [解消] する、解約する

1149 1556 résonner 鳴り響く、反響する、(de... で) 満ちる

895 1557 résoudre ＜問題など＞を解く、(〜 à 不定詞) ... しようと決心する、を決定する、(〜 A en B) AをBに変え
る、(se) (se 〜 à 不定詞) ... しようと決心する、(en... に) 変わる、(à/dans... に) 帰着する

1116 1558 respirer 呼吸する、息をする、(空気を) 吸う、(臭いを) 嗅ぐ

284 1559 resplendir 光り輝く、きらきら光る

1784 1560 ressembler (〜 à qn/qc) ... に似ている、に似つかわしい、にふさわしい、 (se) 互いに似ている、以前のままで
ある
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1454 1561 ressemeler / rəsəməle / ＜靴＞の底を張り替える

1721 1562 ressentir ＜感覚･感情など＞を (強く) 感じる、＜出来事＞の影響を受ける、 (se 〜 de qc) ... をいまだに感
じる、＜ものが＞ ... の名残りを留める、 (s'en ressentir pour 名詞／不定詞) ... する気がある

1258 1563 resserrer をしっかりと締める、をひき締める、を締め直す、をより緊密にする、を縮める、を収縮させる、を厳
しくする、を強化する、 (se) 引き締まる、狭まる、収縮する、厳しくなる、強化される

974 1564 resservir ＜料理＞を再び出す、＜同じこと＞を繰り返し言う、 再び役に立つ、 (se) (de... ) を再び使う

90 1565 ressortir (入ってすぐに) 出る、再び外出する、浮き出る、目立つ、現れる

1643 1566 restaurer を修復する、を復元する、を復興する

1705 1567 restituer ＜不当に得たもの＞を返す、を返却 [返還] する、を復元･再現する、＜蓄積･吸収したもの＞を放
出する、【法】＜人＞を復権させる

1667 1568 restreindre を制限する、を限定する、を制約する、 (se) 制限･制約される、出費 [生活] を切り詰める

1238 1569 résulter (〜 de qc) ... の結果として起こる、 (Il en résulte que 直説法) その結果 ... ということになる

1122 1570 résumer を要約する、を概括する、を端的に示す、 (se) 自分の話 [考え] を要約する、(à/en... に) 要約され
る･帰する

1779 1571 rétablir を (元の状態に) 戻す･回復させる、の健康を回復させる、を復旧する、を復活させる、を復元する、 
(se) (元に) 戻る、回復される、健康を回復する、(体･精神の) バランスを立て直す

1663 1572 retarder を遅らせる、を延期する

1627 1573 retenir を引き止める、を制止する、を支える、を覚える、を考慮に入れる、を確保する、を天引きする、(se) 
(à... に) つかまる･しがみつく、こらえる、(se 〜 de 不定詞) ... したいのを我慢する、覚えられる、
便意･尿意をこらえる

529 1574 retentir 響きわたる、(dans/sur... に) 響く･影響する

275 1575 retomber 再び倒れる･落ちる･陥る、垂れ下がる、もとの状態に戻る

231 1576 rétorquer と言い返す、＜相手の論法･批判など＞をそのまま投げ返す

341 1577 retoucher の寸法を直す、に修正を施す

1107 1578 retourner (元の場所に) 戻る、(〜 不定詞)...しに戻る、復帰･回帰する、を裏返す、をかき混ぜる、を動転させ
る、を逆転する、＜人＞の意見を変えさせる、(se) 振り返る、裏返しになる、(vers...に) 頼る、
(contre...と) 敵対する

219 1579 retracer ＜線など＞を引き直す、をなぞる、を生き生きと物語る･描写する

618 1580 retrancher を削除する、を省略する
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566 1581 retransmettre を中継放送する

902 1582 rétrécir を狭くする、を狭める、を縮ませる、＜知性･活動範囲など＞を狭める、を狭小にする、＜布地など
が＞縮む、 (se) 狭くなる、偏狭になる

1689 1583 retrousser ＜袖など＞をまくり上げる、を折り返す、を反り返らせる

175 1584 réunir を集める、を１つにまとめる、を招集する、を結びつける、を連結する、を併合する、＜いくつかの特
徴＞を併せ持つ、 (se) 集まる、＜会などが＞開かれる、が合流する、が合同･連合･合併する

393 1585 révéler ＜秘密など＞を明かす、を暴露する、を明らかにする、を一般に知らしめる、＜神が＞ ... を啓示
する、【写】... を現像する、 (se) 明らかになる、現れる、であることが明らかになる、有名になる

1174 1586 revendiquer (権利として) ... を要求する、を自分のものであると主張する、＜責任など＞を負う･引き受ける

1780 1587 revendre を売りはらう、を転売する

134 1588 revenir 戻って来る、再び来る、＜事物･事態が＞再び [繰り返し] 現れる、(〜 à qn/qc) (元の状態･活動
に) 戻る･回復する、＜料理等が＞嫌な後味を残す、(〜 de qc) (ある状態から) 脱する、(〜 sur 
qc) ... を再検討する

356 1589 reverdir ＜草木が＞再び緑になる

626 1590 reverser を再び注ぐ、を元の器に戻す、の口座に再振込する

1200 1591 revêtir を着る、を着用する、を身につける、を着せる、を付与する、(〜 A de B) BでAを覆う、＜性質など
＞を帯びる、＜外観＞を呈する、＜〜 A de B＞A＜書類など＞にBで有効性を与える、 (se) 
(de... を) 着る･身にまとう

547 1592 réviser を見直す、を再検討する、を修正する、を改正･改定･改訂する、を復習する、を点検する、を修理
する

843 1593 revivre 生き返る、よみがえる

146 1594 revoir と再び会う、をもう一度見る、を復習する、を再検討する、 (se) 再会する

960 1595 révolter を憤慨させる、 (se) (contre... に) 反乱･暴動を起こす、反抗･反逆する、(contre... に) 憤慨する、
強く反発する

11 1596 rhabiller に再び服を着せる、＜建物など＞の外装を変える、 (se) 再び服を着る、着替える

1488 1597 ricaner 嘲笑する、冷笑する、せせら笑う、あざ笑う、にやにや笑う

1596 1598 rider ＜顔など＞にシワを作る、＜水面など＞にさざ波を立てる、＜砂･雪の表面＞に風紋を刻む、 (se) 
シワが寄る、さざ波が立つ

1800 1599 ridiculiser を笑い者にする、を茶化す

1188 1600 rigoler 笑う、笑い興じる、楽しむ、ふざける、冗談を言う、からかう
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1281 1601 rimer (avec … と) ＜語が＞韻を踏む、＜事物・事柄などが＞相伴う、詩を作る、(軽蔑的に) へたな詩を
作る、 を韻文 (形式) で書く

1402 1602 rincer ＜容器･洗濯物など＞を水洗いする･すすぐ･ゆすぐ、(雨で) ずぶぬれになる、＜人＞の金をまきあ
げる、 (se) ＜石鹸などを落とすために＞体を水洗いする、＜口など＞をゆすぐ

486 1603 riposter 言い返す、反論する、反撃する (à... に)、 (〜 que 直説法) ... と言い返す

696 1604 rivaliser (〜 de + 無冠詞名詞 avec qn) (人と) ... を競う･張り合う、と比肩する

813 1605 river ＜釘･ピンなどの先＞を打ち曲げる、打ち広げる、 ＜板など＞を (金属部品で) 固定する、リベット
締めにする、 ＜鎖の輪など＞をつぶしてつなぎ合わせる、 (比喩的に) ... を (しっかりと) 結び付け
る･密着させる、くぎ付けにする

1319 1606 rocher (凝固時に) ガスが突出する、(発酵したビールが) 泡立つ

171 1607 roder をならし運転する、を試運転する、を試行する、＜人＞に経験を積ませる

1183 1608 rôder うろつく、徘徊する

1133 1609 rompre を断つ、を解消する、を中断する、を破る、を断ち切る、を乱す･崩す･解く、(〜qn à qc) ＜人＞を 
... に慣らす、(avec... と) 縁を切る、関係を断つ、折れる、切れる、(se) 折れる、切れる、砕ける、
自分の ... を折る

1717 1610 ronfler いびきをかく、唸りを上げる

658 1611 ronger ＜ネズミなどが＞をかじる、＜犬が＞＜骨＞をしゃぶる、＜虫が＞を食う、 ＜酸・錆などが＞を腐
食させる、＜波などが＞を侵食する、＜病気などが＞をむしばむ、＜不安・心痛などが＞をさいな
む、 (se) 自分の … をかむ、(de …に) 悩む•苦しむ

564 1612 ronronner ＜猫が＞のどをゴロゴロ鳴らす、＜機械などが＞うなる、単調な生活に甘んじる

1823 1613 roter げっぷをする、(en 〜) (辛い仕事･仕打ちなどを) こらえる･耐える

1493 1614 rôtir ＜肉など＞を焼く･ローストする、を強い熱にさらす、を干からびさせる、 焼ける、ローストされる、
強い熱を受ける、焼かれる、 (se) (太陽で) 肌を焼く

1495 1615 rougir 赤くなる、顔を赤らめる、(de... を) 恥じる、 を赤くする、を赤く染める、

581 1616 rouiller を錆びさせる、＜人＞の能力を衰えさせる･鈍らせる、 錆びる、錆びつく、 (se) 錆びる、＜人が＞
衰える、腕が鈍る

607 1617 rouler 転がる、＜車･列車などが＞走る、＜船が＞横揺れする、(〜 sur qc) ... を巡って展開される、(〜 
pour qn)...のために働く、(se) 転げ回る、(dans...に) くるまる、＜蛇が＞とぐろを巻く、＜テントなど
が＞巻いてたためる

1175 1618 rouspéter (激しく) 文句･不平を言う、食ってかかる、抗議する

1411 1619 roussir を焦がす、を赤茶色にする、 赤茶色になる、紅葉する

458 1620 rouvrir を再び開く、を再開する、 再び開く、再開される、 (se) 再び開く
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1306 1621 ruer ＜馬が＞後脚で蹴る、後脚を跳ね上げる、 (se) (sur... に) 飛びかかる、(vers/dans/sur... に) 押し
寄せる･殺到する

560 1622 rugir ＜ライオンなどが＞吠える、＜人が＞わめき散らす、＜風などが＞激しくうなる、 をわめく

1645 1623 ruiner を破産させる、を倒産させる、＜健康･評判･希望など＞を損なう･失わせる、＜作物など＞に被害 
[打撃] を与える、＜町･建物など＞を崩壊 [壊滅] させる･滅ぼす、 (se) 破産する、莫大な出費をす
る、散財する、自分の＜健康など＞を損なう

422 1624 ruisseler ＜雨水･涙が＞流れる、(de... で) びっしょりぬれる、(de... で) あふれる

1633 1625 ruminer を反芻する、を思いめぐらす、を繰り返し考える、 食べたものを反芻する

226 1626 rythmer / rit-me / にリズムを与える、の拍子をとる

250 1627 sabler に砂をまく、を砂で覆う

295 1628 saboter (生産などの妨害を目的として) ＜機械･設備＞を破壊する、＜計画など＞を妨害する、をぞんざい
にやる

756 1629 saccager を踏み荒らす、を台なしにする、を略奪する、を蹂躙する

745 1630 sacrer を聖別する、をたたえる、 ののしる、悪態をつく

1193 1631 saigner 出血する、(心などが) 傷む･うずく、 に瀉血をする、を刺し殺す、から金を搾り取る、を疲弊させる 
(se) 大きな出費をする、大きな犠牲を払う

361 1632 saler に塩味をつける、に塩をふる

541 1633 salir を汚す、をけがす、に泥を塗る、 (se) 汚れる、自分の名誉をけがす、評判を落とす

840 1634 saliver つばが出る、よだれを流す

77 1635 sanctionner を承認 [認可] する、を批准 [裁可] する、を罰する、を処罰する

917 1636 sangloter すすり泣く、泣きじゃくる

381 1637 saper ＜建物など＞を土台から崩す•掘り崩す、 ＜水が＞ (下から) …を浸食する、 (根底から) … を崩
す•覆す (se) (きちんとした) 服を着る、めかしこむ

1446 1638 saturer (〜 qn/qc de qc) を ... でいっぱいにする、にうんざりさせる、を飽和させる、 飽き飽きする、うんざ
りする

21 1639 saucer のソースを拭い取る

63 1640 saumurer を塩漬けにする
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841 1641 saupoudrer (～ A de/avec B) ＡにＢを振りかける、まぶす、ちりばめる、ばらまく

248 1642 sauver を救う、を助ける、を保つ、を守る、の欠点を補う (se) 逃げる、(急いで) 立ち去る、吹きこぼれる

1233 1643 savourer ＜食物など＞をゆっくり味わう、を賞味する、をゆっくり楽しむ

1803 1644 scalper の頭皮を剥ぐ

1798 1645 scandaliser ＜人＞を憤慨させる•の顰蹙 (ひんしゅく) を買う (se) (de… に) 憤慨する、眉をひそめる

806 1646 sceller に印を押す、を封印する、を確固としたものにする、を固く閉ざす、密封する、をはめこむ、を決定
づける

651 1647 scier をのこぎりで切る

40 1648 scintiller (星･宝石などが) きらめく、またたく、輝く

915 1649 scruter を注意深く調べる、を目を凝らして見る

273 1650 sculpter [skylte] を彫刻する

568 1651 sécher を乾かす、を飲み干す、をサボる、をすっぽかす、 乾く、干上がる、しおれる、憔悴する、やつれる 
(se) 自分の体 [服] を乾かす

1339 1652 seconder を補佐する、の助手を務める、を支援する

355 1653 secouer を揺り動かす、を揺さぶる、を振り払う、を払いのける、に衝撃を与える、に奮起を促す、に発破を
かける (se) 体を振る、奮起する、気を取り直す、元気を出す

1529 1654 secourir を救う、を救出する、を救援する、を援助する

799 1655 séduire を誘惑する、の心をそそる、を魅惑する、をたらし込む、を幻惑する、を堕落させる

1486 1656 séjourner 滞在する、逗留する、＜物が＞滞留する･たまる

820 1657 semer ＜種など＞をまく、をばらまく、をまき散らす

108 1658 sensibiliser の関心を高める、注意を喚起する、を感作する、＜感光性＞を与える (se) 関心を高める、敏感に
なる

1807 1659 siéger 議席を占める、現職にある、在籍する、(裁判･会議などが) 開かれる、本部を置く、(機関･病根など
が) 所在する

504 1660 siffler 口笛を吹く、(風が) ひゅうひゅう吹く、ホイッスルを吹く、＜曲など＞を口笛で吹く、口笛を吹いて ... 
をやじる
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746 1661 siffloter を口笛で軽く吹く

1492 1662 signaler を知らせる、を指摘する

1670 1663 simplifier を簡単にする、を簡略化する、を簡素化する

1164 1664 simuler のふりをする、(本物らしく) 見せかける、装う、【情報】... のシミュレーションを行う

1398 1665 singulariser ＜人＞を目立たせる、 (se) 自分を目立たせる、奇をてらう

979 1666 solder を特売する、を安売りする、の貸借勘定をする、＜未払金＞の清算をする (se) (清算の結果が) ... 
になる、結局 ... になる、... という結果に終わる

1809 1667 solidifier (se) 凝固する、固体になる

605 1668 solliciter を願い出る、を懇請する、を都合よく解釈する、(人･注意) を引きつける

1526 1669 sombrer ＜船が＞沈む、(〜 dans qc) ＜人が＞ ... に陥る、＜物事が＞崩壊する

400 1670 sommeiller うとうとする、まどろむ

1845 1671 sommer (〜 qn de 不定詞) ＜人＞に ... するように催促する･強く命じる

1069 1672 somnoler うとうとする、まどろむ、(才能･長所などが) 眠っている

676 1673 sonder を測深する、を計測する、を探査･調査･検査する、を探る

1307 1674 songer (〜 à qn/qc) ... のことを考える、... を気にかける、 (〜 à 不定詞) ... することを気にかける、 を考
える、に思い及ぶ、 夢想する、空想にふける

1040 1675 soucier (se) (de... を) 気にかける•心配する•心を配る、 (se 〜 de 不定詞) することに気をかける

68 1676 souder を溶接する、をはんだ付けする、を接合する、をくっつける、を一致団結させる (se) 溶接される、接
合される、くっつく

424 1677 souffler 息を吐く、(sur... に) 息を吹きかける、(dans... に) 息を吹き込む、(風が) 吹く、息を切らせる、 を吹
き消す、を吹き飛ばす、を小声で言う、(à... から) を奪う･横取りする、をあっと驚かせる

265 1678 soufrer に硫黄を塗る、(消毒のため) ＜ブドウの木＞に硫黄を散布する、＜羊毛など＞を亜硫酸ガスで漂
白する

1329 1679 souiller を汚す、を汚染する、 ＜名誉・評判など＞を傷つける

19 1680 soulager の気持ちを楽にする、をほっとさせる、の負担を軽くする、を和らげる、を鎮める (se) 気持ちが楽に
なる、ほっとする
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886 1681 soûler (se) 酔う、(de... に) 陶酔する

1481 1682 soulever を持ち上げる、を少し上げる、を舞い上げる、を引き起こす、を提起する、に反乱を起こさせる、を
蜂起させる、を興奮させる、をかき立てる、を盗む (se) 体を起こす、持ち上がる、反乱を起こす

1123 1683 souligner に下線を引く、を強調する、を力説する、を際立たせる

415 1684 soumettre を服従させる、を制圧する、... を＜人＞にゆだねる、を規制下に置く (se) 降伏する、(à... に) 従う

1679 1685 soupçonner に嫌疑をかける、を疑う

234 1686 soupeser (手の上にのせて) およその重さを量る、を検討する、を吟味する

1625 1687 soupirer ため息をつく、熱望･渇望する、甘い音色をかなでる をため息まじりに言う、をやるせなく歌う

95 1688 sourdre (不定詞と直説法現在•半過去の３人称のみで) ＜水が＞わき出る、＜涙が＞あふれる、＜考え•感
情•結果が＞生じる

586 1689 sous-traiter ＜仕事＞を下請けに出す、下請けで受注する 、 下請けをする

1677 1690 souscrire (〜 à qc) に応募･出資･予約する、に同意･同調･賛同する、に署名する

1511 1691 soustraire (～ A de B) ＢからＡを引く、差し引く、 (～ qc à qn) ＜人＞から＜金品＞を巻き上げる、詐取す
る、 (～ qn à qc) ... から＜人＞を逃れさせる、 (se) (à …から) 逃れる、免れる

1602 1692 soutenir を支える、を支援する、を力づける、を主張する、を維持する、を持続させる、に耐える (se) 倒れず
に立っている、浮かんでいる、持続する、支持される、互いに支え合う

1766 1693 spolier / spɔ-lje / (～ qn de qc) ＜人＞から … を略奪 [強奪] する、だまし取る

1138 1694 stagner (水などが) よどむ、停滞･沈滞する、甘んじる

261 1695 stationner を駐車する、を駐留させる、を配備する

1038 1696 stigmatiser を公然と非難する•糾弾する、 ＜病気などが＞徴候を示す•傷跡を残す、 ＜奴隷など＞に烙印を
押す

1669 1697 stimuler を刺激する

884 1698 stocker をストックする、を貯蔵･備蓄する

985 1699 stupéfier を唖然とさせる、を仰天させる、を麻痺させる

1203 1700 subir (被害･影響など) を被る、(治療･手術･試験) を受ける、(人) を我慢する
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1017 1701 submerger を水没させる、をのみこむ

1127 1702 subsister 存続する、残っている、生計を維持する、暮らしていく

1260 1703 subvenir に必要なものを供する、に援助を与える

1752 1704 subventionner を財政的に援助する

833 1705 succéder の跡を継ぐ、の後継者になる、に続いて起こる、の次 [後] に位置する、の遺産を相続する (se) 続
いて起きる、相次ぐ

1252 1706 succomber 死亡する、死ぬ、負ける、降伏する、押しつぶされる、 (〜 à qc) ＜誘惑など＞に屈する

1575 1707 sucer を吸う、をしゃぶる、をなめる、(車が) ガソリンを食う、 (se) しゃぶられる、自分の ... をしゃぶる

986 1708 sucrer に砂糖を入れる、に甘みをつける

311 1709 suer 汗をかく

364 1710 suffoquer を息苦しくさせる、を窒息させる

655 1711 suggérer を (控え目に) 提案する、を勧める、をそれとなく言う、をほのめかす、を暗示する、を想起させる、
を連想させる

1617 1712 suicider (se) 自殺する、自滅する

1451 1713 superposer を重ねる、を積み重ねる (se) 重なる、重なり合う

936 1714 superviser を監督する、を監修する

616 1715 supplanter ＜人＞を押しのける、地位を奪う、＜もの＞に取って代わる、 (se) (地位のために) 押しのけ合う

1225 1716 supplier に乞い願う、に懇願する、にせがむ

644 1717 supprimer を取り除く、を除去･削除する、を取りやめにする、を廃止･禁止する、(〜 qc à qn) ＜人＞から ... 
を取り上げる、を抹殺する、を殺す (se) 自殺する、廃止される、削除される

178 1718 surchauffer を加熱しすぎる

119 1719 surélever をさらに高くする

1465 1720 surestimer を過大評価する、を買いかぶる (se) 自分を過大評価する
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1157 1721 surmener を酷使する、を疲れ果てさせる、を過労に陥らせる (se) 無理をして働く、過労に陥る

227 1722 surmonter を克服する

1045 1723 surnager 浮かぶ、漂う

1415 1724 surpasser を凌ぐ、を上回る、 (se) 実力以上の力を出す

1812 1725 surplomber の上に張り出す、を見下ろす

1591 1726 surprendre を驚かせる、の意表をつく、を不意に襲う、を不意に訪れる、を見破る、を目撃する、を取り押さえ
る、を捕らえる、 (se 〜 à 不定詞) 自分が (無意識に) ... しているのに気づく、思わず ... する

808 1727 surprotéger を過保護にする

1368 1728 surtaxer に付加税を課する、に重税を課する

1082 1729 surveiller を監視･監督する、を見張る、を見守る、に気を配る、に注意する、＜相手＞をマークする (se) 自
分の言動に気をつける、監視し合う

1497 1730 survenir 突発する、突然起こる、＜人が＞不意に来る

200 1731 survivre (〜 à qn/qc) ... より長生きする、... の後まで生きる、... に耐えて生き長らえる、... の後も存続す
る、 生き延びる、残存する、 (se) 死後も生き続ける (dans... の中に)、死に損なう、生き恥をさらす

1710 1732 survoler の上空を飛ぶ、にざっと目を通す、を大まかに検討する

903 1733 susciter ＜感情･考えなど＞を呼び起こす、を引き起こす、を出現させる

1407 1734 suspecter を疑う、に嫌疑をかける

1445 1735 suspendre を吊るす、をぶら下げる、を掛ける、を中断する、を (一時) 停止する、を延期する、を保留する、を
停職処分にする、を出場停止処分にする (se) ぶら下がる (à... に)

1834 1736 susurrer (そっと) ささやく

614 1737 symboliser を象徴する、の象徴となる

1103 1738 sympathiser (avec... に対して) 共感を覚える

793 1739 tabasser を殴りつける (se) 殴り合う

1159 1740 tacher に染みをつける、に斑点をつける、 染みになる、 (se) 自分の服 [体] を汚す、染みがつく、汚れる、
斑点で覆われる
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707 1741 tâcher (〜 de 不定詞) ... しようと努める

1595 1742 tailler (形を整えるために)…を切る•刈る•削る、＜服地＞を裁つ、裁断する、(人体) を切開する、＜服が
＞大きめ [小さめ] である、(se)…を獲得する•手に入れる、切られる、カットされる、＜自分のひげ・
爪等＞を切る、(俗)逃げ去る•ずらかる

1644 1743 talonner にぴったりつく、のすぐ後を追う、をしつこく悩ます

70 1744 tamiser をふるいにかける、をこす

1642 1745 tamponner にスタンプを押す、に衝突する、 (se) (車同士が) 衝突する、自分の体の一部を拭く

892 1746 tanner ＜皮＞をなめす、＜肌など＞を褐色にする、日焼けさせる、＜人＞をうるさがらせる

1110 1747 taper を叩く、(叩いて)...の音を立てる、をタイプする、＜人＞にせびる、＜車が＞...の速度に達する、(〜 
sur qn) ＜人＞の悪口を言う、(〜 dans qc) ＜貯え等＞に手をつける、(太陽が) 照りつける、(se) 
たたき合う、とセックスする

1185 1748 tapisser に壁紙を貼る、＜壁など＞を覆う

1692 1749 taquiner をからかう、＜物事が＞気をもませる

1574 1750 tarder 遅れる、遅く着く、グズグズする

1485 1751 tartiner にバター [ジャム] などを塗る、長々としゃべる [書く]

1158 1752 tasser を詰め込む、を押し固める、 (se) 平時に復する、(非常事態が) 収まる、席を詰める、陥没する

1738 1753 tâter を触ってみる、を手で探る、＜意向･動向など＞を探る

1597 1754 tâtonner 手探りする、模索する、試行錯誤する

1563 1755 taxer に課税する、(de... であると) ＜人＞を非難する

60 1756 teindre を染める、を染め直す、の髪を染める (se) 自分の ... を染める、染まる、(de... の) 色合いを帯びる

1214 1757 teinter (se) 薄く色づく、彩られる

851 1758 télégraphier に電報で知らせる

732 1759 téléguider を遠隔誘導する

191 1760 télescoper に激突してめりこむ･押しつぶす (se) 激突して互いにめりこむ
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880 1761 téléviser をテレビ放映する

67 1762 témoigner 証言する、＜感情など＞を示す･表す、 (de... ) を立証･証明する

430 1763 tenailler ＜人＞を苦しめる、を締めつける、を責めさいなむ

537 1764 ternir ＜輝きなど＞を消す、を曇らせる、＜名誉など＞を汚す、 (se) 輝きを失う、曇る、名誉などが傷つく

1547 1765 terrifier をひどく怖がらせる

1665 1766 terroriser を恐怖に陥れる

120 1767 téter ＜乳＞を飲む、を吸う

1125 1768 timbrer に切手を貼る

1093 1769 tinter 鳴り響く、ガチャンと音を立てる、 ＜鐘など＞を鳴らす

1733 1770 tisser を織る、を織り上げる、を組み立てる

1313 1771 tolérer を大目に見る、を黙認する、を耐える

996 1772 tondre を短く刈る、を刈り込む、(重税などで) ＜人＞ を丸裸にする

665 1773 toquer 軽く [そっと] たたく、 (se 〜 de ...) ... にのぼせる、に夢中になる

377 1774 tordre をねじる、をねじ曲げる、をゆがめる、をたわめる、＜縄など＞を撚る(よる)、をきりきり痛ませる 
(se) 身をよじる、をくじく･捻挫する

1305 1775 torpiller を魚雷攻撃する、(陰険なやり方で) を妨害する

65 1776 torréfier を焙じる、を炒る、を焙煎する、＜強い日差しが＞ ... に照りつける

394 1777 tortiller をねじる、をよじる、をひね繰り返す、 (se) 身をくねらせる

1460 1778 torturer を拷問する、をひどく苦しめる、をゆがめる

1443 1779 tourbillonner 渦を巻く、旋回する

1099 1780 tourmenter を苦しめる、を心配させる、 (se) 悩む、心配する
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963 1781 tourner 回る、回転する、曲がる、 回す、混ぜる、 (se) 体の向きを変える、気持ちが傾く

1541 1782 tournoyer くるくる回る、回転する、旋回する、曲がりくねって続く

319 1783 tousser 咳をする

160 1784 tracasser ＜人＞を悩ます、を心配させる (se) 気をもむ、心配する

1650 1785 tracer を描く、に線を引く、を示す

527 1786 trafiquer 不正取引する、闇商売する、(de... により) 不当な利益を得る、 の不正取引をする、の闇取引をす
る、＜怪しげなこと＞をする･やる

441 1787 trahir を裏切る、に背く、を暴露する、を歪めて伝える、 (se) 本心を漏らす

629 1788 traîner を引きずる、を引っ張る、＜人＞を (無理に) 連れて行く、＜病気･不幸など＞を引きずる、＜物事
＞を長引かせる、 (地面に) 垂れる、垂れ下がる、散らかっている、陳腐である (どこにでもある)、
(se) 這う、いやいや行く、(だらだらと) 長引く

480 1789 trancher を切断する、をばっさりと切る、をスライスする、を一挙に解決する、決着をつける、 決断する、
(de/sur... について) 裁断を下す、 (sur/avec... と) 際立つ･対照をなす

459 1790 tranquilliser を安心させる、 (se) 安心する

622 1791 transcrire を書き写す、を書き替える、を登録 [登記] する、を編曲する

350 1792 transférer を移す、を移転する、＜人＞を転任させる、を譲渡する、の名義を変更する

1332 1793 transparaître 透けて見える、(隠れた意図･感情などが) 表に出る

1478 1794 transpercer を貫く、を貫通する、＜雨などが＞にしみ通る

1195 1795 transpirer 汗をかく、発汗する、(sur... で) 悪戦苦闘する、明るみに出る、露見する

766 1796 transplanter ＜植物･臓器など＞を移植する、を移住･移転させる

232 1797 traquer ＜人や獲物＞を追い詰める

1369 1798 traumatiser の心に深い傷を与える、に心理的外傷を与える

1363 1799 trébucher つまづく、よろける、(sur... に) つっかえる

387 1800 tremper を浸す、をつける、をぬらす、をびしょぬれにする、＜金属＞に焼きを入れる、＜人＞を鍛える、 ＜
物が＞浸かる、(dans... に) 加担する、 (se) (水に) つかる、軽く水浴びをする



Alphabet_Order

91

246 1801 tressaillir (強い感情で) 身震いする、＜物が＞震える･震動する

316 1802 tresser を三つ編みにする、を編んで作る

889 1803 tricher 不正行為をする、イカサマをする、(sur/avec... を) ごまかす

187 1804 tricoter を編んで作る

583 1805 trier をより分ける、を選別する、を区分けする、＜列車＞を入れ替える

1831 1806 trimer つらい仕事をする

1582 1807 trinquer 乾杯する、迷惑を被る

1559 1808 triompher 大勝利･大成功を収める、圧勝する、勝ち誇る、得意になる、 (de... ) に打ち勝つ

379 1809 tromper をだます、を欺く、を裏切る、不貞を働く、＜監視･追跡など＞の裏をかく、の判断を誤らせる、をま
ぎらわす (se) 間違える、誤る、思い違いをする、自分を欺く、互いに浮気をする

1022 1810 trotter 速足で進む、小走りに行く、＜考えなどが＞去来する

1825 1811 troubler を濁らせる、を曇らせる、を乱す、を狂わせる、を混乱させる、を動揺させる、を不安にさせる (se) 
動揺する、どぎまぎする、混乱する、濁る、曇る

52 1812 trouer に穴をあける、(光などが) ... を貫く

562 1813 truquer を変造する、を細工する、をトリック撮影する、をごまかす

563 1814 uniformiser を一様にする、を一律にする、を画一化する

1613 1815 urger 緊急である、差し迫っている

296 1816 user (de... を) 使う･用いる、を擦り減らす、を擦り切れさせる、を疲れさせる、を消耗させる、を衰えさせ
る (se) 擦り減る、消耗する、衰える、弱くなる、自分の ... を損なう

1360 1817 vacciner に予防接種をする (contre …に対する)、＜人＞に … は懲り懲りだと思わせる

469 1818 vaciller / va-si-je / ぐらぐらする、ふらふらする、揺らめく、 ためらう、＜心などが＞揺れ動く

1357 1819 vagabonder 放浪する、＜考えなどが＞とりとめなく移り変わる

1142 1820 vaincre に打ち勝つ、を打ち負かす、を克服する、を制圧する (se) 自分に打ち勝つ、自制する
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1653 1821 valoriser の価値 [評価] を引き上げる (⇔ dévaloriser 価値 [評価] を下げる)、【経】＜物価・価格＞を安定さ
せる•維持する、＜下落した物価・相場など＞を引き上げる (se) 自分の価値 [評価] を高める

584 1822 valser ワルツを踊る、回る、揺れる

1043 1823 vanter をほめそやす、をほめちぎる (se) 自慢する、ほらを吹く

1309 1824 varier 変わる、変化する、異なる、意見を変える に変化をつける、を多様 [多彩] にする

1666 1825 vasouiller まごつく、もたつく、しどろもどろになる、難航する、うまくいかない

706 1826 veiller 夜更かしをする、徹夜する、寝ずの番をする、警備に当たる、団欒する (〜 à qc) ... に気を配る、
注意する、 (〜 sur qn/qc) ... を注意深く見守る、 を徹夜で看病する、の通夜をする、を監視する

1406 1827 vendanger ＜ブドウ＞を取り入れる•摘み取る、ブドウの取り入れをする

58 1828 venger の復讐をする、の仇を討つ、の仕返しをする、＜名誉など＞を回復する (se 〜 de qn) ＜人＞に復
讐･仕返しする、 (se 〜 de qc) ＜攻撃･侮辱など＞の仕返しをする、 復讐される

1444 1829 venter 風が吹く

1035 1830 ventiler 換気する、を分類する、をグループ分けする

1173 1831 verbaliser 調書をとる、(内面の想念などを) 言語化する

1172 1832 vérifier を確かめる、を点検する、を検証する、を実証する (se) 実証される

897 1833 vernir にニスを塗る、釉 (うわぐすり)•エナメルを塗る、に光沢を与える、うわべを飾る

1108 1834 verrouiller ＜戸・窓＞に差し錠 [かんぬき] をかける、(鎖錠装置などで) … を閉める•閉鎖する、＜人＞を閉じ
込める•監禁 [幽閉] する、＜活動・進展など＞を妨げる (se) 閉じこもる

827 1835 vêtir に服を着せる (se) 服を着る

785 1836 vexer の気を悪くさせる、の気分を害する、 (se) 気を悪くする、感情を害する

821 1837 vider をからにする、をあける、＜中身＞を捨てる、(〜 A de B) BをAから取り除く、を立ち退かせる、を
消耗させる、を解決する (se) (de... が) なくなる、排出される

405 1838 vinaigrer に酢で味をつける

1754 1839 virer 方向転換する、カーブを切る、針路を変える、(軸を中心に) 回転する、色が変わる、変色する、(à 
... ) に変わる、 ＜お金＞を振替･振込する、＜人＞を追い出す･解雇する、＜物＞を処分する

1008 1840 viser ＜パスポート＞に査証する (ビザを取る)、 をねらう、をめざす、を対象とする、に適用される
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638 1841 visser をねじで留める (⇔ dévisser取り外す)、を回して締める、＜人＞を厳しく監視する•取り扱う、 (se) 
ねじで締まる

1724 1842 voiler に帆を装備する、を反らせる、をゆがめる、 (帆のように) 反る、へこむ、(se) (板などが) 反る、(車
輪が) ゆがむ、をベールで覆う、を覆い隠す、をぼやけさせる、(se) ベールをかぶる、自分の...を
ベールで覆う、(声等が) 濁る･かすれる

1181 1843 voltiger ＜虫•鳥などが＞飛び回る、＜紙•葉などが＞ひらひらと舞う

1538 1844 zapper (テレビのチャンネルを) 次々に切り換える、を次々と取り替える

1821 1845 zieuter を見つめる、を眺める


