
 

 

 

 

 

Bonjour à tous !  

紅葉の季節となり、秋学期も中盤になりました。 

アンスティチュ・フランセ東京では、2021年完成に向けて

増改修工事がはじまりました。この目的は、利用者の方々

をより居心地のいい、温かくてフレンドリーな空間にお迎

えするとともに、アンスティチュ・フランセ日本の様々な

企画に対応する施設を建てることです。なお、工事期間中

も、アンスティチュ・フランセ東京はこれまで通り活動を

続けてまいります。 

では、残りの課題を進める一方で、冬学期の学習について

計画を立てていきましょう！ 

 

■ Info pratique 1 – 答案の最終提出日について 

今学期最後の答案の提出日は 12 月 3 日（火）必着です。この最終提出日を過ぎてから到着した答案は、添削

ができなくなりますので、ご留意いただきながら学習をお進めください。 

 

■ Info pratique 2 – 質問の最終受付日について 

今学期のコースに関する質問の受付は、2020年1月10日(金)必着で事務局に届いた分までです。学期末は質

問が集中し解答までにお時間をいただく場合がございます。また、質問は、模範解答や添削を熟読し、それで

も疑問が残ったときに具体的にお書きください。 

 

■ 2020年冬学期のお申し込みについて 

 

 

 開講期間：2020年1月6日（月）～ 3月27日（金） 

お申込み受付：2019年12月3日（火）より開始 

 

2020年版のパンフレットは次回答案返却時に発送いたします。 
 

★ コースについてのご相談はお気軽に通信事務局までメールまたはお電話でご連絡ください。 

メール：tsushin@institutfrancais.jp 電話：03-5206-2860 

 

★ 2019年12月23日～2020年1月3日まで冬期休業となり全館休館となります。 

12月20日(金)以降のお申込みの教材発送は新年の手配となります。 

 

      インターネットからのお申込みは「通信ブティック」をご利用ください 

・

https://tsushinboutique.com/


  

Dans le monde entier, le mot croissant évoque la France et Paris. Mais d’où vien-

nent le mot, et la chose ? Pour mieux comprendre, commençons par un petit quiz. 

世界中、クロワッサンという言葉はフランスやパリを想起しますね。でも、この

言葉はどこから来たのでしょう？もっと深く理解するために簡単なクイズから

始めましょう。 

 

À l’origine, le mot croissant signifie : ❏ la forme de la lune  ❏ un sourire ❏ une roue 

Le mot croissant vient du mot :  ❏ croire  ❏ croix  ❏ croître 

Le croissant est un symbole:  ❏ chrétien  ❏ juif  ❏ musulman 

Comment appelle-t-on les croissants et les pains au chocolat ? 

❏ veniseries, parce qu’ils viennent de Venise 

❏ versailleries, parce qu’ils viennent de Versailles 

❏ viennoiseries, parce qu’ils viennent de Vienne 

 

 une partie de la lune   croître  musulman  viennoiseries, parce qu’ils viennent de Vienne  

 

Croissant est le participe présent du verbe croître qui signifie « grandir, augmenter ». De ce mot vient 

le nom croissance (la croissance économique, la croissance d’un arbre). C’est pourquoi on dit un crois-

sant de lune (🌙) : c’est la forme de la nouvelle lune, qui grandit un peu chaque jour.  

croissant は、「大きくなる、増加する」を意味する動詞 croître の現在分詞です。 

名詞の croissance (la croissance économique=経済成長、la croissance d’un arbre=木の発育)はこの言葉

からきています。という訳で、毎日少しずつ大きくなっていく新月の形の月を三日月といいます。 

  

Le croissant de lune et l’étoile est un symbole islamique qu’on retrouve sur 

des drapeaux de pays musulmans, comme l’Algérie ou la Turquie. Ce symbole 

vient de la ville de Byzance, capitale de l’Empire ottoman. 

三日月と星はイスラム教のシンボルで、アルジェリアやトルコのようなイスラム教の国

の国旗にみられます。このシンボルは、オスマン帝国の首都ビザンティウムからきまし

た。 

En 1683, les Ottomans, qui dominent les Balkans, attaquent la ville de Vienne, en Au-

triche. D’après la légende, un boulanger viennois, levé très tôt pour préparer son pain, a 

vu les Turcs se préparer à l’attaque et a donné l’alerte. Après la bataille, on aurait fabriqué ces gâteaux 

ayant la forme du symbole des ennemis pour célébrer la victoire contre eux. 

1683年、バルカン半島を支配したオスマン帝国の軍隊は、オーストリアのウィーンを攻撃します。伝

説によると、朝早くからパンを作っていたあるウィーン人のパン職人は、襲撃の準備をするトルコ人

をみて警報を発しました。戦闘のあと、勝利を祝うために敵のシンボルの形をしたお菓子を作ったと

いうことです。 

 

Le croissant vient donc bien de Vienne, d’où le nom de viennoiserie. Il n’est arrivé à Paris que dans les 

années 1830. 

クロワッサンは、まさしくウイーン生まれ、そこからヴィエノワズリーという名前になりました。 

パリに伝わったのは 1830年代になってからです。 
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