
 

 

 

 

 

Bonjour à tous 

受講生のみなさま、こんにちは！通信事務局です。 

秋といえば、ボジョレー・ヌーヴォー(Beaujolais Nouveau)！ 

2020 年の解禁日は、11 月 19 日でしたね！毎年 11 月の 3 回

目の木曜日が解禁日となります。世界的なパンデミックを鑑み

て、例年より 1 週間早く生産元から出荷されました。今年はど

んなできでしょうか。通信コースの秋学期もいよいよ後半、課

題提出日は残すところあと 1 回、体調管理をしながら、もうひ

と踏ん張りがんばりましょう！  
 

■ 秋学期の最終課題締切日と遅着答案について 

2020年秋学期が例年より遅れて開始されたため、答案締切りのスケジュールが全体的に短くなりました。 

このため、5課題コースの場合は課題4と課題5を、10課題コースの場合は、課題7、課題8、課題9、課題

10を12月1日(火)必着までに提出していただく必要がございます。 

この最終締切日を過ぎてからご提出いただいた答案については添削ができませんので、期日必着にてご提出

ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

■ フランス語の辞書アプリいろいろ 

スマートフォンやタブレットなどアプリを使うことも増えてきました。フランス語の辞書にも便利なアプリ

が色々あります。外出先や電車中でも気になったときにすぐに単語を調べられるのでとっても便利です！

iPhoneやiPadを使っていらっしゃる方は是非お試しください！詳しくは、アップルストアをご覧くださ

い。 

「プチ・ロワイヤル仏和・和仏辞典/¥5,860」 

定番ベストセラーのフランス語辞典アプリ。動詞活用表、表現、類語、重要単語やコラムな

ども収録されています。初心者～。 

 

「Dictionnaire Junior Larousse/¥720」 

フランスの小学生向け仏仏辞書。簡潔な説明と豊富な画像で、まだ仏

仏辞典は難しいと思う方にもおすすめします。動詞活用や発音の確

認、フランス語のクイズもあり楽しみながらフランス語に慣れていけ

るでしょう。 

 
 

■『通信ネット』で、模範解答（PDF）が閲覧・ダウンロードできます。 

添削答案発送日の翌日(土曜日)に、『通信ネット』上で、模範解答（PDF版）を見ることができます。 

https://moodle.institutfrancais.jp/ (ログイン情報はメールにてお送りしております。メールアドレス

を登録されてない方は、事務局までメールでご連絡ください。) 

課題未提出で模範解答の紙版を受け取っていない場合、ご希望の方は、コース名、課題番号、送付先を

明記の上メールにてご連絡ください。 
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La Belgique n’est pas que le pays du chocolat, du 

Manneken Pis et de la bière d’abbaye. C’est aussi un 

pays où plus de 4 millions de personnes parlent un 

français teinté de régionalismes souvent savoureux. 

Je vous propose d’en découvrir quelques-uns au-

jourd’hui. 

Voici douze belgicismes. Écrivez en face de chacun sa 

définition en français courant à partir de la liste don-

née. 

ベルギーは、チョコレートや小便小僧、ビールの国
だけではありません。400 万人以上の人々が、地方
色を帯びた、味わい深いフランス語を話している国
でもあります。今日はそのうちのいくつかをご覧に
いれましょう。 

下の 12 個の単語は、すべてベルギーフランス語で
す。リストから、対応する意味のフランス語を当て
はめてみましょう。

une drache _______________ nonante _______________ un spirou _______________ 

spitant _______________ un bourgmestre _______________ caillant _______________ 

non peut-être ! _______________ le dîner _______________ une crolle _______________ 

septante _______________ un logopède _______________ une essuie _______________ 
 

averse • boucle de cheveux • déluré • écureuil • évidemment • froid • maire • orthophoniste • quatre-vingt-

dix • repas de midi • serviette • soixante-dix 

Réponses 

une drache averse にわか雨 
Du néerlandais draschen, « pleu-
voir à verse ». 

オランダ語の「draschen」（どし
ゃ降りである）から。 

spitant déluré 利発な 
Un enfant spitant est un enfant 
éveillé et vif. Du flamand spitten, 
« éclabousser ». 

「spitant」な子どもとは、才気
煥発な子どものことです。フラ
マン語「spitten」（跳ねかける、
ひけらかす）から。 

non peut-
être ! 

évidem-
ment 

もちろん Tournure ironique bruxelloise. 
ブリュッセル人の皮肉な言い回
しです。 

septante, 
nonante 

soixante-
dix, 

quatre-
vingt-dix 

70、90 
On note aue les formes huitante 
et octante ont disparu : on dit 
quatre-vingts comme en France. 

対して、「huitante」「octante」
という形は消え、フランス本国
のように「quatre-vingts」（80）
と言います。 

un bourg-
mestre 

maire 市長 
Germanisme. Étymologiquement, 
« le maître du bourg » (de la ville). 

ドイツ語からの借用。語源的に
は、「市の立つ町の長」。 

le dîner 
repas de 

midi 
昼食 

C’est le sens du mot en France 
jusqu’au XIXe siècle, où le repas 
du soir s’appelait autrefois souper. 

かつて夕食が「souper」と呼ば
れていた、19世紀までのフラン
スにおける意味です。 

un logo-
pède 

ortho-
phoniste 

発音矯正
士 

Constitué des racines grecques lo-
gos, « parole » et paidos, « en-
fant ». Mot incompréhensible 
pour un Français qui ne connaît 
que orthophoniste. 

ギリシャ語の語源「logos」（言
葉）と「paidos」（子ども）から
成ります。「orthophoniste」しか
知らないフランス人にとっては
理解できない単語です。 

un spirou écureuil リス 
Écureuil et spirou viennent tous 
les deux du latin sciurus de même 
sens. 

「écureuil」と「spirou」はどち
らもラテン語の「sciurus」から
来ています。 

caillant froid 寒い 

Pour la température ressentie, en 
langage familier, on dit Ça caille ! 
en France et Il fait caillant ! en 
Belgique. 

人が感じる温度に関しては、話
し言葉で、フランスでは「Ça 
caille !」ベルギーでは「Il fait 
caillant !」と言います。 

une crolle 
boucle de 
cheveux 

（髪の毛
の）カー
ル 

Emprunt au flamand krol. フラマン語「krol」からの借用。 

une essuie serviette タオル 
Ce déverbal de essuyer est propre 
à la Champagne et à la Belgique. 

動詞「essuyer」から派生したこ
の名詞は、ベルギーのシャンパ
ーニュ村に特有です。 

 

 

 

belgicismes 
 
 
 

 

mars 

▶ Et si ce thème vous intéresse, essayez cette dictée en ligne :  

今回のテーマに興味をもった人は、以下のリンクのディクテをやってみましょう。 

https://dictee.tv5monde.com/dictee/le-plat-pays 

https://dictee.tv5monde.com/dictee/le-plat-pays

