
【京都府】
●京都市
＜北区＞
CAVA ★
ネイルサロン北山アリューム ★
ロイヤルボディコンシャス ★
S-Beaut ★
L’ourson qui boiit ★
タージマハルエベレスト北山店 ★
L’AMi DU PAiN 北山店 ★
ネイルサロン ルアン ★
Café Eins(アインス) ★
ピッツェリアバールシンパティア ★
アンヌ・モネ 京都店 ★
ラ・ドログリー京都北山店 ★
Hair studio A.R.S
Happy Graphic Gallery
amelie
Alphabet
APA KABAR?
CIRCUS COFFEE
Charme kitayama
Tocoha
COM
OKIDOKI北山店
ROSE MARY
THE BURGER COMPANY
洋食屋パセリ
賀茂窯
さらさ西陣
京都ゴルフ倶楽部
京都産業大学
Belleピアノ教室
WORLD1 京都北山店
北山ランタン
Radio Bagel
小佐々歯科
La Porte du Ciel Bleu
大谷大学グローバルスクエア
左京区
京都府立大学
くみこアレルギークリニック ★
INOBUN 北山店
Evantail
La muse　　　　
太陽カフェ
Alsace
Ma cantine
Farafel garden
猫町カフェ
ガケ書房
恵文社一乗寺店
ノートルダム女子大学
京都造形芸術大学
細見美術館
ガーデンミュージアム比叡
パン工房RK
printz
よしだデンタルクリニック
LINDEN BAUM
Be-baba
la voiture
カフェ日杳
京都大学大学院文学研究科
（フランス語学フランス文学研究室）
montique
ヒネナハウタヒチアンダンススクール
＜中京区＞
osteria bastille ★
ビストロ ハル ★
ビストロボンモルソー ★
Mari Gold ★
うさぎのアトリエ 
ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★
風呂敷専門店 京都唐草屋 ★
comme chez michel
Café salon 烏丸店
beau bel belle
京都文具屋
Grenier d’or
bouchon
Chez Luc         

＜兵庫区＞
神戸アートヴィレッジセンター
ブラッセリー・ラルドワーズ
＜西区＞
兵庫県立大学
●明石市
モンテメールバレエ
●西宮市
Café du SOLEIL
●福知山市
petite clochette プティクロ
【北海道 】
●札幌市
石の蔵はやし
●函館市
学校法人 野又学園 函館自動車学校
【青森県 弘前市】 　
弘前大学フランス語部会
【宮城県 仙台市 】
東北大学
【東京都 】 
＜渋谷区＞
エスモード東京 (ファッションの学校) 
LeCordonBleu Japan Tokyo
＜新宿区＞
早稲田大学 フランス語フランス文学コース
LUGDUNUM Bouchon Lyonnais
＜千代田区＞
欧明社
＜世田谷区＞
Zanny
株式会社studio y
シェソア フランス菓子教室
＜目黒区＞
ベロボディア
インペリアル アーツバレエ目黒
ブーランジェリー　ロラソ               
＜中央区 ＞
エポーレ　カルチャースクール
＜港区＞
21コミュニティ
●小平市
プチミュゼ
●吉祥寺
アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校
●府中市
kiki driving school ★
●武蔵野市
亜細亜大学法学部上田研究室
【神奈川県 】
●横浜市
トラベルイノベーションジャパン
ブラッスリーアムール
●厚木市
Ivy Ballet
●川崎市
バレエ ノイ フューレ
●藤沢市
Cafe&bar CALLS
【新潟県　新潟市 】
夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス
プチデジュパン
【富山県　富山市 】
和田朝子舞踊研究所
【 福井県　福井市】
レストランジャルダン
【長野県】
●松本市
ビストロ・ブランシェ
●北佐久郡
ブラッスリー　シュエット 　　

●曽爾村
曽爾高原ファームガーデン
【滋賀県 】 
●大津市
mado cafe
株式会社プラネットリビングなぎさ
WARMS　
ブルーベリーフィールズ紀伊国屋
パン工房モグモグ
【大阪府】 
●大阪市
＜北区＞
テアトル梅田
スピリットヨガ
カフェ実身美
国立国際美術館
雑貨店カナリア
graf
JAMPOT
Guignol
デスティネ
＜淀川区＞
十三シアターセブン
＜西区＞
CHARKHA*チャルカ 
arc sept
エスモード大阪 (ファッションの学校)
AVALON
カフェモード
OMIYAGE
北堀江CHARBON
＜中央区＞
アロマカルチャースクール大阪 ★
プリデリグラフィックラボ
クレープリーアルション
CAFE BIGOUDENE
cafe and bar Sole de Mare 　
＜浪速区＞
cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨
＜阿倍野区＞
辻調グループフランス校事務局
＜港区＞
お茶と雑貨の店 ハaハaハa （ハハハ）
＜住吉区＞
大阪市立大学大学院
　（フランス語圏言語文化学研究室）
＜東淀川区＞
ケーキテラスカレン
●茨木市
salon de the JAMIN
Studio Ko*a
●高槻市
STERAカフェ
●富田林市
オレンジ カウンティＣafe
●豊中市
アエレカフェ
MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室
●東大阪市
icomadesign ＋ comacafe
●枚方市
La lumière douce
●箕面市
meeno
アンティークショップantique arles
ノイカフェ千里店
Cafe EZE
ポパンクールカフェ
●堺市
restaurant café ROUTE26
café et bar Que sera sera
●吹田市
café eden
【兵庫県】
●神戸市
＜灘区＞
神戸大学
国際コミュニケーションセンター
＜中央区＞
Café de paris
ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
TRITON CAFE 北野店
BISTRO POISSON-ROUGE
神戸焼菓子処　ぱ・ど・どぅ
Dona Dona
BRASSERIE L’OBABON

mechant Loup    
kolme kyoto
Café kosci
A table
チャコット 京都店 
Café independant  
ラジオカフェ株式会社 
京都芸術センター
有限会社クラフトボックス
フレンチキュイジーヌ　ティアレ
和雑貨 鈴木松風堂
シナモ
Coff ee&Pancakesサラサ押小路
さらさ3 
さらさ花遊小路
椿姫（町家サロン）
Taiwa 京都調理師学校
料理教室 アンパルフェ
新風館
chocolat
石川工業 
  -手作りお菓子 道具・食材の店
Cafe de Naiki
雨林舎
レティシア書房
＜下京区＞
INOBUN 四条本店
a peu pres
Café marble
aux bacchanales
raisin
efi sh
petit japonais
brasserie Cafe Onze
京都シネマ
プチロール
PYLONES 烏丸 
Cafe Bar 高円（TaKaMaDo)
nao炬乃座
カフェトラベラーズハイ
LA BARAKA
フレンチ食堂 nico
Crêperie Oruhakoshito Café
＜上京区＞
Café Frosch
Bon Bon Cafe
アクエリエル京都 ★
同志社大学今出川キャンパス
Cafe1001
1.2.3 Un.Deux.Trois
cofuq’ue
＜南区＞
みなみ会館  
<西京区>
雑貨店おやつ
京都市立芸術大学
＜東山区＞
Le pique-assiette
cafe Green
<伏見区>
くいな橋しばたデンタルクリニック
Tea&Life
●京田辺市
同志社女子大学
●京丹後市
(有)丹後ジャージー牧場ミルク
工房 そら
●木津川市
ヨシキデンタルクリニック
●京丹波町
Dans La Foret
●八幡市
Cafe et dessert Gorille
【奈良県】
●奈良市
Mardi Mardi
絵本とコーヒーのパビリオン
和モダンキッチン Nico Style
●生駒市
ケリノスギャラリーカフェ
リンカネ ★
●明日香村
コッコロカフェ 

LE JOURNAL 配布リスト ●東御市
アトリエ・ド・フロマージュ
【山梨県　甲府市】
DOux CAFE
【静岡県】
●静岡市
Grenoble
●浜松市
Viloet
【愛知県】
●名古屋市
<中区＞
猿cafe 栄店
salon & D＋design associates
SEANT
名古屋コミュニケーションアート専門学校
pâtisserie AZUR
PEU・CONNU
Vin nature Mazenta
ワールドバリュー・ツアーズ
＜千種区＞
覚王山のチーズ屋さん メルクル
kususu
名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室 
fi ka.
Book Gallery トムの庭
Mirabelle
metsä
Le Plaisir du pain
roomoon
<瑞穂区＞
名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
<緑区>
わいん商アン・ベロ
●長久手市
愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻
●豊田市
愛知工業大学 基礎教育センター
●新城市
アトリエ　レ・フェ
【岐阜県　関市 】
ワインショップアミ
【三重県】
●四日市市
HOLY HOUSE STUDIO&CAFE
●津市
青山高原カントリークラブ
【岡山県　岡山市 】
山陽学園大学
岡山大学文学部フランス語教室 
【広島県 】
●福山市
福山大学　学務部国際交流課              
●東広島市
広島大学　総合科学部
【徳島県　徳島市 】
原田ゆりえバレエ研究所
【福岡県　北九州市 】
フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU
【熊本県 】
ビストロ・シェケン
CHOCOLaT Cafe Bistrot
【大分県　日田市 】
日田リベルテ（映画館）
【宮崎県　宮崎市 】
宮崎大学　教育文化学部
【鹿児島県　鹿児島市 】
鹿児島大学法文学部
【沖縄県　那覇市 】
decco

敬称略・順不同　★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

フリーペーパーをあなたのお店、学校などで
配布・設置しませんか？完全無料でお届けします！
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祝日開校
不定休校あり
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■特集 Biot！ & 南仏でファームステイ
■新アトリエ - フランス語で京都を案内しよう！  
■レシピ・ア・ラ・モード “Ratatouille”
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gratuit!

ボンジュール、フランス。
芸術家が集う街、ビオット

Biot,
la ville des métiers d’art

◆京都市営地下鉄烏丸線北山駅
4番出口より徒歩5分
◆無料駐車場あり

フランス留学サポート
☎: 075-201-1530
HP: france-ryugaku.com
Mail: sejour@aj-france.com
facebook.com/France.ryugaku

株式会社AJ-France
〒603-8054 
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

フランス語教室
☎: 075-703-0115
HP: www.aj-france.com
Mail: ecole@aj-france.com
facebook.com/AJFrance
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«Il y a des fl eurs partout pour qui veut bien les voir.»
 花はどこにでもある。それを見たいと願う人にとっては。      
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3 特集
芸術家が集う街、Biot
Reportage 「一流パティシエを目指し再びフランスへ」

Recette「ラタトゥイユ」
Un jour comme les autres à Paris
                            - パリひとこま劇場

フランス語教室案内 「DELF/DALFの傾向を知ろう」
　　　　　　　　　「フランス語で京都を案内しよう！」
イベント情報 「フランス人シェフの特別料理アトリエ」　

おすすめ！フランス語学習ツール
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プチコラム 「香水の都グラース」
 編集スタッフのちょっと一息 pause café
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南仏ニースでファームステイ
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                            - パリひとこま劇場
お申し込みは配布先募集中！

フリーペーパーをあなたのオフィス、お
店、学校、教室に配布・設置しませんか？
完全無料でお届けします！

ecole@aj-france.com
075-703-0115
AJ-Franceまで

Un Pastis off ert a tous les Francophones !

フリーペーパー「Le Journal」はプライベート
のフランス語レッスンとフランス留学サポート
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 花はどこにでもある。それを見たいと願う人にとっては。     
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ボンジュール、フランス。
南仏コートダジュール、ニースとカンヌの間にある小さなガラス工芸の村Biot。一歩村に入ると、そこは私たちがイメージする
南仏の村の風景そのもの。村を散策して、地元の人たちに混ざってカフェでのんびりくつろいだ後は、職人の仕事を見学にガラ
ス工房をのぞいてみよう！

Entre son coeur historique, ses paysages fl euris et ses expositions artistiques, Biot ne manque pas de charme. Si-
tué au cœur de la Côte d’Azur, ce joli petit village surplombe la mer Méditerranée et abrite de nombreux ateliers 
de créateurs. Il est notamment réputé pour ses objets en verre ou en céramique, véritables œuvres d’art.

1947年創業のフランス
図書専門店。 教材、電子
辞書、書籍、雑誌、DVD、
文具、映画のチケットま
でを扱っています。

こちらでご紹介した学習ツールは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪

おすすめ！フランス語学習ツール

「コレは良い」と感じたフランス語学習に役立つツールをご紹介！
初級から上級の方まで、それぞれのレベルに応じて展開していますので、
ぜひ試してみて下さいね。テキストばかりとにらめっこしている方、フラン
ス語学習の切り口を変えて、楽しくフランス語習得しませんか？想像力
を働かせて読むと、とても面白いですよ♪

大人のための「夏休みのドリル」プチ・
ニコラヴァージョンです。地理や歴史、
算数に関するクイズのほかに本編の
挿絵、笑えるおまけコラムがところどこ
ろにはいっているとっても楽しいカイ
エです。真夏の太陽の下でプチ・ニコ
ラの世界へトリップしましょう。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格： 3,434円(内税)

en francais c’est plus sympa !

Le français, ce n’est pas uniquement cours, devoirs, gram-
maire et conjugaison. C’est aussi les voyages, le rêve et la 
gastronomie. Amusez-vous en lisant des livres, des contes 
ou des BDs, en regardant des fi lms ou encore en cuisinant 
et enrichissez votre vocabulaire français !!!

パリジャン、パリジェンヌの日常
の生活を切り取った一冊。パリの
アパート事情、パリジャンの恋愛
観、パリと雨の関係、メトロの様子
・・・フランスで活躍中の日本人イ
ラストレーター、カナコさんの挿
絵もキュート。これを読むと、ます
ますパリに行きたくなる！！

CAHIER DE VACANCES LE PETIT NICOLAS 
　　　　　POUR LES ADULTES

販売価格 ： 1,145円(内税)

LES PARISIENS (My Little Paris)

BIOT
ビオット

〒102-0071
東京都千代田区富士見2-3-4
TEL: 03-3262-7276（代)
E-Mail: info@omeisha.com
HP: www.omeisha.com

Biot　　　　　



Du haut de sa colline, le village de Biot règne sur un 
paysage bicolore : une nature sauvage d’un vert profond, 
et le bleu azur de la mer Méditerranée. Situé au cœur 
de la Côte d’Azur (entre Nice et Cannes), c’est un petit 
paradis typiquement provençal encore peu connu des 
touristes.
Ses petites ruelles médiévales vous donnent l’impression 
de remonter le temps.  En effet, de nombreux vestiges 
du passé demeurent encore : maisons-remparts, vieilles 
chapelles, anciennes portes ou mosaïques de galets. Son 
parc naturel, sa jolie rivière, ses terrasses de café et ses 
restaurants provençaux invitent à la fl ânerie.
Néanmoins, la ville est surtout connue pour son savoir 
faire en matière de production en céramique et en verre 
souffl é.  Il est ainsi possible de se rendre dans les nom-
breux ateliers de verrerie de Biot pour y observer les 
artisans à l’œuvre : en souffl ant dans une  longue canne 
creuse, ils travaillent du verre à très haute température. 
Résultat : des vases, chandeliers et bouteilles aux formes 
uniques, réalisés un à un par les « maîtres verriers ». 
Biot abrite aussi toute une communauté de créateurs 
variés au style à la fois traditionnel et moderne : bijou-
tiers, maroquiniers, sculpteurs ou peintres…  Certains 
ateliers sont ouverts au public, et il existe aussi quelques 
musées pour admirer les trésors artistiques du village.
D’ailleurs, saviez vous qu’un jardin japonais se cachait 
à Biot ?  Il dispose même d’une splendide collection de 
Bonsaï !  

Biot ビオット
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La Verrerie de Biot
1956年、Eloi Monodとその妻Luceにより開かれたガラス工房。この工
房で彼は、世界ではじめての特別な技術を生み出した。ガラスの層の間
に小さな気泡を閉じ込めるという技法だ。Verre bulléと呼ばれるこの
吹きガラスは、すぐに世界中から高い評価を受けるようになり、Biotはガ
ラス工芸の村として知られるようになる。
La Verrerie de Biotの工房は、予約なしで誰でも見学をすることがで
き、吹きガラスの体験も可能（有料）。また併設されているブティックに
は、かなりの種類のガラス製品が並ぶ。ひとつひとつ気泡の入り方が異
なり、どれも世界にひとつしか存在しない「一品もの」。Biotを訪れた思
い出に、あるいは大切な人への贈り物に、お気に入りのひとつを選ぶの
もまた楽しい。

　ニースから列車で約２０分、SNCFBiot 駅でバスに乗り換え１０分ほ
ど。アンティーブからならバスで約２０分。ニースを県庁所在地とするア
ルプ=マリティム県にある小さな村 Biot。その豊かな土壌のおかげで、
かつてはJarre（油などを入れる陶製の大きな瓶）の製造で栄え、Biotで
作られたJarreの多くはアンティーブやマルセイユの港から世界へ輸出
されていた。しかし次第にその産業は衰退、代わりにブドウ栽培や園芸
が盛んになり、２０世紀前半までは農業がこの村の主要産業となった。
その後、画家Fernand Légerがこの地で陶器の制作に没頭したり、
Eloi Monodがガラス工房を開くなど、芸術の村として知られるように
なった。
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AJ-Franceの受付に飾られているほんわりやさしい雰囲気の水彩画の
パリのイラスト。眺めていると何だか今すぐパリへ旅立ちたくなってし
まう、まるで「パリヘの招待状」。このイラストを描いているのはAnne
de Paris代表のAnne Kieferさん。

医師と教師の家庭に生まれ育った彼女。一見アートとは無縁そうに
思えるが、親・兄弟・姉妹と家族みな、音楽や絵画などが趣味という、
芸術に囲まれた幼少時代を過ごした。彼女のイラスト
の魅力も、そんな幼少時代の経験から来るものな
のだろう。

実はAnneさんは、アーティストとしての活動と同
時に、Tourisme de luxe(ラグジュアリーツーリ

ズム）の分野での活動もしている。パリを訪れる
日本人観光客に、他にはない「経験」の提案をして

いる。これまでに、有名シェフとの料理レッスンやア
ーティストのアトリエ訪問、オペラガルニエの（バックス

テージも含む）貸し切り見学ツアーなど、オリジナルで少し
贅沢な「経験」を企画して来た。もちろん、付帯するホテルやリムジンの手配もしている。

Anneさんと日本の出会いは約２０年前。以来、定期的に日本に来ている。そして、１９９３年から
６年間は大阪に住んでいた。日本では、ファッション関係の仕事やワインセラーの輸入、フランス
語教師など数多くの経験をした日本語を学んだのも大阪。そのため少しだけ関西弁も話せるの
だそう。

日本が大好きな彼女だが、中でもいちばんは京都の鴨川沿い。「とってもmignon
（ステキ）だから！」だそう。
ちなみにパリで好きなのはチュイルリー公園。特に春は、花や植
物、虫たちが目覚めてくる様子が感じられるから。他にも、
自宅からほど近いモンソー公園でジョギングをするの
も彼女のお気に入りのひとときだ。

様々な分野で活躍してきたキャリアの持ち主なが
ら、とても気さくなAnneさん。水彩画とラグジュ
アリーツーリズム、これからも両方の分野でます
ます私たちをワクワクさせてくれそうだ。

Anne de Paris
http://www.anne-de-paris.com/
http://www.anne-kiefer.com/
AnneさんのポストカードはAJ-Franceでもお取り扱い中。



Préparation :
1. 

2. 

A ne pas rater pour les gourmands !
ビオットのあるコートダジュールの料理に欠かせないもの。それは、たっ
ぷりの陽光の下で育ったおいしい野菜、オリーブ、ニンニク、ハーブそしてオ
リーブオイル。複雑な調理はしないのに、豊かな味で心も体も元気になる。

●ラタトゥイユ - Ratatouille
コートダジュールの料理と言えば真っ先に思い浮かぶであろうラタト
ゥイユ。ニースをはじめ、この地方の家庭の定番料理だ。タマネギ、ナス、
ズッキーニ、ピーマンなどの夏野菜をオリーブオイルとニンニクで炒めた
後、トマトとハーブを加えて煮る。肉料理やパスタに添えて食べることが
多い。
８月のお料理アトリエではラタトゥーユを作ります。（詳しくはp.13を）

●ピサラディエール - Pissaladière
ピザに似たニース料理で、ニース風サラダ、ソッカと並ぶニースの伝統料
理のひとつ。今ではニースに限らず、フランス南東部の広い地域で食べ
られている。アメ色に炒めたタマネギとオリーブ、アンチョビ、ニンニクを
厚めの生地にのせて焼く。

●ファルシ - Farcis
トマトやナス、ズッキーニ、ピーマンなどの野菜に肉を詰めて焼いたも
の。イタリア、スペイン、ギリシャ、トルコなどその他の国にも同じような
料理がある。日本の「ピーマンの肉詰め」なども同じ種類の料理と言える
だろう。

●ラビオリ - Ravioli
薄く伸ばした生地に、ひき肉や野菜を挟んで四角に切り分けたパスタの
一種。イタリア料理だが、地理上、イタリア文化の影響を多く受けている
この地方でも古くから食べられている。

●アイオリ - Aïoli
マヨネーズに似たソースだが、ニンニクの風味が利いていてオリーブオイ
ルをベースとしているのが特徴。野菜や魚などに添えて食べられるが、こ
のソースが添えられた料理もアイオリと呼ばれる。ちなみに、アイオリと
いう名前はプロヴァンス語のalh（ニンニク）とòli（油）から出来た言葉。
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Les personnalités liées à la Côte d’Azur
●Henri Matisse
Fauvisme（野獣派）を代表する画家。４０代後半の頃ニースに短期滞在した際、コート
ダジュールの魅力を知り、ニースへ移住した。晩
年内装を手がけたヴァンスのロザリオ礼拝堂
は「色彩の魔術師」とも呼ばれる彼の芸術の集
大成と言ってもいいだろう。またニース・シミエ
地区にあるマティスが晩年を過ごした邸宅は、
マティス美術館として公開されている。

●Jean Cocteau
詩人であり、小説家、劇作家、画家などジャンル
を越えて活躍した芸術家。晩年、パリの喧噪か
ら逃れコートダジュールにアトリエを構えた。イ
タリアとの国境の街マントンには彼の作品を収
めた美術館がある。また、彼が装飾を手がけた

マントン市庁舎の「婚礼の間」などもあり、コートダジュールの東端のこの街はコクトー
ファンの聖地と言っても過言でないかもしれない。

Ratatoille
夏野菜をたっぷり使ったコートダジュール地方の家庭料理。

暑い季節、夏バテ防止にもぴったりな一品。

Tailler les carottes en bâtonnets, 
les oignons en lamelles, et l’ail en 
éclats. 
Suer le tout sans coloration à l’hui-
le d’olive. Ajouter les poivrons en 
lanières. 

Transmettez vos sentiments les plus précieux 
avec de jolies fleurs préservées de qualité

可愛らしく、上品なプリザーブドフラワーとともに、
あなたの大切な気持ちも一緒にお届けいたします。

http://les-fees.net
〒441-1331 　愛知県新城市庭野字東萩野20

090-7858-1861 （ 10：00 ～ 18：00 ）　info@les-fees.net 
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Ingrédients :
◆ 5 courgettes  
◆ 2 aubergines  
◆ 3 à 5 carottes        
◆ 6 à 8 gousses d’ail
◆ huile d’olive
◆ 1 bouquet de thym, basilic

◆ 8 tomates
◆ 2 poivrons
◆ 4 oignons 
◆ sel et poivre  

Pendant ce temps sauter les courgettes à la poêle dans l’huile d’olive. Ne 
pas attendre que toutes les courgettes soient colorées. 
Ajouter les courgettes sur les légumes déjà sués ainsi que le bouquet de 
thym. 
Pendant ce temps éplucher et détailler les aubergines en dés ainsi que 
4 tomates. Les 4 autres tomates seront concassées (les monder au 
préalable). 
Sauter vivement à l’huile d’olive. Il est impératif de conserver les dès d’aubergines fermes, même si 
certains cubes sont encore crus. Ajouter les tomates en dés et les aubergines en dés. Et les tomates 
concassées (ou le concentré de tomates). 
Cuire la ratatouille à feu très doux pendant 30 mn environ en remuant de temps en temps.

3.

4. 

5.

6.

7.

ある日、僕はカフェのテラスで詩を書いていた。そこへ一人の女性が近づいてきて「iPhoneの使い方を教えてくれる？」と。「いいよ」と僕
は言って操作を教えた。すると「お礼に一杯ごちそうするわ。」と言って隣に座りながら話を始めた。「あなたの書いている詩を見せてくれ
る？」と女性が言うので、それを見せた。「この詩は星の王子様やアーレントが書いていたことに近いわね。」と。話をしてみるとその女性は
哲学専門でハンナ・アーレントとカミュを研究しているとのこと。僕はその２人の名前は聞いたことはあったけれど、どんなことを書いてい

たのか知らなかったが、興味があったので話を続けた。とても気があったので、
帰りがけに連絡先を交換してその場を別れ、その後も交流を続け僕らは友達に
なった。そして読んだ事のなかったアーレントとカミュに僕は興味を持つように
なった。「カフェ」は出会いで人を少し成長させてくれる場所でもある。

Un jour comme les autres à Paris 〜 パリひとこま劇場 〜

前原本光 (MOTOMITSU)
1977年浜松生まれ、パリ在住。パリのDJ集団CrackiのメンバーとしてDJを
行うほか、絵本作家としてスイス、イギリス、韓国の出版社より絵本を出版、ま
た音楽家・詩人として、オランダ、アメリカ、ポルトガルのレーベルより作品を
発表。アコーディオン奏者としての演奏活動、日本での期間限定カフェ、移動
書店を行うなど、国境やジャンルを超えて活躍中。
http://www.motomitsu.jp  http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/



今私が取得しようとしているディプロムは、ここフランスにしかない少し特別な制度で
す。職人を目指す人にはとても良い制度だと私は思います。例えば私は一年で12週間学
校に通い、残りの日はパティスリーでパティシエとして働いています。責任と技術、また学
校では違った基礎知識を学び学期終わりの試験に備えて課題に取り組みます。クラスは

12人で、それぞれ毎回違ったアイディアを
持ち込み、課題に取り組むので大変刺激的
な場所です。日本でも同じですがパティシエ
は労働時間が長く体力と集中力がいる仕事
なので疲れも溜まりやすいですが、みな試
験合格に向けて日々頑張っています。
パリに来て良かったことは、なんと言っても
色々な情報、アイディア、香り、建築、人が街
の至る所に溢れていること。私は時間が出
来た時は美術館に足を運ぶようにしていま
す。画家の線や色遣い、形等に刺激を受けお
菓子を作る時のアイディアの助けにもなり
ます。質の良いアウトプットは質の良いイン
プットからなるものだと思っているので、疲
れていてもなるべくパリにいるというこのチ
ャンスを無駄にしないためにも、パティスリ
ー巡りはもちろんのこと、日常からアンテナ
を張って出掛けるように心掛けています。
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Une expérience inoubliable !  フランスからのルポタージュ
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Interview d’un élève 生徒さんインタビュー

一流パティシエを目指し、再びフランスへ

●パティシエという職業との出会い●
私は父親の仕事の関係で幼少期を家族揃ってフランスで過ごし、その後一度
帰国しました。日本では将来就きたい仕事を考えた時、真っ先に浮かんでい
たのがパティシエでした。幼い頃からお菓子に囲まれて家族でよく食べたケ
ーキの味が私の中に残っていたからだと思います。
高校卒業後は東京で二年間お菓子の基礎を学ぶため専門学校に通いまし
た。卒業後は知り合いから勧められていた南仏のパティシエが経営している
学校に通うため、ビジタービザを取得し渡仏しました。その時南仏で過ごし
た約６か月の間に、私の中には様々な気持ちの変化が生まれました。その国、
土地でしか見ることのできないお菓子、食べたことのない味の組み合わせ、
色の取り入れ方、飾り一つにしても何もかもが日本とはやっぱり違うのだな
と大きな違いを目の当たりにし、フランスで今後もお菓子の勉強を続けたい
という思いが沸 と々生まれていました。

私とフランス語 - le français et moi - 
今回は５月からのパティシエ留学に向け、１月～４月の４ヶ月間に渡り「１ヶ月集中講座」を受講されたNAKANISHI 
Mikioさんに、AJ-France代表のJean-Jacquesがインタビューしました。

●なぜフランス語を学ぼうと思ったのですか？ 
フランスへ製菓の勉強をしに行くためです。そのためには、まずは言葉が
話せないと何も始まらないので。本格的に勉強を始めたのは今年の１月
からですが、その前は文法書を読んだり、テレビのフランス語講座を観た
りしていました。

今回はAJ-Franceの留学サービスを利用しパティシエ留学中のK.Mさんをご紹介。

宝石みたいな見た目の上、味もとても
独創的で勉強になります。紫蘇を使っ
たチョコもありました。
またブティックのショーウィンドウに
は彼の得意とするチョコレートの迫力
ある彫刻がいつも飾ってあります。
甘いものが苦手な方はショーウィン
ドウだけでも是非一度見てみてくださ
い。圧巻です。

●学校で学ぶようになり、何か変わりましたか？ 
やはり学校に来ると、学ぼうというモチベーションが上がります。一人だと
なかなか勉強しようという気にならないですね。
● AJ-Franceのレッスンは基本的に個人レッスンですが、どうですか？ 
グループレッスンだと、どうしても遠慮して自分の聞きたいことを思うよう
に聞けないですよね。でも、プライベートレッスンならテキストの内容につ
いて以外のことも、何でも聞けるところがいいです。僕はパティシエなんで
すが、例えば「フランス人は普段どんなものを食べてるの？」とかいうよう
なことも聞けますし。先生との距離がとても近いのもいいですね。フランス
語はとても難しい言葉だという印象があったのですが、どの先生もその不
安を取り除いて、自分にもできるという気にさせてくれます。
実は、こちらに来る前に他の語学スクールにも行ってみたのですが、料金
がとても高くて。AJ-Franceは初期費用も安く、とりあえず来てみたらレッ
スンなども良くて、こちらで続けることにしました。
●どのくらいのレベルを目指していますか？ 
いずれは、フランスのお菓子についての古い本なども読めるようになりた
いです。先輩パティシエたちがフランスの古い本を読んで勉強したりして
いる姿を見て、自分もいつかそういう本を理解できるようになり、古いお
菓子を再現してみたいと思っています。
●読みたい本というのは、例えばエスコフィエなどですか？エスコフィエと

言えば、現在の料理方法な
どを確立した人ですね。
そうです。エスコフィエの本はぜひ読みたい本のひとつです。本当にすごい人です
よね。他には、いろんなMOFが共同で出している本があるのですが、そういったも
のも読んでみたいです。実は今も読んでいる本があります。 Yann DUYTSCHEと
いうパティシエの本ですが、やはりまだ難しいです。
●帰国後は自分のお店を出される予定だとお聞きしていますが。
はい、そうです。自分のお店には、そういう古い本も飾ったりしたいと思っていま
す。もちろん飾りだけではなく、ちゃんと読んで勉強も。
●AJ-Franceの講師・スタッフ一同、NAKANISHIさんのご帰国、そしてお店のオー
プンを楽しみにしています。まずはフランスで思いっきり勉強して来てくださいね。
AJ-Franceの１ヶ月集中レッスンは１ヶ月で１年分のレッスンをする短期集中コースです！
詳しくはp.14をご覧頂くか、ecole@aj-france までお問い合わせください。

宝石みたいな見た目の上、味もとても

Kさんのお気に入り
    「フランスMOF

Patrick Rogerのチョコレート」

●再渡仏までの道のり●
ビジタービザでの滞在だったので一度日本に帰国し、今度は自分で学生ビザを取得し渡仏しようと
考え行動していたのですが、ここで様々な壁にぶち当たり一度はビザの却下もされてしまいました。
そんな時インターネットで見つけたAJ-FRANCE様に連絡をし、次の渡仏に向けての学生ビザのサ
ポートを全面的にサポートして頂きました。あの時はどうしていいかわからず、ただただフランスに戻
ってやりたかったお菓子の勉強が続けたいのに現実はそう簡単には事が運ばず、真っ暗なトンネルの
中から抜け出せないような不安で悲しい気持ちで一杯でした。それでも諦めずにAJ-FRANCE様とメ
ールでのやりとりや面談を重ね、新しい製菓学校や目標を見つけ学生ビザの取得に成功しました。い
つも親切に分かりやすくサポートしてくださったAJ-FRANCE様には本当に心から感謝しています。
こうして私が渡仏したのは2013年の6月でした。その後一年イッサンジョーのENSPという製菓学校
に通いディプロムを取得、学生ビザを延長し、現在はパリのEBPという学校で次のディプロムの取得
を目指し、14区のパティスリーで修行をしながら生活しています。
●パティシエ留学を考えている方へ●
私みたいに、お菓子の勉強がしたくてフランス留学を夢見ている人は他にも沢山いると思います。夢

のまま終わらせないでください。ビザ取得をはじめ様々な壁にぶつかる事が沢山あると思います。現地に行ってもそれは同じです。それ
でも諦めずに夢の実現に少しずつ近づいていってください。フランスはお菓子を学ぶには他のどこの国にもない最適な環境です。材料
や製法はもちろん、日本では目にしないお菓子や人との出逢いが沢山あります。もし少しでも行くことを悩んでいる人がいるのなら、６
か月でも一年でもいいのでまずはその足でフランスに行ってみてください。必ず学ぶものがあります。
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コース 内容 レッスン回数 日時 担当講師 受講料など

無料体験レッスン

入門から上級、すべてのレベルに対応。 
少しでもフランス語に興味を持ったら
ぜひお問い合わせ下さい。
（スカイプも可。）

1回 55分
カウンセリング
時間も含む

随時
まずはお問い合わせ下さい。

日本人
または
フランス人

無料

プライベートレッスン
(スカイプも可)

100％自分のペースでフランス語を学
びましょう。 内容やテーマ、スピードな
ど思いのまま！話す力が身につきます。

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

受講者が選択 受講者が
選択

1ヶ月4回　　
14400円
3ヶ月6回　　
22630円
テキスト代実費

１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

１年分のレッスンを１ヶ月で！フランス
で語学留学しているかのように集中的
にフランス語を学びます。

１ヶ月40回 受講者が選択 受講者が
選択

144000円
テキスト代実費
（入会金不要）

NOUVEAU !
DELF/DALFの
傾向を知ろう！

詳細はp.12へ
１ヶ月4回
（２レッスン　
　　x２日）

受講者が選択 フランス人
14400円
テキスト代実費
（入会金不要）

グループレッスン
超入門

全くはじめての方でプライベートレッ
スンは少し苦手な方向き。安心の日本
人とフランス人講師が交互に担当。

3ヶ月10回

土曜日 11h15～12h45
7月 4日 11日 25日
8月 1日 8日 22日 29日
9月 5日 12日 26日

Charlotte
Akiko

29830円
テキスト代実費

グループレッスン
中級

少人数のグループなので、グループで
すがひとりひとりのペースに合わせて
進みます。 ※途中入会ご希望の方はレベ
ルチェックあり。

3ヶ月10回

日曜日 11h15～12h45
7月 5日 12日 26日
8月 2日 9日 23日 30日
9月 6日 13日 27日

Héloïse
Amandine

29830円
テキスト代実費

NOUVEAU !
フランス語で
京都を案内しよう！

詳細はp.12へ 月1回 土曜日 14h30～16h00 フランス人
3600円
3910円（ゲスト）
入場料等実費

Petit Nicolasを
読もう！

フランスの国民的絵本「プチニコラ」
を読みます。 3ヶ月6回 第2・4月曜日 10h～10h55

(日時変更の可能性あり) Akiko 14400円
テキスト代実費

お料理・お菓子ア
トリエ 詳細はp.13へ 月１回 土曜日 14h～17h Jean-

 Jacques
3600円
3910円（ゲスト）

ちびっこアトリエ
2歳半から小学校入学前のお子様向
けのアトリエレッスンです。
（小学生低学年応相談）

3ヶ月6回

第2・4土曜日 10h～10h45
7月 11日 25日
8月   8日 22日
9月 12日 26日

Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

ちびっこシェフ
アトリエ 詳細はp.13へ 月1回

土曜日　11h～12h50
7月25日、8月22日、
9月26日

Yannick 2570円
3090円（ゲスト）

アトリエデママン

子供がまだ小さくてなかなか動けない
ママのためのアトリエ。子供に歌ってあ
げられる童謡も歌います。子供と一緒
にお越しいただけます。

3ヶ月6回

第2・4月曜日 15h～16h30
※17hまで教室を開放。
（日時変更の可能性あり） Akiko 21600円

テキスト代実費

※入会金：5150円別途必要。
　お友達紹介の場合は2570円

t 

Des leçons adaptées à tous ! フランス語教室情報 

les autres cours et ateliers  その他レッスン＆アトリエ
海だけではなく山にも囲まれた美しい街ニース。
街の中心からほど近いところにある語学学校International House Niceではフラン
ス語レッスン＆ファームステイの体験ができます。ニースから車で約３０分の山の中
にあるオーガニックファームで農場の仕事のお手伝いを体験してみませんか？
週末はニースの旧市街のマルシェで、作った野菜や果物の販売体験も！！ファームの
お手伝いをする代わりに滞在費と３回の食事は無償で提供されます。
都会の喧騒を忘れ、土や自然に触れる別世界を体験してみましょう！

南仏でオーガニックファームステイ体験！

ファームステイ紹介料を200ユーロにディスカウント！（通常700ユーロ）
（AJ-Franceフランス留学にてInternational House Niceの２週間のフラン
 ス語レッスンの受講申し込みをされた場合のみ上記割引が適用されます。）

お申込み・お問い合わせはAJ-Franceフランス留学まで。 sejour@france-ryugaku.com / 075-201-1530

Stages 
dans des fermes 

et vignobles 
biologiques

Off re
spéciale
読者限定特典

【フランスでの就労をお考えの方へ
　「コンペタンス・エ・タラン」をご存知ですか？】

　コンペタンス・エ・タラン（以下CCT）は能力や才能を持った人に発行
され、3年間有効の更新可能な滞在許可証です。CCT所持者は就労が
許可されており、あらゆる職業や活動に対応可能。「能力や才能を持った
人」の定義は、「フランスと日本の両国に持続的な発展をもたらす分野（
とりわけ経済、学術、科学、文化、人道、スポーツetc）で、自身の能力と才
能を活かした活動が可能である人物」とされています。
　フランスで就労する場合でも雇用者がフランスの労働基準監督署に
申請しなくても良いので、雇用者にとっても煩わしい手続きが必要ない
というのもCCTの魅力の一つでしょう。
　現地での自由度が高いため非常に人気があり、そのため厳しい審査
が行われます。5年ほど前のCCTビザ発行開始当初は比較的簡単にビ
ザを取得されていましたが、審査は年々厳しくなる傾向にあります。特に
料理人、パティシエの就労目的での応募者はとても多く、文字通りその
方の「能力・才能」が問われます。フランス料理やフランス菓子の場合、す
でに多くの有能なフランス人がいるため、わざわざ日本人を呼ぶメリッ

トがないからです。この分野では、特別な企画やプロジェクト等がない限
りCCT取得は難しいと言えるでしょう。
～CCT申請手続きについて～
 現地での計画を「計画書」として明確にまとめること、そしてその実現性
を示す書類の準備が重要です。また計画書の他に能力や才能を示す書類
（名誉ある賞の賞状や権威のある方の推薦状など、その方しかない能力
を示す資料）を提出する必要があり、客観的に評価できる経歴が必須で
す。ある意味就労ビザよりも取得が難しいと言えますが、海外で経験を
積み、未来への振り幅を広げるチャンスかもしれません。
　当社では数多くのCCTビザ申請サポートしてきました。他のビザに
比べ取得が難しい側面もありますが、無事ビザ取得をされフランスで
活躍中の方もたくさんいらっしゃいます。まずはカウンセリングを行い、
CCT取得の可能性について当社の見解をお伝え致します。その後ビザ
申請をされるかご検討いただく流れとなります。是非一度お気軽にお問
い合わせ下さいませ。（お問い合わせ先は９ページ下部参照）

フランス生活のプチカルネ N°9  

次回は『Profession Indépendant Libérale Visa（通称：フリーランスビザ）』のご紹介を致します！



大人と同じやりかたで料理するよ！

お友達と協力して野菜を切ったり

オーブンを使って作るよ！
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Des leçons adaptées à chaque élève ! フランス語教室情報

ちびっこちゃん達のために月に1度、お料理レッスンを開催いたします☆
フランスの代表的なお料理を学びながら、皆で協力して作ります！
フランス語を聞きながら行動でき、簡単なフランスのマナーを守りながら食べ
て楽しくレッスンしましょう！

【開講スケジュール】

こんなことを学びます！
⌘ 食材の名前
⌘ 道具の名前
⌘ 料理時に使う動詞
⌘ 皆で協力し合うこと

こんなことをしましょう！
⌘ 材料を切る
⌘ お鍋に材料を入れる
⌘ 道具を洗う
⌘ 皆で楽しく食べる
⌘ おかたづけをする

開催日 時間 レシビ 内容

7月25日（土） 11h~12h50 Saucisse maison
自家製ソーセージ

みんな大好きなソーセージを手づく
り。お豆と一緒に召し上がれ♪

8月22日（土） 11h-12h50 Choux farcis
ロールキャベツ

家庭の定番料理ロールキャベツ。フラ
ンスでも人気の一品です。

9月26日（土） 11h-12h50 Poulet entier et frites maison
チキンの丸焼きと自家製フリット

フランスでは人が集まる時の定番、チ
キンの丸焼きとフライドポテト。

参加人数：6名まで
＊メンバー：2570yens
＊ゲスト：3090 yens
 　(保険、材料費込み) 
対象：2才6ヶ月～未就学児 
小学低学年の方は相談応　
お持ちいただくもの：
エプロン、タオル

フランス語でレシピを読みながら気軽にお料理を楽しみませんか？
日本語での説明もあるので、フランス語初心者でもOK！

Une cuisine est 
            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !

Atelier de Cuisine  
お料理・お菓子アトリエ

Tour de France
           gourmand

Atelier Enfants  
ちびっこシェフアトリエ

日時：土曜日 14h00 ‒17h00 (月１回)
メンバー：3600 yens (または１レッスン振替）／ビジター：3910 yens
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。

            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !

9月12日（土）
< Tarte Tatin タルトタタン >

リンゴたっぷり。失敗から生まれた

リンゴの逆さタルト♪

8月29日（土）< Ratatouille ラタトゥーユ >
暑い夏に食べたい

野菜たっぷりの一品。

7月18日（土）
< Far Breton ファーブルトン >

ブルターニュ名物、カスタード

風味のモチモチな焼き菓子。

お友達と協力して野菜を切ったり

オーブンを使って作るよ！お友達と協力して野菜を切ったり

お友達と協力して野菜を切ったり

オーブンを使って作るよ！

Leçon de cuisine
pour les petits !

大人と同じやりかたで料理するよ！

Bon appétit !

miam miam ♡

お手軽な「おけいこプチ留学」。
趣味のおけいこレッスンを本場フランスで体験してみませんか？（90日間未満の滞在ならビザ申請は必要なし。1週間～可能。）

Séjour en France　おけいこ留学 Nº1 　　
　　　　　　　　　　　　　   ‒ カルトナージュ編 ‒　

１日からの
　　プチ留学！

■カルトナージュとは？？
最近じわじわ流行り始めているカルトナージュ。耳にしたこと
がある人も多いのではないでしょうか。カルトナージュとはヨ
ーロッパで誕生した伝統工芸で、フランス語で「厚紙細工（製
品）、包装用厚紙」の意味。カルトン（Carton）と呼ばれる厚紙
を好きな大きさにカットし箱を組み立て、布やペーパーを張っ
て美しく仕上げたものです。使用する厚紙は通常1～2mmほ
どの厚さのものですが、布や紙で覆ったり、時にはクッション
材で補強するため、装飾品としてだけではなく実用品としても
使用できます。中には芸術作品と呼べるほど洗練された物も。
宝物入れとして、小物入れとして、茶箱として、、、使い方は千
差万別。カルトナージュは様々なシーンで楽しめます。

Petit mémo：
日本版カルトナージュは「茶箱」や「布箱」にあたるでしょう。
帯、着物、藍等で覆われた箱。お土産屋さんなどでもよく目に
する日本の伝統工芸品です。身近なものを装飾することは生
活を豊かにする世界共通の楽しみなのですね。

【 Leçons de cadres de Carole Constantin 】
こちらのアトリエでは角形、丸形、八角形等の箱作りから裁縫道具
箱作りなどを学べます。またカルトナージュ以外にも、額装、紙の家
具作り、 デスクマット作り、筆箱作り、ランプシェード作りのコース
もあります。（全くの初心者でも申込可）
場所：Antony
コース：Cours de cartonnageコースなど
授業期間：随時
授業料：60ユーロ～／3時間
＊60時間のプロフェッショナル向け研修コースもあり。（1660ユーロ～）

【 Les Ateliers de la cour Roland 】
40年前からJouy en Josas（ヴェルサイユの近く）にある学校。パ
リも遠く無いので通学も便利。クラスの最大人数は10人までとい
う少人数制です。
場所：Jouy en Josas
コース：6時間短期Stageコース、102時間長期Stageコースなど。
授業期間：随時
授業料：57ユーロ／6時間、594ユーロ／102時間など
＊12時間コース、20時間コース、35時間コースなどあり。長期割引あり。

■フランスでカルトナージュのレッスンを受けよう！
カルトナージュの本場フランスでレッスンを受けることができます。1日～申込可能ですので、次回の旅行でいつもと違う体験をして
みてはいかがでしょうか！？（プロフェッショナル向けの長期コースもあります。）

※ p.8～9のカルトナージュ作品の写真は全て、当ページで紹介した
   カルトナージュスクール「Carole Constantin」提供。

上記のコースのお申し込み、お問い合わせはAJ-Franceまで。
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フランスへの短期・長期留学など、お好みでプランをご提案！各種ビザ申請（学生、ワーキングホリデー、コンペタンス・エ・タラン、フリーラ
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。フランス大使館指定の法定翻訳業者ですので、翻訳業務も承ります。留学・翻訳サ
ポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、日本全国どこでも対応可能。
また、スタッフは全員留学経験者。経験豊富なスタッフがあなたの【留学計画～渡仏時～留学終了】までサ
ポート致します。まずは初回無料カウンセリング（予約制）を！お電話もしくはホームページから希望日時
をお知らせ下さい。メンバー登録後は、提携語学学校紹介・登録代行無料など様々な特典があります。
全くプランが立っていない方も大歓迎！！ 一緒にプランを立て、有意義なフランス滞在を送りましょう。

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン（3ヶ月以上）
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

¥30,000～
¥30,000～
¥65,000～
¥35,000～
￥4,000～

※住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等もあり。

フランスへのプチ留学・長期留学ならAJ-FRANCEにお任せ！！
　AJ-Franceは、1999年より数多くのお客様をサポートしてきたフランス専門の留学エージェントです。

Le français de A à Z
フランス語教室

p.12～14のお問い合わせは下記へ
　AJ-France フランス語教室
      Tel : 075-703-0115　
　   Mail : ecole@aj-france.com
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

京都のフランス語教室AJ-France (アージー・
フランス）です！経験豊富な日本人・フランス人
講師が楽しくレッスンをしています。
通常のフランス語レッスン以外にもイベントやア
トリエレッスンなども行っています！ 
私たちと一緒にフランス語、はじめてみませんか。

1レッスン55分x4回 （２レッスンx2日） ￥14400
入会金不要 テキスト代実費
＊修了後、対策レッスンを継続の場合は入会金半額（通常5150円）

ご登録の方に、一つ星レストランBottin
Gourmand の Armandシェフのお料理
レッスンをプレゼント！！Gault&Milauの
toque rouge(赤いコック帽)「世界のベス
トシェフ100」の会員でもある彼のレッスン
は、受講者に定評があるレッスンのひとつで
す。この学校は1クラス最大10人の徹底し
た少人数制で、とてもアットホームな雰囲気
です。モンペリエの街の中心街に位置してお
り、買い物にも交通にも便利です。

Montpellierの提携語学学校  

      Accent Français
Lyonの提携語学学校 

          infl exyon
受講登録期間３ヶ月（１２週）にご登録下さ
った方に、リヨン名物のビストロ Bouchon 
Lyonnais のフルコース（ドリンク付き）をプ
レゼント！リヨンの伝統的な家庭料理や名物
料理がサービスされるブッョン•リヨネ。その
名を名乗るお店は数多くありますが、ブッシ
ョン協会に認証された正真正銘のBouchon
Lyonnaisは、２０店しかありません。アンフレ
クションが吟味したBouchon Lyonnaisで、
リヨンの食文化と賑やかなビストロの雰囲気
をお楽しみください。　

DELF/DALFを受けてみたいけど、どんな勉強をしたらい
いのか分からない！という方のために、実際に試験で出題さ
れるのと同じような問題を解きながら今後の勉強の進め方
を掴んでいただくための講座です。プライベートレッスンな
ので、疑問点も遠慮なく質問できます。
講座修了時には強化が必要な分野のアドバイスも。

Bonjour!
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

フランス語で「小説」という意味の
「roman」という単語。その語源は
ラテン語で「口語」や「俗語」などの
意味の「romanice」または「roma-
nus」だと言われている。
元々は公用語であったラテン語で書
かれたものに対し、話し言葉で書か
れたものが「roman」と呼ばれてい
たが、やがて物語風の文学作品のみ
を指すようになり、現在ではフィクシ
ョン作品のみが「roman」と呼ばれ
ている。

Parisの提携語学学校  
    FRANCE LANGUE

Séjour en France avec les enfants ! フランス留学情報

réussirledelf dalf
DELF/DALFの傾向を知ろう

Visite guidée à Kyoto
フランス語で京都を案内しよう！

３～５名のグループでフランス人講師と一緒に京都の観光名
所を訪れながら、フランス語での京都案内を体験するアトリエ
です。フランスから知人が遊びに来たときや、観光地で困ってい
るフランス人に遭遇した時に、このアトリエで学んだことがき
っと役に立つはず！月毎に違う観光名所をひとつ訪れます。
(フランス語がはじめての方はご参加いただけません。）
1レッスン90分  （月１回）　メンバー¥3600／ゲスト¥3910 
＊入場料等は各自負担。現地集合、現地解散。
＊定員５名（３名以上で開講）

Le saviez-vous?

réussir Visite

AJ-Franceを通して４ヶ月以上のコース
にご登録いただいた方に、お料理アトリエ
を１回プレゼント！
FRANCE LANGUEはパリにある３校（
ヴィクトルユーゴ、オペラ、ノートルダム）の
他、ニース、ボルドー、ビアリッツとフラン
ス海外県マルティニークの計７校の学校
があります。７校の中で組み合わせての受
講も可能。文法、ボキャブラリー、単語、発
音、読み書き、聞き取り、会話表現、文章作
成など、総合的なフランス語のレッスンを
リラックスした雰囲気の中で行います。

フランス語で京都のガイド体験をしてみませんか？

DELF/DA
LFを受ける

なら、まずは
この講座

で問題の傾
向を知り

ましょう！

Evenemen
t

イベント情
報

フランスへの短期・長期留学など、お好みでプランをご提案！
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。
ポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、
また、スタッフは全員留学経験者。
ポート致します。
をお知らせ下さい。
全くプランが立っていない方も大歓迎！！ 一緒にプランを立て、有意義なフランス滞在を送りましょう。

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

お問い合わせは
tel 075-201-1530
sejour@france-ryugaku.com
http://france-ryugaku.com  
AJ-France 坂(さか)まで

Nouveau !

Le Journal 読者さまだけへの留学特典！A découvrir !
offre spéciale 

des  écoles 
pour nos lecteursNouveau !

■カルトナージュの起源とは？？
カルトナージュの歴史は古く、起源を辿ると18世紀まで遡ると言
われています。その起源には諸説があり、「茶箱として貴族の間で
流行したのが始まり」という説や、「蚕と繭を入れる箱として南フ
ランスのヴァルレアス地方にて発案された」という説などがあり
ます。前者（茶箱説）について、お茶の入れ物は金属製より紙の方
が湿度調整が容易いこと、そして香りが飛ぶのを防ぐ効果がある
ことからそのような説が生まれたようです。（ちなみにヨーロッパ
に初めて東洋のお茶が伝えられたのは16世紀の大航海時代でし
た。）後者について、大正時代の日本の養蚕業界の新聞にも「ヴァ
ルレアス」という地名が掲載されていることから見てもヴァルレア
スで養蚕業が行われていたことは明白なため、現在ではこちらの
方がが有力のようです。

Petit mémo：
ちなみに紙の起源は約5000年前の古代エジプトで使用された
「パピルス」だと言われており、フランス語で紙を意味する「Pa-
pier（パピエ）」はこれに由来します。（英語で紙は「Paper（ペーパ
ー）」ですね。これもパピルスが語源です。）

D’où vient le mot «roman» ?
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Grasse, la ville aux mille parfums 香水の都グラースプチコラム

フランスで活躍中の日本人がこっそり教える生のフランス
情報。Le Journal読者のみなさまにもお届けします♪
今回はパリ７区にあるレストラン「Au Bon Accueil」
シェフの北村啓太さんがメッセージをくださいました.

北村啓太
1980年滋賀生まれ  パリ在住歴7年。
辻エコールキュリネール大阪あべの卒業後、1999年成澤由浩シ
ェフ率いる「ラ・ナプール」へ。2003年からは「レ・クレアション・ド
・ナリサワ」で腕を磨く。
2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を
経て、2011年11月パリ7区「オーボンアクイユ」のシェフに就任。

Au Bon Accueil   
14 rue de Monttessuy 75007    ☎ 01 47 05 46 11

Qu’est ce que c’est ? これなんですか？
Jean-Jacquesのちょっとまめ知識

『Carnet de bal』 ダンスカード
蚤の市などでも時々見かける小さな手帳のようなもの。その正体、実は...。

Le carnet de bal pouvait revêtir diff érentes formes : d’abord 
le dos d’un éventail ou l’on notait discrètement le nom du 
partenaire puis plus tard c’est devenu un réel objet d’art, fait 
de matières précieuses comme l’argent, l’ivoire ou la nacre.

   Au beau milieu de la Provence se cache la charmante 
ville de Grasse. Perchée sur une haute colline à quelques 350 mètres d’al-
titude, cette cité médiévale domine un paysage de vastes plaines fl euries : 
roses, oliviers et jasmins s’étendent à perte de vue… On voit aussi la mer, 
au loin. Mais ce qui fait la renommée de Grasse, ce ne sont pas ses jolies 
ruelles sinueuses et ses couleurs typiquement provençales. Non, ce qui fait 
toute sa réputation, c’est ce qui sort de ses usines. En effet, Grasse n’est 
rien de moins que la capitale mondiale des parfums ! La qualité de ses pro-
duits est telle qu’ils s’exportent dans le monde entier. La ville abrite ainsi 
certaines des plus célèbres parfumeries : Fragonard, Galimard et Molinard. 
Elles sont ouvertes au public et proposent des visites guidées et des ateliers 
pour créer son propre fl acon. Il existe aussi un Musée International pour 
ceux qui veulent en apprendre encore davantage sur l’histoire des diffé-
rents arômes et le processus de fabrication des parfums.
   Grasse, ville aux mille senteurs, organise aussi quelques festivals à thème 
tels que « L’Expo Rose » ou « La fête du jasmin ».  A ces périodes de l’an-
née, les concerts se multiplient et la ville se couvre de fl eurs pour le bonheur des yeux comme des
narines… 

パリのマルシェで感じるフランス
朝になると、毎日街のどこかでマルシェが立ち並び、食材を求めて人々が集ま
る。次第にその場所は活気に包まれ、いつもそこに買いに来る街の人、観光でパ
リにいる世界中の人々、はたまたパリのレストランのシェフ達が集まり、分け隔
てなく会話が生まれる。色々な国の言葉が飛び交い、その場所にいると、なんと
も心地よい人間らしい空気が流れていく。
料理人である自分にとってマルシェは料理をクリエイトする為のインスピレー
ションをもらえる大切な場所だが、それと同時にこの場所で生きていく力の源
を得ることができる。人と人の繋がりに、ほど良い距離感の近さがここフランス
にはあって、初対面であっても知り合いだったんじゃないかと思わされるくらい
に話しやすい。そして日本のように明確に分けられた四季とはまた違い、その
時その時で変わっていく食材に直接触れ合い、そこにいる人と会話する事で、
saison(季節)を自分自身の感覚で感じることが出来る。だからフランス人は素
人でも料理や食材の事を本当によく知っている。そこで感じたのはこれはフラ
ンス人の生き方そのものなんじゃないか？ということ。いつも本音で付き合う
フランス人は日本人の自分にとっては、何なんだって思うこともあるけど、より
人間らしい、今という時間をリアルタイムで周りに影響されることもなく、素直
に自分自身の感覚で楽しんで生きていく彼らを見ていると、これが人間の生き
方なんだよって教えられているような気持ちになる。思い思いに、でもシンプル
に、今を肌で感じながら流れていくパリの時間が僕は大好きだ。

読者のみなさまへ
パリは住んでこそ初めてその良さが
垣間見えてきます。
短い期間でもアパルトマンを借りて
滞在することがオススメ！普段着の
パリを感じてみては？

 

Le-Journal 編集スタッフの

　　ちょっとひと息

      pause café

Maître glacier avec un choix de 94 parfums 
ニース旧市街の観光客でにぎわう広場に５０年近く前から店を構えるアイスクリームショップ
がある。ニースっ子なら知らない人はいないであろう人気のお店だ。
広場に面して並ぶショーケース内には、選ぶのに苦労してしまうほど多くの種類のフレーバー
がある。全てが常時並んでいるわけではないようだが、その種類は全部で９４種類。ベーシック
なものから、タイム、トマトバジル、サボテンなどの少し珍しいものまで。ニースに留学をしていた

Le Journal 編集スタッフYのお気に入りは、rhubarbe（ルバーブ）と
pastèque（スイカ）。どちらもしっかりと素材の味がするのがいい。

ちなみにニース通のAJ-France講師Adのお
気に入りはKinderとNutella、何とも
フランス人らしい選択。
ニースへ行くならぜひ味わって頂き
たいおすすめの一品だ。

なものから、タイム、トマトバジル、サボテンなどの少し珍しいものまで。ニースに留学をしていた

Glacier Fenocchio
2 place Rossetti, 06300 Nice
04 93 80 72 52
www.fenocchio.fr

Le
pastèque（スイカ）。どちらもしっかりと素材の味がするのがいい。

(cc) Huster(cc) Huster(cc) Huster

(Amandine LATOUR)
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フランスへの短期・長期留学など、お好みでプランをご提案！各種ビザ申請（学生、ワーキングホリデー、コンペタンス・エ・タラン、フリーラ
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。フランス大使館指定の法定翻訳業者ですので、翻訳業務も承ります。留学・翻訳サ
ポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、日本全国どこでも対応可能。
また、スタッフは全員留学経験者。経験豊富なスタッフがあなたの【留学計画～渡仏時～留学終了】までサ
ポート致します。まずは初回無料カウンセリング（予約制）を！お電話もしくはホームページから希望日時
をお知らせ下さい。メンバー登録後は、提携語学学校紹介・登録代行無料など様々な特典があります。
全くプランが立っていない方も大歓迎！！ 一緒にプランを立て、有意義なフランス滞在を送りましょう。

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン（3ヶ月以上）
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

¥30,000～
¥30,000～
¥65,000～
¥35,000～
￥4,000～

※住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等もあり。

フランスへのプチ留学・長期留学ならAJ-FRANCEにお任せ！！
　AJ-Franceは、1999年より数多くのお客様をサポートしてきたフランス専門の留学エージェントです。

Le français de A à Z
フランス語教室

p.12～14のお問い合わせは下記へ
　AJ-France フランス語教室
      Tel : 075-703-0115　
　   Mail : ecole@aj-france.com
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

京都のフランス語教室AJ-France (アージー・
フランス）です！経験豊富な日本人・フランス人
講師が楽しくレッスンをしています。
通常のフランス語レッスン以外にもイベントやア
トリエレッスンなども行っています！ 
私たちと一緒にフランス語、はじめてみませんか。

1レッスン55分x4回 （２レッスンx2日） ￥14400
入会金不要 テキスト代実費
＊修了後、対策レッスンを継続の場合は入会金半額（通常5150円）

ご登録の方に、一つ星レストランBottin
Gourmand の Armandシェフのお料理
レッスンをプレゼント！！Gault&Milauの
toque rouge(赤いコック帽)「世界のベス
トシェフ100」の会員でもある彼のレッスン
は、受講者に定評があるレッスンのひとつで
す。この学校は1クラス最大10人の徹底し
た少人数制で、とてもアットホームな雰囲気
です。モンペリエの街の中心街に位置してお
り、買い物にも交通にも便利です。

Montpellierの提携語学学校  

      Accent Français
Lyonの提携語学学校 

          infl exyon
受講登録期間３ヶ月（１２週）にご登録下さ
った方に、リヨン名物のビストロ Bouchon 
Lyonnais のフルコース（ドリンク付き）をプ
レゼント！リヨンの伝統的な家庭料理や名物
料理がサービスされるブッョン•リヨネ。その
名を名乗るお店は数多くありますが、ブッシ
ョン協会に認証された正真正銘のBouchon
Lyonnaisは、２０店しかありません。アンフレ
クションが吟味したBouchon Lyonnaisで、
リヨンの食文化と賑やかなビストロの雰囲気
をお楽しみください。　

DELF/DALFを受けてみたいけど、どんな勉強をしたらい
いのか分からない！という方のために、実際に試験で出題さ
れるのと同じような問題を解きながら今後の勉強の進め方
を掴んでいただくための講座です。プライベートレッスンな
ので、疑問点も遠慮なく質問できます。
講座修了時には強化が必要な分野のアドバイスも。

Bonjour!
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

フランス語で「小説」という意味の
「roman」という単語。その語源は
ラテン語で「口語」や「俗語」などの
意味の「romanice」または「roma-
nus」だと言われている。
元々は公用語であったラテン語で書
かれたものに対し、話し言葉で書か
れたものが「roman」と呼ばれてい
たが、やがて物語風の文学作品のみ
を指すようになり、現在ではフィクシ
ョン作品のみが「roman」と呼ばれ
ている。

Parisの提携語学学校  
    FRANCE LANGUE

Séjour en France avec les enfants ! フランス留学情報

réussirledelf dalf
DELF/DALFの傾向を知ろう

Visite guidée à Kyoto
フランス語で京都を案内しよう！

３～５名のグループでフランス人講師と一緒に京都の観光名
所を訪れながら、フランス語での京都案内を体験するアトリエ
です。フランスから知人が遊びに来たときや、観光地で困ってい
るフランス人に遭遇した時に、このアトリエで学んだことがき
っと役に立つはず！月毎に違う観光名所をひとつ訪れます。
(フランス語がはじめての方はご参加いただけません。）
1レッスン90分  （月１回）　メンバー¥3600／ゲスト¥3910 
＊入場料等は各自負担。現地集合、現地解散。
＊定員５名（３名以上で開講）

Le saviez-vous?

réussir Visite

AJ-Franceを通して４ヶ月以上のコース
にご登録いただいた方に、お料理アトリエ
を１回プレゼント！
FRANCE LANGUEはパリにある３校（
ヴィクトルユーゴ、オペラ、ノートルダム）の
他、ニース、ボルドー、ビアリッツとフラン
ス海外県マルティニークの計７校の学校
があります。７校の中で組み合わせての受
講も可能。文法、ボキャブラリー、単語、発
音、読み書き、聞き取り、会話表現、文章作
成など、総合的なフランス語のレッスンを
リラックスした雰囲気の中で行います。

フランス語で京都のガイド体験をしてみませんか？

DELF/DA
LFを受ける

なら、まずは
この講座

で問題の傾
向を知り

ましょう！

Evenemen
t

イベント情
報

フランスへの短期・長期留学など、お好みでプランをご提案！
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。
ポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、
また、スタッフは全員留学経験者。
ポート致します。
をお知らせ下さい。
全くプランが立っていない方も大歓迎！！ 一緒にプランを立て、有意義なフランス滞在を送りましょう。

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

お問い合わせは
tel 075-201-1530
sejour@france-ryugaku.com
http://france-ryugaku.com  
AJ-France 坂(さか)まで

Nouveau !

Le Journal 読者さまだけへの留学特典！A découvrir !
offre spéciale 

des  écoles 
pour nos lecteursNouveau !

■カルトナージュの起源とは？？
カルトナージュの歴史は古く、起源を辿ると18世紀まで遡ると言
われています。その起源には諸説があり、「茶箱として貴族の間で
流行したのが始まり」という説や、「蚕と繭を入れる箱として南フ
ランスのヴァルレアス地方にて発案された」という説などがあり
ます。前者（茶箱説）について、お茶の入れ物は金属製より紙の方
が湿度調整が容易いこと、そして香りが飛ぶのを防ぐ効果がある
ことからそのような説が生まれたようです。（ちなみにヨーロッパ
に初めて東洋のお茶が伝えられたのは16世紀の大航海時代でし
た。）後者について、大正時代の日本の養蚕業界の新聞にも「ヴァ
ルレアス」という地名が掲載されていることから見てもヴァルレア
スで養蚕業が行われていたことは明白なため、現在ではこちらの
方がが有力のようです。

Petit mémo：
ちなみに紙の起源は約5000年前の古代エジプトで使用された
「パピルス」だと言われており、フランス語で紙を意味する「Pa-
pier（パピエ）」はこれに由来します。（英語で紙は「Paper（ペーパ
ー）」ですね。これもパピルスが語源です。）

D’où vient le mot «roman» ?



大人と同じやりかたで料理するよ！

お友達と協力して野菜を切ったり

オーブンを使って作るよ！
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Des leçons adaptées à chaque élève ! フランス語教室情報

ちびっこちゃん達のために月に1度、お料理レッスンを開催いたします☆
フランスの代表的なお料理を学びながら、皆で協力して作ります！
フランス語を聞きながら行動でき、簡単なフランスのマナーを守りながら食べ
て楽しくレッスンしましょう！

【開講スケジュール】

こんなことを学びます！
⌘ 食材の名前
⌘ 道具の名前
⌘ 料理時に使う動詞
⌘ 皆で協力し合うこと

こんなことをしましょう！
⌘ 材料を切る
⌘ お鍋に材料を入れる
⌘ 道具を洗う
⌘ 皆で楽しく食べる
⌘ おかたづけをする

開催日 時間 レシビ 内容

7月25日（土） 11h~12h50 Saucisse maison
自家製ソーセージ

みんな大好きなソーセージを手づく
り。お豆と一緒に召し上がれ♪

8月22日（土） 11h-12h50 Choux farcis
ロールキャベツ

家庭の定番料理ロールキャベツ。フラ
ンスでも人気の一品です。

9月26日（土） 11h-12h50 Poulet entier et frites maison
チキンの丸焼きと自家製フリット

フランスでは人が集まる時の定番、チ
キンの丸焼きとフライドポテト。

参加人数：6名まで
＊メンバー：2570yens
＊ゲスト：3090 yens
 　(保険、材料費込み) 
対象：2才6ヶ月～未就学児 
小学低学年の方は相談応　
お持ちいただくもの：
エプロン、タオル

フランス語でレシピを読みながら気軽にお料理を楽しみませんか？
日本語での説明もあるので、フランス語初心者でもOK！

Une cuisine est 
            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !

Atelier de Cuisine  
お料理・お菓子アトリエ

Tour de France
           gourmand

Atelier Enfants  
ちびっこシェフアトリエ

日時：土曜日 14h00 ‒17h00 (月１回)
メンバー：3600 yens (または１レッスン振替）／ビジター：3910 yens
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。

            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !

9月12日（土）
< Tarte Tatin タルトタタン >

リンゴたっぷり。失敗から生まれた

リンゴの逆さタルト♪

8月29日（土）< Ratatouille ラタトゥーユ >
暑い夏に食べたい

野菜たっぷりの一品。

7月18日（土）
< Far Breton ファーブルトン >

ブルターニュ名物、カスタード

風味のモチモチな焼き菓子。

お友達と協力して野菜を切ったり

オーブンを使って作るよ！お友達と協力して野菜を切ったり

お友達と協力して野菜を切ったり

オーブンを使って作るよ！

Leçon de cuisine
pour les petits !

大人と同じやりかたで料理するよ！

Bon appétit !

miam miam ♡

お手軽な「おけいこプチ留学」。
趣味のおけいこレッスンを本場フランスで体験してみませんか？（90日間未満の滞在ならビザ申請は必要なし。1週間～可能。）

Séjour en France　おけいこ留学 Nº1 　　
　　　　　　　　　　　　　   ‒ カルトナージュ編 ‒　

１日からの
　　プチ留学！

■カルトナージュとは？？
最近じわじわ流行り始めているカルトナージュ。耳にしたこと
がある人も多いのではないでしょうか。カルトナージュとはヨ
ーロッパで誕生した伝統工芸で、フランス語で「厚紙細工（製
品）、包装用厚紙」の意味。カルトン（Carton）と呼ばれる厚紙
を好きな大きさにカットし箱を組み立て、布やペーパーを張っ
て美しく仕上げたものです。使用する厚紙は通常1～2mmほ
どの厚さのものですが、布や紙で覆ったり、時にはクッション
材で補強するため、装飾品としてだけではなく実用品としても
使用できます。中には芸術作品と呼べるほど洗練された物も。
宝物入れとして、小物入れとして、茶箱として、、、使い方は千
差万別。カルトナージュは様々なシーンで楽しめます。

Petit mémo：
日本版カルトナージュは「茶箱」や「布箱」にあたるでしょう。
帯、着物、藍等で覆われた箱。お土産屋さんなどでもよく目に
する日本の伝統工芸品です。身近なものを装飾することは生
活を豊かにする世界共通の楽しみなのですね。

【 Leçons de cadres de Carole Constantin 】
こちらのアトリエでは角形、丸形、八角形等の箱作りから裁縫道具
箱作りなどを学べます。またカルトナージュ以外にも、額装、紙の家
具作り、 デスクマット作り、筆箱作り、ランプシェード作りのコース
もあります。（全くの初心者でも申込可）
場所：Antony
コース：Cours de cartonnageコースなど
授業期間：随時
授業料：60ユーロ～／3時間
＊60時間のプロフェッショナル向け研修コースもあり。（1660ユーロ～）

【 Les Ateliers de la cour Roland 】
40年前からJouy en Josas（ヴェルサイユの近く）にある学校。パ
リも遠く無いので通学も便利。クラスの最大人数は10人までとい
う少人数制です。
場所：Jouy en Josas
コース：6時間短期Stageコース、102時間長期Stageコースなど。
授業期間：随時
授業料：57ユーロ／6時間、594ユーロ／102時間など
＊12時間コース、20時間コース、35時間コースなどあり。長期割引あり。

■フランスでカルトナージュのレッスンを受けよう！
カルトナージュの本場フランスでレッスンを受けることができます。1日～申込可能ですので、次回の旅行でいつもと違う体験をして
みてはいかがでしょうか！？（プロフェッショナル向けの長期コースもあります。）

※ p.8～9のカルトナージュ作品の写真は全て、当ページで紹介した
   カルトナージュスクール「Carole Constantin」提供。

上記のコースのお申し込み、お問い合わせはAJ-Franceまで。
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コース 内容 レッスン回数 日時 担当講師 受講料など

無料体験レッスン

入門から上級、すべてのレベルに対応。 
少しでもフランス語に興味を持ったら
ぜひお問い合わせ下さい。
（スカイプも可。）

1回 55分
カウンセリング
時間も含む

随時
まずはお問い合わせ下さい。

日本人
または
フランス人

無料

プライベートレッスン
(スカイプも可)

100％自分のペースでフランス語を学
びましょう。 内容やテーマ、スピードな
ど思いのまま！話す力が身につきます。

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

受講者が選択 受講者が
選択

1ヶ月4回　　
14400円
3ヶ月6回　　
22630円
テキスト代実費

１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

１年分のレッスンを１ヶ月で！フランス
で語学留学しているかのように集中的
にフランス語を学びます。

１ヶ月40回 受講者が選択 受講者が
選択

144000円
テキスト代実費
（入会金不要）

NOUVEAU !
DELF/DALFの
傾向を知ろう！

詳細はp.12へ
１ヶ月4回
（２レッスン　
　　x２日）

受講者が選択 フランス人
14400円
テキスト代実費
（入会金不要）

グループレッスン
超入門

全くはじめての方でプライベートレッ
スンは少し苦手な方向き。安心の日本
人とフランス人講師が交互に担当。

3ヶ月10回

土曜日 11h15～12h45
7月 4日 11日 25日
8月 1日 8日 22日 29日
9月 5日 12日 26日

Charlotte
Akiko

29830円
テキスト代実費

グループレッスン
中級

少人数のグループなので、グループで
すがひとりひとりのペースに合わせて
進みます。 ※途中入会ご希望の方はレベ
ルチェックあり。

3ヶ月10回

日曜日 11h15～12h45
7月 5日 12日 26日
8月 2日 9日 23日 30日
9月 6日 13日 27日

Héloïse
Amandine

29830円
テキスト代実費

NOUVEAU !
フランス語で
京都を案内しよう！

詳細はp.12へ 月1回 土曜日 14h30～16h00 フランス人
3600円
3910円（ゲスト）
入場料等実費

Petit Nicolasを
読もう！

フランスの国民的絵本「プチニコラ」
を読みます。 3ヶ月6回 第2・4月曜日 10h～10h55

(日時変更の可能性あり) Akiko 14400円
テキスト代実費

お料理・お菓子ア
トリエ 詳細はp.13へ 月１回 土曜日 14h～17h Jean-

 Jacques
3600円
3910円（ゲスト）

ちびっこアトリエ
2歳半から小学校入学前のお子様向
けのアトリエレッスンです。
（小学生低学年応相談）

3ヶ月6回

第2・4土曜日 10h～10h45
7月 11日 25日
8月   8日 22日
9月 12日 26日

Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

ちびっこシェフ
アトリエ 詳細はp.13へ 月1回

土曜日　11h～12h50
7月25日、8月22日、
9月26日

Yannick 2570円
3090円（ゲスト）

アトリエデママン

子供がまだ小さくてなかなか動けない
ママのためのアトリエ。子供に歌ってあ
げられる童謡も歌います。子供と一緒
にお越しいただけます。

3ヶ月6回

第2・4月曜日 15h～16h30
※17hまで教室を開放。
（日時変更の可能性あり） Akiko 21600円

テキスト代実費

※入会金：5150円別途必要。
　お友達紹介の場合は2570円

t 

Des leçons adaptées à tous ! フランス語教室情報 

les autres cours et ateliers  その他レッスン＆アトリエ
海だけではなく山にも囲まれた美しい街ニース。
街の中心からほど近いところにある語学学校International House Niceではフラン
ス語レッスン＆ファームステイの体験ができます。ニースから車で約３０分の山の中
にあるオーガニックファームで農場の仕事のお手伝いを体験してみませんか？
週末はニースの旧市街のマルシェで、作った野菜や果物の販売体験も！！ファームの
お手伝いをする代わりに滞在費と３回の食事は無償で提供されます。
都会の喧騒を忘れ、土や自然に触れる別世界を体験してみましょう！

南仏でオーガニックファームステイ体験！

ファームステイ紹介料を200ユーロにディスカウント！（通常700ユーロ）
（AJ-Franceフランス留学にてInternational House Niceの２週間のフラン
 ス語レッスンの受講申し込みをされた場合のみ上記割引が適用されます。）

お申込み・お問い合わせはAJ-Franceフランス留学まで。 sejour@france-ryugaku.com / 075-201-1530

Stages 
dans des fermes 

et vignobles 
biologiques

Off re
spéciale
読者限定特典

【フランスでの就労をお考えの方へ
　「コンペタンス・エ・タラン」をご存知ですか？】

　コンペタンス・エ・タラン（以下CCT）は能力や才能を持った人に発行
され、3年間有効の更新可能な滞在許可証です。CCT所持者は就労が
許可されており、あらゆる職業や活動に対応可能。「能力や才能を持った
人」の定義は、「フランスと日本の両国に持続的な発展をもたらす分野（
とりわけ経済、学術、科学、文化、人道、スポーツetc）で、自身の能力と才
能を活かした活動が可能である人物」とされています。
　フランスで就労する場合でも雇用者がフランスの労働基準監督署に
申請しなくても良いので、雇用者にとっても煩わしい手続きが必要ない
というのもCCTの魅力の一つでしょう。
　現地での自由度が高いため非常に人気があり、そのため厳しい審査
が行われます。5年ほど前のCCTビザ発行開始当初は比較的簡単にビ
ザを取得されていましたが、審査は年々厳しくなる傾向にあります。特に
料理人、パティシエの就労目的での応募者はとても多く、文字通りその
方の「能力・才能」が問われます。フランス料理やフランス菓子の場合、す
でに多くの有能なフランス人がいるため、わざわざ日本人を呼ぶメリッ

トがないからです。この分野では、特別な企画やプロジェクト等がない限
りCCT取得は難しいと言えるでしょう。
～CCT申請手続きについて～
 現地での計画を「計画書」として明確にまとめること、そしてその実現性
を示す書類の準備が重要です。また計画書の他に能力や才能を示す書類
（名誉ある賞の賞状や権威のある方の推薦状など、その方しかない能力
を示す資料）を提出する必要があり、客観的に評価できる経歴が必須で
す。ある意味就労ビザよりも取得が難しいと言えますが、海外で経験を
積み、未来への振り幅を広げるチャンスかもしれません。
　当社では数多くのCCTビザ申請サポートしてきました。他のビザに
比べ取得が難しい側面もありますが、無事ビザ取得をされフランスで
活躍中の方もたくさんいらっしゃいます。まずはカウンセリングを行い、
CCT取得の可能性について当社の見解をお伝え致します。その後ビザ
申請をされるかご検討いただく流れとなります。是非一度お気軽にお問
い合わせ下さいませ。（お問い合わせ先は９ページ下部参照）

フランス生活のプチカルネ N°9  

次回は『Profession Indépendant Libérale Visa（通称：フリーランスビザ）』のご紹介を致します！



今私が取得しようとしているディプロムは、ここフランスにしかない少し特別な制度で
す。職人を目指す人にはとても良い制度だと私は思います。例えば私は一年で12週間学
校に通い、残りの日はパティスリーでパティシエとして働いています。責任と技術、また学
校では違った基礎知識を学び学期終わりの試験に備えて課題に取り組みます。クラスは

12人で、それぞれ毎回違ったアイディアを
持ち込み、課題に取り組むので大変刺激的
な場所です。日本でも同じですがパティシエ
は労働時間が長く体力と集中力がいる仕事
なので疲れも溜まりやすいですが、みな試
験合格に向けて日々頑張っています。
パリに来て良かったことは、なんと言っても
色々な情報、アイディア、香り、建築、人が街
の至る所に溢れていること。私は時間が出
来た時は美術館に足を運ぶようにしていま
す。画家の線や色遣い、形等に刺激を受けお
菓子を作る時のアイディアの助けにもなり
ます。質の良いアウトプットは質の良いイン
プットからなるものだと思っているので、疲
れていてもなるべくパリにいるというこのチ
ャンスを無駄にしないためにも、パティスリ
ー巡りはもちろんのこと、日常からアンテナ
を張って出掛けるように心掛けています。
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Une expérience inoubliable !  フランスからのルポタージュ
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Interview d’un élève 生徒さんインタビュー

一流パティシエを目指し、再びフランスへ

●パティシエという職業との出会い●
私は父親の仕事の関係で幼少期を家族揃ってフランスで過ごし、その後一度
帰国しました。日本では将来就きたい仕事を考えた時、真っ先に浮かんでい
たのがパティシエでした。幼い頃からお菓子に囲まれて家族でよく食べたケ
ーキの味が私の中に残っていたからだと思います。
高校卒業後は東京で二年間お菓子の基礎を学ぶため専門学校に通いまし
た。卒業後は知り合いから勧められていた南仏のパティシエが経営している
学校に通うため、ビジタービザを取得し渡仏しました。その時南仏で過ごし
た約６か月の間に、私の中には様々な気持ちの変化が生まれました。その国、
土地でしか見ることのできないお菓子、食べたことのない味の組み合わせ、
色の取り入れ方、飾り一つにしても何もかもが日本とはやっぱり違うのだな
と大きな違いを目の当たりにし、フランスで今後もお菓子の勉強を続けたい
という思いが沸 と々生まれていました。

私とフランス語 - le français et moi - 
今回は５月からのパティシエ留学に向け、１月～４月の４ヶ月間に渡り「１ヶ月集中講座」を受講されたNAKANISHI 
Mikioさんに、AJ-France代表のJean-Jacquesがインタビューしました。

●なぜフランス語を学ぼうと思ったのですか？ 
フランスへ製菓の勉強をしに行くためです。そのためには、まずは言葉が
話せないと何も始まらないので。本格的に勉強を始めたのは今年の１月
からですが、その前は文法書を読んだり、テレビのフランス語講座を観た
りしていました。

今回はAJ-Franceの留学サービスを利用しパティシエ留学中のK.Mさんをご紹介。

宝石みたいな見た目の上、味もとても
独創的で勉強になります。紫蘇を使っ
たチョコもありました。
またブティックのショーウィンドウに
は彼の得意とするチョコレートの迫力
ある彫刻がいつも飾ってあります。
甘いものが苦手な方はショーウィン
ドウだけでも是非一度見てみてくださ
い。圧巻です。

●学校で学ぶようになり、何か変わりましたか？ 
やはり学校に来ると、学ぼうというモチベーションが上がります。一人だと
なかなか勉強しようという気にならないですね。
● AJ-Franceのレッスンは基本的に個人レッスンですが、どうですか？ 
グループレッスンだと、どうしても遠慮して自分の聞きたいことを思うよう
に聞けないですよね。でも、プライベートレッスンならテキストの内容につ
いて以外のことも、何でも聞けるところがいいです。僕はパティシエなんで
すが、例えば「フランス人は普段どんなものを食べてるの？」とかいうよう
なことも聞けますし。先生との距離がとても近いのもいいですね。フランス
語はとても難しい言葉だという印象があったのですが、どの先生もその不
安を取り除いて、自分にもできるという気にさせてくれます。
実は、こちらに来る前に他の語学スクールにも行ってみたのですが、料金
がとても高くて。AJ-Franceは初期費用も安く、とりあえず来てみたらレッ
スンなども良くて、こちらで続けることにしました。
●どのくらいのレベルを目指していますか？ 
いずれは、フランスのお菓子についての古い本なども読めるようになりた
いです。先輩パティシエたちがフランスの古い本を読んで勉強したりして
いる姿を見て、自分もいつかそういう本を理解できるようになり、古いお
菓子を再現してみたいと思っています。
●読みたい本というのは、例えばエスコフィエなどですか？エスコフィエと

言えば、現在の料理方法な
どを確立した人ですね。
そうです。エスコフィエの本はぜひ読みたい本のひとつです。本当にすごい人です
よね。他には、いろんなMOFが共同で出している本があるのですが、そういったも
のも読んでみたいです。実は今も読んでいる本があります。 Yann DUYTSCHEと
いうパティシエの本ですが、やはりまだ難しいです。
●帰国後は自分のお店を出される予定だとお聞きしていますが。
はい、そうです。自分のお店には、そういう古い本も飾ったりしたいと思っていま
す。もちろん飾りだけではなく、ちゃんと読んで勉強も。
●AJ-Franceの講師・スタッフ一同、NAKANISHIさんのご帰国、そしてお店のオー
プンを楽しみにしています。まずはフランスで思いっきり勉強して来てくださいね。
AJ-Franceの１ヶ月集中レッスンは１ヶ月で１年分のレッスンをする短期集中コースです！
詳しくはp.14をご覧頂くか、ecole@aj-france までお問い合わせください。

宝石みたいな見た目の上、味もとても

Kさんのお気に入り
    「フランスMOF

Patrick Rogerのチョコレート」

●再渡仏までの道のり●
ビジタービザでの滞在だったので一度日本に帰国し、今度は自分で学生ビザを取得し渡仏しようと
考え行動していたのですが、ここで様々な壁にぶち当たり一度はビザの却下もされてしまいました。
そんな時インターネットで見つけたAJ-FRANCE様に連絡をし、次の渡仏に向けての学生ビザのサ
ポートを全面的にサポートして頂きました。あの時はどうしていいかわからず、ただただフランスに戻
ってやりたかったお菓子の勉強が続けたいのに現実はそう簡単には事が運ばず、真っ暗なトンネルの
中から抜け出せないような不安で悲しい気持ちで一杯でした。それでも諦めずにAJ-FRANCE様とメ
ールでのやりとりや面談を重ね、新しい製菓学校や目標を見つけ学生ビザの取得に成功しました。い
つも親切に分かりやすくサポートしてくださったAJ-FRANCE様には本当に心から感謝しています。
こうして私が渡仏したのは2013年の6月でした。その後一年イッサンジョーのENSPという製菓学校
に通いディプロムを取得、学生ビザを延長し、現在はパリのEBPという学校で次のディプロムの取得
を目指し、14区のパティスリーで修行をしながら生活しています。
●パティシエ留学を考えている方へ●
私みたいに、お菓子の勉強がしたくてフランス留学を夢見ている人は他にも沢山いると思います。夢

のまま終わらせないでください。ビザ取得をはじめ様々な壁にぶつかる事が沢山あると思います。現地に行ってもそれは同じです。それ
でも諦めずに夢の実現に少しずつ近づいていってください。フランスはお菓子を学ぶには他のどこの国にもない最適な環境です。材料
や製法はもちろん、日本では目にしないお菓子や人との出逢いが沢山あります。もし少しでも行くことを悩んでいる人がいるのなら、６
か月でも一年でもいいのでまずはその足でフランスに行ってみてください。必ず学ぶものがあります。



Préparation :
1. 

2. 

A ne pas rater pour les gourmands !
ビオットのあるコートダジュールの料理に欠かせないもの。それは、たっ
ぷりの陽光の下で育ったおいしい野菜、オリーブ、ニンニク、ハーブそしてオ
リーブオイル。複雑な調理はしないのに、豊かな味で心も体も元気になる。

●ラタトゥイユ - Ratatouille
コートダジュールの料理と言えば真っ先に思い浮かぶであろうラタト
ゥイユ。ニースをはじめ、この地方の家庭の定番料理だ。タマネギ、ナス、
ズッキーニ、ピーマンなどの夏野菜をオリーブオイルとニンニクで炒めた
後、トマトとハーブを加えて煮る。肉料理やパスタに添えて食べることが
多い。
８月のお料理アトリエではラタトゥーユを作ります。（詳しくはp.13を）

●ピサラディエール - Pissaladière
ピザに似たニース料理で、ニース風サラダ、ソッカと並ぶニースの伝統料
理のひとつ。今ではニースに限らず、フランス南東部の広い地域で食べ
られている。アメ色に炒めたタマネギとオリーブ、アンチョビ、ニンニクを
厚めの生地にのせて焼く。

●ファルシ - Farcis
トマトやナス、ズッキーニ、ピーマンなどの野菜に肉を詰めて焼いたも
の。イタリア、スペイン、ギリシャ、トルコなどその他の国にも同じような
料理がある。日本の「ピーマンの肉詰め」なども同じ種類の料理と言える
だろう。

●ラビオリ - Ravioli
薄く伸ばした生地に、ひき肉や野菜を挟んで四角に切り分けたパスタの
一種。イタリア料理だが、地理上、イタリア文化の影響を多く受けている
この地方でも古くから食べられている。

●アイオリ - Aïoli
マヨネーズに似たソースだが、ニンニクの風味が利いていてオリーブオイ
ルをベースとしているのが特徴。野菜や魚などに添えて食べられるが、こ
のソースが添えられた料理もアイオリと呼ばれる。ちなみに、アイオリと
いう名前はプロヴァンス語のalh（ニンニク）とòli（油）から出来た言葉。
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Les personnalités liées à la Côte d’Azur
●Henri Matisse
Fauvisme（野獣派）を代表する画家。４０代後半の頃ニースに短期滞在した際、コート
ダジュールの魅力を知り、ニースへ移住した。晩
年内装を手がけたヴァンスのロザリオ礼拝堂
は「色彩の魔術師」とも呼ばれる彼の芸術の集
大成と言ってもいいだろう。またニース・シミエ
地区にあるマティスが晩年を過ごした邸宅は、
マティス美術館として公開されている。

●Jean Cocteau
詩人であり、小説家、劇作家、画家などジャンル
を越えて活躍した芸術家。晩年、パリの喧噪か
ら逃れコートダジュールにアトリエを構えた。イ
タリアとの国境の街マントンには彼の作品を収
めた美術館がある。また、彼が装飾を手がけた

マントン市庁舎の「婚礼の間」などもあり、コートダジュールの東端のこの街はコクトー
ファンの聖地と言っても過言でないかもしれない。

Ratatoille
夏野菜をたっぷり使ったコートダジュール地方の家庭料理。

暑い季節、夏バテ防止にもぴったりな一品。

Tailler les carottes en bâtonnets, 
les oignons en lamelles, et l’ail en 
éclats. 
Suer le tout sans coloration à l’hui-
le d’olive. Ajouter les poivrons en 
lanières. 

Transmettez vos sentiments les plus précieux 
avec de jolies fleurs préservées de qualité

可愛らしく、上品なプリザーブドフラワーとともに、
あなたの大切な気持ちも一緒にお届けいたします。

http://les-fees.net
〒441-1331 　愛知県新城市庭野字東萩野20

090-7858-1861 （ 10：00 ～ 18：00 ）　info@les-fees.net 
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Ingrédients :
◆ 5 courgettes  
◆ 2 aubergines  
◆ 3 à 5 carottes        
◆ 6 à 8 gousses d’ail
◆ huile d’olive
◆ 1 bouquet de thym, basilic

◆ 8 tomates
◆ 2 poivrons
◆ 4 oignons 
◆ sel et poivre  

Pendant ce temps sauter les courgettes à la poêle dans l’huile d’olive. Ne 
pas attendre que toutes les courgettes soient colorées. 
Ajouter les courgettes sur les légumes déjà sués ainsi que le bouquet de 
thym. 
Pendant ce temps éplucher et détailler les aubergines en dés ainsi que 
4 tomates. Les 4 autres tomates seront concassées (les monder au 
préalable). 
Sauter vivement à l’huile d’olive. Il est impératif de conserver les dès d’aubergines fermes, même si 
certains cubes sont encore crus. Ajouter les tomates en dés et les aubergines en dés. Et les tomates 
concassées (ou le concentré de tomates). 
Cuire la ratatouille à feu très doux pendant 30 mn environ en remuant de temps en temps.

3.

4. 

5.

6.

7.

ある日、僕はカフェのテラスで詩を書いていた。そこへ一人の女性が近づいてきて「iPhoneの使い方を教えてくれる？」と。「いいよ」と僕
は言って操作を教えた。すると「お礼に一杯ごちそうするわ。」と言って隣に座りながら話を始めた。「あなたの書いている詩を見せてくれ
る？」と女性が言うので、それを見せた。「この詩は星の王子様やアーレントが書いていたことに近いわね。」と。話をしてみるとその女性は
哲学専門でハンナ・アーレントとカミュを研究しているとのこと。僕はその２人の名前は聞いたことはあったけれど、どんなことを書いてい

たのか知らなかったが、興味があったので話を続けた。とても気があったので、
帰りがけに連絡先を交換してその場を別れ、その後も交流を続け僕らは友達に
なった。そして読んだ事のなかったアーレントとカミュに僕は興味を持つように
なった。「カフェ」は出会いで人を少し成長させてくれる場所でもある。

Un jour comme les autres à Paris 〜 パリひとこま劇場 〜

前原本光 (MOTOMITSU)
1977年浜松生まれ、パリ在住。パリのDJ集団CrackiのメンバーとしてDJを
行うほか、絵本作家としてスイス、イギリス、韓国の出版社より絵本を出版、ま
た音楽家・詩人として、オランダ、アメリカ、ポルトガルのレーベルより作品を
発表。アコーディオン奏者としての演奏活動、日本での期間限定カフェ、移動
書店を行うなど、国境やジャンルを超えて活躍中。
http://www.motomitsu.jp  http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/



Du haut de sa colline, le village de Biot règne sur un 
paysage bicolore : une nature sauvage d’un vert profond, 
et le bleu azur de la mer Méditerranée. Situé au cœur 
de la Côte d’Azur (entre Nice et Cannes), c’est un petit 
paradis typiquement provençal encore peu connu des 
touristes.
Ses petites ruelles médiévales vous donnent l’impression 
de remonter le temps.  En effet, de nombreux vestiges 
du passé demeurent encore : maisons-remparts, vieilles 
chapelles, anciennes portes ou mosaïques de galets. Son 
parc naturel, sa jolie rivière, ses terrasses de café et ses 
restaurants provençaux invitent à la fl ânerie.
Néanmoins, la ville est surtout connue pour son savoir 
faire en matière de production en céramique et en verre 
souffl é.  Il est ainsi possible de se rendre dans les nom-
breux ateliers de verrerie de Biot pour y observer les 
artisans à l’œuvre : en souffl ant dans une  longue canne 
creuse, ils travaillent du verre à très haute température. 
Résultat : des vases, chandeliers et bouteilles aux formes 
uniques, réalisés un à un par les « maîtres verriers ». 
Biot abrite aussi toute une communauté de créateurs 
variés au style à la fois traditionnel et moderne : bijou-
tiers, maroquiniers, sculpteurs ou peintres…  Certains 
ateliers sont ouverts au public, et il existe aussi quelques 
musées pour admirer les trésors artistiques du village.
D’ailleurs, saviez vous qu’un jardin japonais se cachait 
à Biot ?  Il dispose même d’une splendide collection de 
Bonsaï !  

Biot ビオット
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La Verrerie de Biot
1956年、Eloi Monodとその妻Luceにより開かれたガラス工房。この工
房で彼は、世界ではじめての特別な技術を生み出した。ガラスの層の間
に小さな気泡を閉じ込めるという技法だ。Verre bulléと呼ばれるこの
吹きガラスは、すぐに世界中から高い評価を受けるようになり、Biotはガ
ラス工芸の村として知られるようになる。
La Verrerie de Biotの工房は、予約なしで誰でも見学をすることがで
き、吹きガラスの体験も可能（有料）。また併設されているブティックに
は、かなりの種類のガラス製品が並ぶ。ひとつひとつ気泡の入り方が異
なり、どれも世界にひとつしか存在しない「一品もの」。Biotを訪れた思
い出に、あるいは大切な人への贈り物に、お気に入りのひとつを選ぶの
もまた楽しい。

　ニースから列車で約２０分、SNCFBiot 駅でバスに乗り換え１０分ほ
ど。アンティーブからならバスで約２０分。ニースを県庁所在地とするア
ルプ=マリティム県にある小さな村 Biot。その豊かな土壌のおかげで、
かつてはJarre（油などを入れる陶製の大きな瓶）の製造で栄え、Biotで
作られたJarreの多くはアンティーブやマルセイユの港から世界へ輸出
されていた。しかし次第にその産業は衰退、代わりにブドウ栽培や園芸
が盛んになり、２０世紀前半までは農業がこの村の主要産業となった。
その後、画家Fernand Légerがこの地で陶器の制作に没頭したり、
Eloi Monodがガラス工房を開くなど、芸術の村として知られるように
なった。
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AJ-Franceの受付に飾られているほんわりやさしい雰囲気の水彩画の
パリのイラスト。眺めていると何だか今すぐパリへ旅立ちたくなってし
まう、まるで「パリヘの招待状」。このイラストを描いているのはAnne
de Paris代表のAnne Kieferさん。

医師と教師の家庭に生まれ育った彼女。一見アートとは無縁そうに
思えるが、親・兄弟・姉妹と家族みな、音楽や絵画などが趣味という、
芸術に囲まれた幼少時代を過ごした。彼女のイラスト
の魅力も、そんな幼少時代の経験から来るものな
のだろう。

実はAnneさんは、アーティストとしての活動と同
時に、Tourisme de luxe(ラグジュアリーツーリ

ズム）の分野での活動もしている。パリを訪れる
日本人観光客に、他にはない「経験」の提案をして

いる。これまでに、有名シェフとの料理レッスンやア
ーティストのアトリエ訪問、オペラガルニエの（バックス

テージも含む）貸し切り見学ツアーなど、オリジナルで少し
贅沢な「経験」を企画して来た。もちろん、付帯するホテルやリムジンの手配もしている。

Anneさんと日本の出会いは約２０年前。以来、定期的に日本に来ている。そして、１９９３年から
６年間は大阪に住んでいた。日本では、ファッション関係の仕事やワインセラーの輸入、フランス
語教師など数多くの経験をした日本語を学んだのも大阪。そのため少しだけ関西弁も話せるの
だそう。

日本が大好きな彼女だが、中でもいちばんは京都の鴨川沿い。「とってもmignon
（ステキ）だから！」だそう。
ちなみにパリで好きなのはチュイルリー公園。特に春は、花や植
物、虫たちが目覚めてくる様子が感じられるから。他にも、
自宅からほど近いモンソー公園でジョギングをするの
も彼女のお気に入りのひとときだ。

様々な分野で活躍してきたキャリアの持ち主なが
ら、とても気さくなAnneさん。水彩画とラグジュ
アリーツーリズム、これからも両方の分野でます
ます私たちをワクワクさせてくれそうだ。

Anne de Paris
http://www.anne-de-paris.com/
http://www.anne-kiefer.com/
AnneさんのポストカードはAJ-Franceでもお取り扱い中。
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ボンジュール、フランス。
南仏コートダジュール、ニースとカンヌの間にある小さなガラス工芸の村Biot。一歩村に入ると、そこは私たちがイメージする
南仏の村の風景そのもの。村を散策して、地元の人たちに混ざってカフェでのんびりくつろいだ後は、職人の仕事を見学にガラ
ス工房をのぞいてみよう！

Entre son coeur historique, ses paysages fl euris et ses expositions artistiques, Biot ne manque pas de charme. Si-
tué au cœur de la Côte d’Azur, ce joli petit village surplombe la mer Méditerranée et abrite de nombreux ateliers 
de créateurs. Il est notamment réputé pour ses objets en verre ou en céramique, véritables œuvres d’art.

1947年創業のフランス
図書専門店。 教材、電子
辞書、書籍、雑誌、DVD、
文具、映画のチケットま
でを扱っています。

こちらでご紹介した学習ツールは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪

おすすめ！フランス語学習ツール

「コレは良い」と感じたフランス語学習に役立つツールをご紹介！
初級から上級の方まで、それぞれのレベルに応じて展開していますので、
ぜひ試してみて下さいね。テキストばかりとにらめっこしている方、フラン
ス語学習の切り口を変えて、楽しくフランス語習得しませんか？想像力
を働かせて読むと、とても面白いですよ♪

大人のための「夏休みのドリル」プチ・
ニコラヴァージョンです。地理や歴史、
算数に関するクイズのほかに本編の
挿絵、笑えるおまけコラムがところどこ
ろにはいっているとっても楽しいカイ
エです。真夏の太陽の下でプチ・ニコ
ラの世界へトリップしましょう。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格： 3,434円(内税)

en francais c’est plus sympa !

Le français, ce n’est pas uniquement cours, devoirs, gram-
maire et conjugaison. C’est aussi les voyages, le rêve et la 
gastronomie. Amusez-vous en lisant des livres, des contes 
ou des BDs, en regardant des fi lms ou encore en cuisinant 
et enrichissez votre vocabulaire français !!!

パリジャン、パリジェンヌの日常
の生活を切り取った一冊。パリの
アパート事情、パリジャンの恋愛
観、パリと雨の関係、メトロの様子
・・・フランスで活躍中の日本人イ
ラストレーター、カナコさんの挿
絵もキュート。これを読むと、ます
ますパリに行きたくなる！！

CAHIER DE VACANCES LE PETIT NICOLAS 
　　　　　POUR LES ADULTES

販売価格 ： 1,145円(内税)

LES PARISIENS (My Little Paris)

BIOT
ビオット

〒102-0071
東京都千代田区富士見2-3-4
TEL: 03-3262-7276（代)
E-Mail: info@omeisha.com
HP: www.omeisha.com

Biot　　　　　



«Il y a des fl eurs partout pour qui veut bien les voir.»
 花はどこにでもある。それを見たいと願う人にとっては。      
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LE JOURNAL

3 特集
芸術家が集う街、Biot
Reportage 「一流パティシエを目指し再びフランスへ」

Recette「ラタトゥイユ」
Un jour comme les autres à Paris
                            - パリひとこま劇場

フランス語教室案内 「DELF/DALFの傾向を知ろう」
　　　　　　　　　「フランス語で京都を案内しよう！」
イベント情報 「フランス人シェフの特別料理アトリエ」　

おすすめ！フランス語学習ツール

N°30 PARCE QUE
VOUS AIMEZ LA FRANCE

お申し込みは

SOMMAIRE

J’aime la France 「Au Bon Accueil シェフ 北村啓太」

留学案内 「おけいこ留学-カルトナージュ」
提携語学学校より Le Journal読者へのお得な留学特典

Rencontre 「Anne Kiefer」

 Interview d’un élève 私とフランス語 「NAKANISHI Mikio」

プチコラム 「香水の都グラース」
 編集スタッフのちょっと一息 pause café

 「Maître Glacier avec un choix de 94 parfums」

http://france-inet.com/

Découvrez l’esprit du Papier d’Arménie...

フランスの紙のお香
パピエダルメニ専門インターネットショップ
卸のご依頼も賜ります。

南仏ニースでファームステイ
 フランス生活のプチカルネ 「コンペタンスエタラン」
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                            - パリひとこま劇場
お申し込みは配布先募集中！

フリーペーパーをあなたのオフィス、お
店、学校、教室に配布・設置しませんか？
完全無料でお届けします！

ecole@aj-france.com
075-703-0115
AJ-Franceまで

Un Pastis off ert a tous les Francophones !

フリーペーパー「Le Journal」はプライベート
のフランス語レッスンとフランス留学サポート
および代行手続き、法定翻訳を運営する会社
が作成しています。このフリーペーパーがすべ
てのフランス好きの方へ届きますように・・・
【制作・発行】 株式会社AJ-FRANCE
〒603-8054　京都市北区上賀茂桜井町74-1
TEL： 075-703-0115
E-Mail： ecole@aj-france.com
【企画・構成・編集】　仙石 夕子
【留学記事担当】　　坂 眞理子
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 花はどこにでもある。それを見たいと願う人にとっては。     



【京都府】
●京都市
＜北区＞
CAVA ★
ネイルサロン北山アリューム ★
ロイヤルボディコンシャス ★
S-Beaut ★
L’ourson qui boiit ★
タージマハルエベレスト北山店 ★
L’AMi DU PAiN 北山店 ★
ネイルサロン ルアン ★
Café Eins(アインス) ★
ピッツェリアバールシンパティア ★
アンヌ・モネ 京都店 ★
ラ・ドログリー京都北山店 ★
Hair studio A.R.S
Happy Graphic Gallery
amelie
Alphabet
APA KABAR?
CIRCUS COFFEE
Charme kitayama
Tocoha
COM
OKIDOKI北山店
ROSE MARY
THE BURGER COMPANY
洋食屋パセリ
賀茂窯
さらさ西陣
京都ゴルフ倶楽部
京都産業大学
Belleピアノ教室
WORLD1 京都北山店
北山ランタン
Radio Bagel
小佐々歯科
La Porte du Ciel Bleu
大谷大学グローバルスクエア
左京区
京都府立大学
くみこアレルギークリニック ★
INOBUN 北山店
Evantail
La muse　　　　
太陽カフェ
Alsace
Ma cantine
Farafel garden
猫町カフェ
ガケ書房
恵文社一乗寺店
ノートルダム女子大学
京都造形芸術大学
細見美術館
ガーデンミュージアム比叡
パン工房RK
printz
よしだデンタルクリニック
LINDEN BAUM
Be-baba
la voiture
カフェ日杳
京都大学大学院文学研究科
（フランス語学フランス文学研究室）
montique
ヒネナハウタヒチアンダンススクール
＜中京区＞
osteria bastille ★
ビストロ ハル ★
ビストロボンモルソー ★
Mari Gold ★
うさぎのアトリエ 
ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★
風呂敷専門店 京都唐草屋 ★
comme chez michel
Café salon 烏丸店
beau bel belle
京都文具屋
Grenier d’or
bouchon
Chez Luc         

＜兵庫区＞
神戸アートヴィレッジセンター
ブラッセリー・ラルドワーズ
＜西区＞
兵庫県立大学
●明石市
モンテメールバレエ
●西宮市
Café du SOLEIL
●福知山市
petite clochette プティクロ
【北海道 】
●札幌市
石の蔵はやし
●函館市
学校法人 野又学園 函館自動車学校
【青森県 弘前市】 　
弘前大学フランス語部会
【宮城県 仙台市 】
東北大学
【東京都 】 
＜渋谷区＞
エスモード東京 (ファッションの学校) 
LeCordonBleu Japan Tokyo
＜新宿区＞
早稲田大学 フランス語フランス文学コース
LUGDUNUM Bouchon Lyonnais
＜千代田区＞
欧明社
＜世田谷区＞
Zanny
株式会社studio y
シェソア フランス菓子教室
＜目黒区＞
ベロボディア
インペリアル アーツバレエ目黒
ブーランジェリー　ロラソ               
＜中央区 ＞
エポーレ　カルチャースクール
＜港区＞
21コミュニティ
●小平市
プチミュゼ
●吉祥寺
アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校
●府中市
kiki driving school ★
●武蔵野市
亜細亜大学法学部上田研究室
【神奈川県 】
●横浜市
トラベルイノベーションジャパン
ブラッスリーアムール
●厚木市
Ivy Ballet
●川崎市
バレエ ノイ フューレ
●藤沢市
Cafe&bar CALLS
【新潟県　新潟市 】
夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス
プチデジュパン
【富山県　富山市 】
和田朝子舞踊研究所
【 福井県　福井市】
レストランジャルダン
【長野県】
●松本市
ビストロ・ブランシェ
●北佐久郡
ブラッスリー　シュエット 　　

●曽爾村
曽爾高原ファームガーデン
【滋賀県 】 
●大津市
mado cafe
株式会社プラネットリビングなぎさ
WARMS　
ブルーベリーフィールズ紀伊国屋
パン工房モグモグ
【大阪府】 
●大阪市
＜北区＞
テアトル梅田
スピリットヨガ
カフェ実身美
国立国際美術館
雑貨店カナリア
graf
JAMPOT
Guignol
デスティネ
＜淀川区＞
十三シアターセブン
＜西区＞
CHARKHA*チャルカ 
arc sept
エスモード大阪 (ファッションの学校)
AVALON
カフェモード
OMIYAGE
北堀江CHARBON
＜中央区＞
アロマカルチャースクール大阪 ★
プリデリグラフィックラボ
クレープリーアルション
CAFE BIGOUDENE
cafe and bar Sole de Mare 　
＜浪速区＞
cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨
＜阿倍野区＞
辻調グループフランス校事務局
＜港区＞
お茶と雑貨の店 ハaハaハa （ハハハ）
＜住吉区＞
大阪市立大学大学院
　（フランス語圏言語文化学研究室）
＜東淀川区＞
ケーキテラスカレン
●茨木市
salon de the JAMIN
Studio Ko*a
●高槻市
STERAカフェ
●富田林市
オレンジ カウンティＣafe
●豊中市
アエレカフェ
MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室
●東大阪市
icomadesign ＋ comacafe
●枚方市
La lumière douce
●箕面市
meeno
アンティークショップantique arles
ノイカフェ千里店
Cafe EZE
ポパンクールカフェ
●堺市
restaurant café ROUTE26
café et bar Que sera sera
●吹田市
café eden
【兵庫県】
●神戸市
＜灘区＞
神戸大学
国際コミュニケーションセンター
＜中央区＞
Café de paris
ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
TRITON CAFE 北野店
BISTRO POISSON-ROUGE
神戸焼菓子処　ぱ・ど・どぅ
Dona Dona
BRASSERIE L’OBABON

mechant Loup    
kolme kyoto
Café kosci
A table
チャコット 京都店 
Café independant  
ラジオカフェ株式会社 
京都芸術センター
有限会社クラフトボックス
フレンチキュイジーヌ　ティアレ
和雑貨 鈴木松風堂
シナモ
Coff ee&Pancakesサラサ押小路
さらさ3 
さらさ花遊小路
椿姫（町家サロン）
Taiwa 京都調理師学校
料理教室 アンパルフェ
新風館
chocolat
石川工業 
  -手作りお菓子 道具・食材の店
Cafe de Naiki
雨林舎
レティシア書房
＜下京区＞
INOBUN 四条本店
a peu pres
Café marble
aux bacchanales
raisin
efi sh
petit japonais
brasserie Cafe Onze
京都シネマ
プチロール
PYLONES 烏丸 
Cafe Bar 高円（TaKaMaDo)
nao炬乃座
カフェトラベラーズハイ
LA BARAKA
フレンチ食堂 nico
Crêperie Oruhakoshito Café
＜上京区＞
Café Frosch
Bon Bon Cafe
アクエリエル京都 ★
同志社大学今出川キャンパス
Cafe1001
1.2.3 Un.Deux.Trois
cofuq’ue
＜南区＞
みなみ会館  
<西京区>
雑貨店おやつ
京都市立芸術大学
＜東山区＞
Le pique-assiette
cafe Green
<伏見区>
くいな橋しばたデンタルクリニック
Tea&Life
●京田辺市
同志社女子大学
●京丹後市
(有)丹後ジャージー牧場ミルク
工房 そら
●木津川市
ヨシキデンタルクリニック
●京丹波町
Dans La Foret
●八幡市
Cafe et dessert Gorille
【奈良県】
●奈良市
Mardi Mardi
絵本とコーヒーのパビリオン
和モダンキッチン Nico Style
●生駒市
ケリノスギャラリーカフェ
リンカネ ★
●明日香村
コッコロカフェ 

LE JOURNAL 配布リスト ●東御市
アトリエ・ド・フロマージュ
【山梨県　甲府市】
DOux CAFE
【静岡県】
●静岡市
Grenoble
●浜松市
Viloet
【愛知県】
●名古屋市
<中区＞
猿cafe 栄店
salon & D＋design associates
SEANT
名古屋コミュニケーションアート専門学校
pâtisserie AZUR
PEU・CONNU
Vin nature Mazenta
ワールドバリュー・ツアーズ
＜千種区＞
覚王山のチーズ屋さん メルクル
kususu
名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室 
fi ka.
Book Gallery トムの庭
Mirabelle
metsä
Le Plaisir du pain
roomoon
<瑞穂区＞
名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
<緑区>
わいん商アン・ベロ
●長久手市
愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻
●豊田市
愛知工業大学 基礎教育センター
●新城市
アトリエ　レ・フェ
【岐阜県　関市 】
ワインショップアミ
【三重県】
●四日市市
HOLY HOUSE STUDIO&CAFE
●津市
青山高原カントリークラブ
【岡山県　岡山市 】
山陽学園大学
岡山大学文学部フランス語教室 
【広島県 】
●福山市
福山大学　学務部国際交流課              
●東広島市
広島大学　総合科学部
【徳島県　徳島市 】
原田ゆりえバレエ研究所
【福岡県　北九州市 】
フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU
【熊本県 】
ビストロ・シェケン
CHOCOLaT Cafe Bistrot
【大分県　日田市 】
日田リベルテ（映画館）
【宮崎県　宮崎市 】
宮崎大学　教育文化学部
【鹿児島県　鹿児島市 】
鹿児島大学法文学部
【沖縄県　那覇市 】
decco

敬称略・順不同　★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

フリーペーパーをあなたのお店、学校などで
配布・設置しませんか？完全無料でお届けします！

[ouvert]
月～土：10h-21h
日：10h～17h
祝日開校
不定休校あり
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PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

  フランス留学・フランス語教室 AJ-Franceがお届けする無料のフランス情報誌

■特集 Biot！ & 南仏でファームステイ
■新アトリエ - フランス語で京都を案内しよう！  
■レシピ・ア・ラ・モード “Ratatouille”

¥0
gratuit!

ボンジュール、フランス。
芸術家が集う街、ビオット

Biot,
la ville des métiers d’art

◆京都市営地下鉄烏丸線北山駅
4番出口より徒歩5分
◆無料駐車場あり

フランス留学サポート
☎: 075-201-1530
HP: france-ryugaku.com
Mail: sejour@aj-france.com
facebook.com/France.ryugaku

株式会社AJ-France
〒603-8054 
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

フランス語教室
☎: 075-703-0115
HP: www.aj-france.com
Mail: ecole@aj-france.com
facebook.com/AJFrance
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