
AJ-Journal 配布リスト

配布先募集中！

AJJをあなたのオフィス、お店、
学校、教室にて配布・設置しませ
んか？完全無料でお届けします

お気軽にお申し込みください！    
　ecole@aj-france.com
　　 075-703-0115  

お申し込みは

◯京都府

   敬称略・順不同
★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

北区　　 Café salon 北山店 ★
         　CAVA ★
            Vapeur ★
　　　   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 ★
            Les amoureuses ★
            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?
         　Café barbatica
            CIRCUS COFFEE
　　　　Charme kitayama
            Noinah
            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
左京区　 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
中京区　 osteria bastille ★
         　Paris bis ★
         　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
　　　　Grenier d’or
         　bouchon
            Chez Luc
            CAFE PULPO
         　mechant Loup
            kolme kyoto
         　Café kosci
         　A table
              
         

中京区　  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 
　　　　サラサPausa麩屋町
            さらさ花遊小路
         　椿姫（町家サロン）
　     　 マユミデンタルクリニック
　　　　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
　　　　 京都町家かりんとうあめんぼ堂 2号店

下京区　 INOBUN 四条本店
　　　　a peu pres
         　Café marble
         　aux bacchanales
         　Café independant
         　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
上京区　 Café Frosch
         　Bon Bon Cafe
　　　　le vieux logis ★
　　　　アクエリエル京都 ★
　　　　同志社大学今出川キャンパス
         　Cafe1001
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
伏見区　 くいな橋しばたデンタルクリニック
            Tea&Life
　　　　都大路タクシー
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

◯東京都

名古屋市  Mirabelle
             salon & D＋design associates
長久手市  愛知県立大学フランス学科
岡崎市 　 アートバレエ　岡崎スタジオ　オフィス  

◯愛知県

◯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

◯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 　

◯大阪府
茨木市　  salon de the JAMIN
             Studio Ko*a
高槻市　  STERAカフェ
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
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)
               ANDS
             カフェモード
中央区　  アロマカルチャースクール大阪 ★
　　　    Ena Beauty　
　　　   　  ヒーリストサロン・ドゥ・リール
　　　　 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
             パーティーランドなんば店
             cafe and bar Sole de Mare 　
浪速区　  cache cache
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）
富田林市  オレンジ カウンティＣafe
豊中市      アエレカフェ
東大阪市   icomadesign ＋ comacafe
箕面市　   meeno
             アンティークショップantique arles
             ノイカフェ千里店
             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

渋谷区     エスモード東京(ファッションの学校) 　
             LeCordonBleu Japan Tokyo
千代田区  欧明社
世田谷区  Zanny
             株式会社studio y
目黒区      ベロボディア インペリアル アーツ バレエ目黒               
中央区      エポーレ　カルチャースクール
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 ★
　　

◯福岡県
北九州市　フラワーサロン・SCHOOL
                        SUKUSUKU co.,ltd.

◯大分県
日田市　  日田リベルテ（映画館）

発行元：株式会社AJ-FRANCE

メンバーズカードパートナー店募集中！

稲地（いなち）まで

■ フランス留学体験記＆お花留学のすすめ
■ Nouveau!! DELF A1に受かろう！講座 

■  京都とフランスをつなぐ “Taxi Gourmand”
■ 2013年1月～3月フランスのイベント・お祭り情報

  Photo par Yuko SENGOKU

京都市内・関西圏は
もちろんフランスにも
パートナー店が沢山！
当社サイトと教室内閲覧
ファイルにて、
パートナー店様をご紹介
いたします。

◯沖縄県
那覇市　 decco

◯兵庫県
神戸市
中央区　 Café de paris
　　      SUBARU 
            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
兵庫区　 神戸アードヴィレッジセンター
西区　　兵庫県立大学
明石市    モンテメールバレエ
西宮市    FioreBalletStudio

◯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
 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

◯三重県
四日市市   HOLY HOUSE STUDIO&CAFE 
いなべ市   北欧おうちカフェ ｔｉｎä*ｔｉｎä
津市　　　青山高原カントリークラブ
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  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

川崎市     バレエ ノイ フューレ
厚木市     Ivy Ballet
名古屋市  salon & D＋design associates

◯神奈川県

◯熊本県
熊本市　  佐藤恭子バレエ教室

◯富山県
富山市     和田朝子舞踊研究所

◯徳島県
徳島市     原田ゆりえバレエ研究所

Gratuit - 無料

 ご協力店舗のご紹介

CAVA （カーヴァ）様 
賀茂川沿いにあるカフェレストラン。 四季折々の賀茂
川の景色を眺めながら、 旬のオーガニックの野菜を使
った美味しいパスタやピザが楽しめます。
京都市北区上賀茂菖蒲園町８７-３ サンハイツ1F
TEL 075-702-0510

ピッツェリア バール シンパティア様 
ナポリピッツァと南イタリア郷土料理のレストラン。
ピザ職人が一枚一枚手で延ばし、高温の石窯で焼き
あげたピザは絶品☆どれも家庭的で素朴な味わい。
京都市北区上賀茂桜井町77 ノースウェーブ北山
TEL 075-722-8453
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Mademoiselle MATANO Natsumi
留学先 ： ディジョン
期間 ： 2012年5月～
合計留学費用 ： 約120万円
滞在 ： ホームステイ、 アパルトマン
学校： Alliance Francaise de Bourgogne 
アクティビティ： ワインプログラム全8回

今回は、留学サポートを利用され、AJフランス語
教室の生徒さんでもあるMatanoさんからの現地
リポートです！ワーキングホリデービザで語学学
校に通った後、レストランで働いたり、多くの町を
訪れたりと、アクティブなフランス生活を楽しんで
いらっしゃいます。
           
     　学校は7月の1カ月間ですが、働く所を決めていなかったので就職

活動と、小旅行も兼ねて早めに行きました。お菓子の勉強で渡仏しま
したが、ワインも好きなのでこの機会に触れようと思い、語学とワイン
のプログラムのあるAlliance Francaise de Bourgogneに行きまし
た。学校は少人数制なので、発言する機会が多く質問もしやすいです
が、私には授業のペースが速く、理解しにくいことが多々ありました。そ
の都度先生に聞いていました。それが出来るのも少人数だかからこそ
だと思います。 クラスメイトとは一緒に料理しながらワインを飲んだ
り、ピクニックをしてディジョンを楽しみました。
　ワインのプログラムでは、ワインに興味のある日本人、韓国人が同
じクラスでした。授業ではドメーヌの息子さんが先生で、ブドウの栽培
からワインを作るまでの工程を教わりました。時にはドメーヌを訪問
し、畑の様子、ブドウの成長具合、もちろん試飲もあり有意義な時間を
過ごしました。
　滞在方法はアパルトマンや寮もありますが、私はフランス人家庭で
のホームステイにしました。身振り手振りでなんとか会話？をしなが
ら、一緒に料理や買い物をし文化のちがいを見つけるのは楽しかった
です。革命記念日には田舎に一族が集合し食事をしたり、近くの川で
釣りをしたり、いつもの生活とはまた違った時間を過ごし、夜は盛大な
花火が打ち上げられ町全体が賑やかです。
　ステイ先のお宅には娘さんがいらして、バカンスで帰省しており、賑
やかな食卓でした。「寿司作って!!」とのリクエストがあり、なんとかカリ

 

上：ステイ先の家族と庭で食事　 下：ディジョンの町並み

左上 ： ドメーヌのワイン樽　右上 ： 収穫したブドウ

右下 ： vendanges（ブドウの収穫）での様子

フォルニアロールっぽいものと肉じゃがを作りました。巻き寿司も気
に入ってもらえましたが、肉じゃがの方が好評で、作り方を書いて!!と
言われたり、後日もう一度作ってと言われ、甘辛い感じが気に入った
ようです。
　つたないフランス語と辞書を使いながらなんとか意思を伝えなが
ら一人で散策することもありました。とあるバーでワインを飲みなが
ら話していると、ドメーヌの娘さんらしく、フランスにまだいるなら
vendanges（ブドウの収穫）おいでよ!!と誘ってくれ、この機会に参加
することにしました。
　取り合えず分からないなりにも飛び込んでみるのも大事だなと思い
ます。何事も経験ということで、これからもいろんな事にチャレンジし
ようと考えています。飲食業界の就職先はすぐに見つかるといわれま
すが、なかなか返事が返ってこなかったりと待つ時間もかかるので、も
う少し準備していけば良かったとも思います。モチベーションレターの
存在を知らず事前に準備していかなかったので、日本にいる間に準備
されることをお勧めします。 
　また、ディジョンはマスタードやワイン、カシスなど名産がたくさん
ある土地で、町自体も活気があります。有名なドメーヌへもバスで行
く事ができるので、特にワインが好きな方には有意義な滞在ができる
のではないでしょうか。

            
    京都のパン屋さん　ボンボランテ-bonne volonte-

ボンボランテ-bonne volonte-
京都市上京区河原町通
荒神口下ル上生洲町229-1
075-213-7555
営業時間：11時～20時
定休日：日・月、8月
京阪「神宮丸太町」出入口1より
徒歩約10分

上：対面式のショーケースには、たくさんの
種類のパンが並びます。
中右： ニコちゃんマークのクリームパン
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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。
〒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

こちらは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪

【HP】http://www.omeisha.com

アシスタントおすすめ！フランス語学習ツール

ーズとラデュレ・シュクレです！日頃思いつかない
単語やフレーズに沢山出会うので、辞書を駆使し
てボキャブラリーを増やしましょう！
日本人に馴染みのあるタイトルですし、全ての意
味を理解しなくても大丈夫！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？

　イギリスの作家J・K・ローリングによる児童文学、ファ
ンタジー物語。 世界各国で刊行されており、合計4億部
（うち第1作が1億部）のベストセラーとなっている。シリ
ーズは第7作。原作が映画化され、テーマパークが開園
されたりと、シリーズは完結しましたが、人気は未だな
お、衰えることを知らない大人気の小説。
【あらすじ】ハリー・ポッター意地悪な従兄にいじめられ
ながら11歳の誕生日を迎えようとしたとき、ホグワーツ
魔法学校からの入学許可証が届き、自分が魔法使いだ
と知り・・・

欧明社 -OMEISHA-

販売価格 ：5,019円(内税)

左下 ： ワインラベルはこうやって作ります

ラデュレのお菓子のレシピ100種類☆宝石箱
のような美しい本。 ラデュレのシェフ・パティ
シエのフィリップ・アンドリゥが、パン・ペルデ
ュやチェリーのクラフティといったフレンチ・
クラシックのレシピを始め、 マカロンやタル
トなどラデュレで食べられるお菓子のレシピ
を家庭用にアレンジしている。側面が金色の
この本を眺めているだけでもフランスの世界
に浸れること間違いなしの一冊だ。

　　　AJの生徒Hさんのおすすめするパン屋さん、ボンボランテさんは京都御
所の東側、府立医大病院のすぐ南にあります。 お店に入ってすぐ左にある大き
な薪釜で全てのパンを焼かれています。 釜で焼くと、火の通りがオーブンとは
違い、外はパリッ中はふんわり仕上がるのだとか。京都東山の「イル・パッパラ
ルド」さんを経て、2001年7月にオープンされました。オーナーの井上さんは
「私は次の日用にパンを買うことが多かったので、遅くまで開いているパン屋
さんをしたい」と考え、仕事帰りのお客さんも多く通われます。「灰さしあげ
ます」の小さな張り紙に、井上さんの優しさが伺える、心がほんわりするお
店です。購入したパンを持って御所や鴨川でピクニックするのもいいですね！

～ ハリー・ポッター シリーズ ～  Harry Potter

～ Ladurée Sucré ～ ラデュレ・シュクレ
シリーズによって価格に変動がございます。

AJ-Franceのスタ
ッフが「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！今回は、
ハリーポッターシリ

↑ 邦題 : ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団

【又野さんの留学費用の内訳】　　　合計留学費用：約120万円　　　
学校＋ホームステイ：約16万円　　　　　　　 現地生活費：約10万円/月
アパルトマン契約金（2人でシェア）：12万円　　その他（航空券、海外旅行保険）：30万円
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京都グルメタクシー 都大路タクシー所属
〒602-8395 
京都府京都市伏見区三栖半町475
TEL : 代表075-621-5060
HP : http://www.zms.or.jp/~salut/kyoto-
gourmet.html
MAIL : salut@zmｓ.or.jp
受付時間 ： 9時～16時

　今回は、 京都を始めさまざまな場所を駆け巡っていらっしゃるタクシー運転手、岩間孝志さんにお話を伺い
ました。岩間さんは「京都グルメタクシー」として、お客様のご希望に合わせてあちこちに点在する「美味しいお
店」へ案内するスペシャリスト。フランスでの留学経験がある、元フランス料理人の彼ならではの視点からサー
ビスするオリジナルの貸し切りタクシーです。AJ-Franceの代表ジャンジャックとの対談が実現しました！

↑これまで実際に行ったお店は2000件を超えるとか。メディア
に頼らず、情報が入ったら必ずご自身で食べてみる、という徹底
ぶり。岩間さんが長年培っているオリジナルのリスト帳です。

↑京都といえばご存知ゆるキャラのたわわちゃんと。
岩間さんはいろんな場所へアテンドしてくださいます。

↓ 下左： 赤丸印の「都大路」がトレードマークです。

↑上右 : 岩間さんとジャンジャック。フランスの料理学
校業界のお話など、とても楽しい対談ができました。

観光貸切
1時間あたり3320円、 お迎え時間応相談。
迎車料金、観光料金など余分な料金は不要。運転手の
お食事代やチップ等不要なのでお気軽にどうぞ！

【岩間孝志さん（以下岩）】 とにかくとにかく食べる事が好きなんです。
ただ、 料理を作るより食べる方が向いていると思いました。それに車の
運転も好きなので、「とりあえず」な気持ちで始めたら楽しくて！自分で
言うのも変ですが天職だと感じています！ちなみに育児も仕事も楽
しんでいます！
【ジャンジャック（以下J）】 私と同じですね。私も育児が楽しいです！
元フランス料理人と聞いていますが、フランスに行っていたのですか。
【岩】 そうなんです、大学を途中でリタイアした後に、調理師専門学校
へ入学したんです。それで、研修を兼ねてフランスへ1年程行ったので
すが、その時にグルメに目覚めてしまいました～。あの頃は良い時代
でしたね！料理の学校に通う人も多かったですし。
【J】 90年代と今とは、フランス料理学校事情も大きく変わりましたよ
ね。今はもっと専門性が高くなりましたから。
【イ】 そうですね、それもあって日本の、京都のもっと美味しいものを
発見したくて日々食べ歩いて追求しています。

タクシー運転手になった理由 グルメタクシーの1日

↑オレンジ色がキュートな相棒のタクシーと岩間さん。
車庫でパチリ。車体もピカピカに磨き上げられています。

↓ 下右： 本社には「子育てタクシー」サービスありま
す。忙しいママへ、お子様だけの乗車でも責任を持って
目的地まで送って下さいます。チャイルドシートも完備。
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お問い合わせはAJ-France 坂(さか)まで
tel : 075-201-1530
email : sejour@france-ryugaku.com
HP: http://france-ryugaku.com

留学サポートセンターAJ-Franceのサポート

※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
※その他、住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等のサポートあり

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 専門学校トータルプラン（3ヶ月以上）
★ 語学学校トータルプラン（3ヶ月未満）
★ アパート手配サポート
★ レジデンス手配サポート

¥10,000～
¥30,000～
¥120,000～
¥30,000～
¥35,000～
¥40,000～

＊お料理・バレエ・アートのレッスン等もございます。
少しでも興味があれば、まずは弊社までご相談を！「初回カウンセリング」1回無料です。
遠方にお住まいの方はお電話やスカイプでもカウンセリング可。
（カウンセリングは予約制ですので、お電話もしくは弊社のホームページからカウンセリングの
ご希望日時をお知らせ下さい。）
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、フランスに行きましょう！

京都グルメタクシー アルシェの
美食的観光乗務員　岩間さん

【短期留学】（1週間～）
フランスのお花屋さんでスタージュとして就労体験をしたり、学校でフラワーアレンジメントの基礎を学ぶことができます
（1週間～）。長期で学校・仕事の休みが取れるなら、海外旅行だけでは味わえないことを体験してみては！？ホームステ
イをしながらお花の教室に通い、残りの時間は観光に使うといったプランをご用意。フランス語初心者OK。フランス語授
業とスタージュを組み合わせることもできます☆ 
【長期留学】（3ヶ月～）
フランスにはCAPやBPと呼ばれる国家資格があります。お花の学校にもCAP/BP取得コースがあり、将来お花の業界
でプロになることをお考えの方や、花屋を開きたいとお考えの方にお勧めです。フランス語やお花の勉強をしたことが
ない方でもOK☆「全て初めて」から「手に職」をつけましょう。 

AJ-France留学サポートセンターでは、フランスへの短期留学・長期留学など、お好みでプランをご提案致します！
　　　　　　　　　　　

【PIVERDIE】 ピヴェルディ

お花の留学「プチスタージュプラン（1週間～）」「プロ育成（国家資格CAP取得）コース（3ヶ月～）」etc...

【Tours Langues】 トゥール・ラング

FLEURIST 
フランスでお花のレッスン受けてみませんか？ 
1週間～フランスのお花屋さんでスタージュ

フランス語学習＋プロ育成（国家資格）コースetc...

写真提供: 　専門学校Piverdieで
お花のレッスンを受講されたOさん

【プログレッシフ・トレーニング研修】
基礎からしっかりと学び、総合的な能力を身に付けることを目的と
し、修了時に職業能力資格証が発行されます。
● 料金は4段階全てで約4900ユーロ（材料費込み）
● 期間：16日間～　　　  ● ほぼ毎月頭に入校可能

【３ヶ月集中・プロ養成コース】
１ヶ月間：フラワーデザインとアレンジメントのテクニックを学びま
す。短期ですが、初心者から初めても帰国後お店を開けるくらいの
レベルの技術を身につける方もいます！
２ヶ月間：花屋での研修を理解する為の一般フランス語レッスン
● 料金：7500ユーロ
● 申込条件：フランス語A2レベル相当以上の方対象

※こちらの料金はすべて2012年のものです。

トゥール・ラングは「フランスの庭」と称されるほど奇麗な景色の広が
るトゥールにあります。トゥールは、訛りのない奇麗なフランス語を話
す地方としても有名。一般フランス語レッスンの他、専門分野や試験
対策レッスンなどがあります。 世界遺産などの観光名所が多く、授業
の後のアクティビティも豊富。学校紹介にてホームステイもできます。

ピヴェルディはフラワーアレンジメント専門の学校で、初心者から
プロまで対応しており、短期から2年の長期コースなどがあります。 
点在する古城で有名なロワール地方の、アンジェというパリから
TGVで約１時間半の街にあります。実際に花屋での研修があるコー
スもあり、本格的に学ばれるには最適の学校です。あなたが現在初
心者で、将来プロとして花屋をオープンしたい！教室を開きたいと
夢がある場合、【プログレッシフ・トレーニング研修（初心者対応）】→
【Devenir Fleuristeコース】の流れでの受講がおすすめです。

【留学におけるビザ申請サポート】　　3ヶ月以上の長期留学となると、ビザ申請など自分でするにはややこしく面倒なことばかり。学校登録、
住居手配、ビザ申請サポート等、お客様の留学を留学計画～渡仏時～留学終了後までサポートいたします！

【CAP(フランス国家資格)取得準備講座】
フランスで就職する際にとても重要視されるフランス政府認定ディ
プロム(国家資格)取得を目指す方の為の対策準備講座。
フランス語集中研修＋お花の専門学校での技術研修＋スタージュ
での実践研修が含まれます。
（9ヶ月のフランス語研修＋490時
間の技術研修＋315時間の花屋
でのスタージュ＋試験対策）
● 料金：約19800ユーロ
● 申込条件：どなたでも
（フランス語初心者の方でも可）

数あるお花の専門学校の中から厳選した2校をご紹介！経験抱負なスタッフがあなたの夢をサポートします。

【Devenir Fleuristeコース】（プロ育成コース）
お花の勉強だけでなく、将来開業できるよう、商業的・法的側面か
らも学びます。CAP取得準備対策あり。CAPを取得した後、一つ上
のレベルのBP取得準備コースも受講可。将来お店を開業したい
方、教室を持ちたい方にぴったりのコースです！
● 料金：約3400ユーロ　 ● 期間：30週間（873時間）
※その内6週間は企業研修／入校時期は年4回
● 授業内容：生花業の準備作業全般、色彩調和、ブーケ、古典及び
現代アレンジメント、葬儀用生花、結婚式用生花、ドライフラワーと
造花の装飾技術、包装技術、デッサンと水彩画

【J】 「グルメタクシー」はどんな人の利用が多いのですか。
【岩】 女性3～4人のグループやご夫婦、家族が多いですね。みなさん
のリクエストを予め伺って当日アテンドするのですが、お客様にお会
いしてから追加でプランニングする事もしょっちゅうですよ。やはり実
際お会いしてみないとお客様の好みやタイプなど色々ありますから！
これからの夢

【J】 いつかはフランス語で案内できると良いですね！
【岩】 そうなんです。「いつか」そうしたいですね！食はとても大切だと
考えてまして、お寺とお店を紹介させていただく気持ちは同じです。「元
料理人」ならではの、その世界に身を置いた経験があるからこそ観える
ものがあるんです。それが料理界のバックアップにもなれれば嬉しいで
す。いつか京都の食が今よりもさらに世界的に有名になるように「京野
菜フレンチ」など、京都らしいものを応援していきたいのが夢ですね。

フランスと京都をつなぐ 【JJの対談シリーズ】



フランス2013年1月～3月 イベント・お祭りカレンダー

 1レッスン45分
1ヶ月2回：¥5000
＊入会金 別途必要

L’Atelier pour les enfants ちびっこアトリエ

沢山の文化に触れよう！小さい頃から語学に接することで将来の可能性がさらに広
がります。楽しく遊びながらフランス語を習得しましょう♪１ヶ月間同じ内容でレッス
ンを行い、月ごとにレッスン内容が変わります。カルタや遊びを取り入れて、アルファ
ベットや数字を少しずつ学びます。今月の歌、物の名前(動物、食
べ物、人など）、お絵描き等も。フランス人講師が担当します。

料理が大好きなジャンジャックさんと楽しくレッスンしませんか♪？
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費用：¥3500（材料費込み）
　　　生徒登録されていない方は¥3,800
場所：AJ-France　時間：14h-17h
　　　レッスンの2日前までにお申し込み下さい。
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プチコラム

こりす組（2歳～小学校入学前）　土曜日 10h00-10h45
こぐま組（小学校低学年）　　　  金曜日 17h00-17h45

アトリエ文法アラカルト
AJ-Franceの「文法アラカルト」は、文法をテーマ別に勉強する復習用アトリエです。
月単位で申し込めるので、学びたい文法を選んで受講いただけます！
苦手な文法、はっきりしない文法をすっきり解決しましょう♪ 
全アトリエに参加すると、2013年の最後には充実感いっぱいになりますよ♪

開講日 : 毎月第3月曜日 15時から17時
祝日の場合は翌週または翌々週
定員 ： ３名様～
料金 ： 4000円　

～ le grammaire à la carte ～

2013年料理レッスンスケジュール

　感謝祭、復活祭、謝肉祭、イースター・・・フランスには伝統的なお祭りを始め、さまざまなイベントが年中どこかで開催されています。
フランスの最大のお祭りはなんと言っても革命記念日！テレビ中継はもちろん、パリのパレードを始めパレードやら催しが目白押しで
すよね。フランスのイベントやお祭りをチェックしてみましょう！
　え！？こんなお祭りあるの！？とびっくりしちゃうお祭りもあるんですよ☆内容は地方によってさまざま。タイミングが合えば、旅行の
ついでに観光するも良し！行ったつもりになるも良し！2013年もより楽しい1年を送りましょう♪

教室の受講生以外の方々も大歓迎！
文法のどうして？を解決しましょう。

◯1月 複合過去 passé composé

◯2月 半過去 imparfait

◯3月 大過去 plus-que-parfait

◯4月 代名詞 pronom

◯5月 受身形 passif

◯6月 命令形 impératif

◯7月 比較級・最上級 Comparatif et superlatif

◯8月 未来形 future

◯9月 間接話法 discours indirect

◯10月 条件法 condition

◯11月 接続法 subjonctif

◯12月 リクエストにお応えします！

複合過去とは？半過去との違い、 être、avoirどちら？...etc

状況説明、思い出、昔の習慣、期間、仮定法、間接話法...etc

小説などによく出てきます

置き換える時に便利ですよ　【 y、 en、le 】

êtreを使ってつくります

「～しろ」「～しよう」「～してください」の用法を学びます

plus～、moins～、aussi～／le plus、le moins...etc

未来形：単純未来、前未来、近接未来、devoir...etc

ある人が言ったことばを誰かに伝えるときの用法です

「ある条件のもとで起こりうる出来事」として表現します

Il faut que... Je ne crois pas que... etc

3名様以上でオーダーメイドも賜ります！お気軽にご参加下さい☆

※上のリストは2012年の実績です。

1月 Janvier
■ 国際アニメ祭 Festival International de la Bande Dessinée 
　à アングレーム Angoulême （ポワトゥー・シャラント地方）
　　　http://www.bdangouleme.com
■ サン・ヴァンサン・トゥールナント・ワイン祭
Saint-Vincent Tournante
　à ディジョン Dijon／ニュイ・サン・ジョルジュ　Nuits-Saint-
Georges／ボーヌ Beaune （ブルゴーニュ地方）
 　　　http://www.st-vincent-tournante.fr/
■ アメリカグランプリ Grand Prix d’Amérique （競馬）　
　à パリ Paris (ヴァンセンヌ競馬場）
　　　　http://www.prix-amerique.com/en/index.html

2月 Février
■ ラ・フォル・ジュルネ La Folle Journée（音楽フェスティバル）
　à ナント Nantes（ロワール・アトランティック地方） 
「クラシック音楽をより身近なものにするため、できるだけ多
くの人にクラシック音楽を聞いてほしい」というコンセプトから
始まったクラシック音楽の大祭典。1コンサート約50分、料金も
20ユーロ前後で、期間中に約300ものコンサートが行われる。
　　　http://www.follejournee.fr/index.php?lang=en
■ ミモザ祭　Fête du mimosa
　à マンドリュー・ラ・ナプール　Mandelieu-la-Napoule (コー
ト・ダジュール地方） 
パレードのほかマルシェや展示会なども開催。パレードは有料。
　　　http://www.ot-mandelieu.fr/
■ ミモザ祭　Corso Fleuri
　 à ボルム・レ・ミモザ　Bormes-les-Mimosa (プロヴァンス
地方）
パレードは14:30から。16:30からは花合戦。
　　　http://www.bormeslesmimosas.com/ 
■ ニースのカーニヴァル Carnaval de Nice
　à ニース　Nice　（コート・ダジュール地方） 南仏最大のイベント。
チケットは前日でも購入できる場合も多いので是非お試しを。 
　　　http://www.nicecarnaval.com/

-nos rencontres gourmandes en 2013-

2月末～3月 fi n de Février au debut de Mars
■ レモン祭り Fête des citrons
　 à マントン　Menton (コート・ダジュール地方）　　
レモンやオレンジなど柑橘類に溢れた、いかにも南国らしいイベ
ント。柑橘類で作られた山車が練り歩くパレードをはじめ、楽し
いイベントがいっぱい。
　　　http://www.feteducitron.com
■ 国際農業見本市 Salon international de l’agriculture
　 à パリ　Paris　2013年で第50回を迎えるフランス最大の
農業見本市。
　　　http://www.salon-agriculture.com
■ すみれ祭り　Fête des violettes
　 à トゥーレット・シュル・ルー　Tourettes-sur-Loup (コート・
ダジュール地方）　
1880年頃よりすみれの栽培が主産業。収穫されたすみれは香水の
町グラースに送られている。村には民族衣装を身に着けたグループ
が集まり、14時30分からすみれで飾られた山車が村を練り歩く。 
　　　http://www.tourrettessurloup.com

3月 Mars
■ パリ・ハーフマラソン Semi Marathon de Paris à パリ Paris
4月のパリ・マラソンに先駆けて行われるハーフ・マラソン。
　　　http://www.semideparis.com/index.html
■ 施療院のワイン販売
Vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges 
　à ニュイ・サン・ジョルジュ Nuits-St-Georges (ブルゴーニュ地方）
施療院で作られたワインの競売が行われる。試飲会や展示会、各
種イベントなどで町は大変賑わう。またブドウ畑の間を走るマラ
ソン大会（ハーフマラソンと10km）も開催されている。 
　　　http://www.hospicesdenuits.com

フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。
皆でわいわいレッスンしましょう！日程はHPにて発表します！

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月 9月

10月

Beignet de
fruit fl ambé
フルーツのベニエ 

Financiers
フィナンシェ

Tourte
トゥルト
（パイ料理）
 

Tarte salée
タルト・サレ

Goulash et
les purees
グヤーシュとピュレ

Tomate farcie
トマトファルシ

Cake aux pra-
lines
プラリネのガトー

Gaspacho 
andalou et paté 
du beurre
　ガスパチョとパテ

Tarte tatin
タルト・タタン

Les soupes et 
Tajine
スープとタジン

Bugne
ビューニュ

11月
Bûche légère 
et fondante à 
l’orange
オレンジのムース
（クリスマスケーキ）

12月
Galette des
rois
ガレット・デ・ロワ

男性のご参加
もお待ちして
おります。

ecrit par Marie,
stagiaire à la Yûai association 　

http://www.kebab-frites.com　　
ケバブは中東から伝わった肉料理の総称のことなのですが、最近は「ケバブ」というとジューシーなお肉と野菜が
挟まったサンドイッチの事を指します。フライドポテトとセットになっているのが主流です。値段も7ユーロ前後でと
ても安く、フランスでもファーストフードとして人気があり、夜遅くまで営業しているお店が沢山あります。そこで
お、パリのおいしいケバブ屋さん、トップ10をご紹介！お店によってソースも具もさまざま。機会があればいろんな
お店でお気に入りのお店を探してみて下さいね！

photo par malias

photo par Ruth L, LWY

corso fl euri
photo par :
Pierre J.

La Turquoise 30 rue Pernety (75014) 01 45 43 99 61
Restaurant Istanbul 43 rue des bai gnolles (75017)

La Voie Lactée 3 rue des écoles (75005) 01.46.34.02.35
4 110 rue Raymond Losserand (75005)
5 Karanfi l 74 boulevard Diderot (75012) 01 43 42 95 07
6 Restaurant Kiraz 24 Rue de Wai  gnies (75012)
7 Our Kebab 41 rue de Londres (75008) 09 81 91 78 28
8 24 rue Jean Nicot (75007) 01 45 55 68 47
9 L’as du fallafel 34 rue des rosiers (75004)

MG Maison de Gyros 8 Rue Wavier Privas (75005)
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19世紀初頭に販売されたスーピエールは、どの家庭にもある、日常生活の素
朴な品として長年親しまれていました。 スーピエールとは、 数人用のスープ
を取り分ける時に使う蓋付きの陶磁器・磁器でできた容器。食事の際にテー
ブルに置き、スーピエールからスープを支給していきます。 現在は、スーピエ
ールを使用している人はあまり多くないそうですが、他の美しいオブジェと一
緒にコレクションの一部として、思い出の品として保管されています。

『 』ス-ピエール 星の王子様 ～Le Petit Prince～
フランス語を勉強したことがない方向きにアレ
ンジしたレッスン。フランス語は全くだがあこが
れの星の王子様を読んでみたかった方へ！
3ヶ月6回
土曜隔週 14~15h
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テキスト代別途要
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■旅行会話
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受講料：10000円(入会金不要)
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フランスで働く方のための
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方もこれで安心して渡仏で
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■らくらく発音アトリエ

グループレッスン、テーマ別レッスン 　-フランスにもっと近づこう、「学びたい」を応援します-

『講師派遣いたします』

初級 ： 仏検4級程度　開催日：土曜日 11h15-12h45

中級 ： 仏検3級程度　開催日：金曜日 18h-19h30

1月17日、24日、31日／2月7日、14日、21日、28日／3月8日、15日、22日

1月12日、19日、26日／2月2日、9日、16日、23日／3月2日、9日、16日

1月11日、18日、25日／2月1日、8日、15日、22日／3月1日、8日、15日

性別、年齢にとらわれず、仲間と共にフランス語を学びましょう！

ためにならない!? プチフランス語講座 ～ 子供が覚えやすいフランス語 ～
　子供には、覚えやすい言葉があるようで、字を読んだり書いたりはもちろんできませ
んので、耳からはいります。日本人の子供がまず覚えるのは「ママ」や「パパ」、「ブーブ
ー（車）」や「まんま（ご飯）」、「バイバイ」、「おっぱい」などから話し始めますよね。では、
フランス人の子供は何から話し始めるのでしょうか。「maman（ママ）」や「papa（パ
パ）」は万国共通のようですが、その他は「télé（テレビ）」や「gateau（おやつ）」、「mer-
ci（ありがとう）」、「bonjour（こんにちは）」や「à ce soir（また今夜ね）」、「s’il te plaît
（お願い）」、「en haut, en bas（上、下）」などから話すそうです。
　2音節の言葉が聞こえやすいし覚えやすい、という事でしょうか。初めて話した単語
はなんですか？私の友人は小さい頃、お手洗いへ行く時は「pipi」と「caca」と言ってい
たそうです。今となってはフランス語も浸透し始めていますが、なるほどそれなら日本
で大きな声で言っても恥ずかしくないですものね。むしろかわいく聞こえます。こんな
風に、日頃の会話にフランス語を交えてみるのも良いかもしれませんね！

スーピエールは、フランスのモントロー、ジアン、カンペールのすべての製造業者に
よって生産されていました。 感じ良く丸みを帯びて作られたスーピエールは、様々
な装飾、家族の象徴の品、食事を出すのに適しています。 また、美術品として美術
館に展示される事も可能な程のオブジェ。展示会の文脈の中で紹介されるなど、
時代の変化や一昔前の食習慣を思い起こさせる品ですね。

A Ta
ble!

Bon 
apét

it!

■アトリエ・とらばーゆ

・ アトリエ・スクラブル
・ アトリエ・シャンソン
・ スカイプレッスン
・ TCF、仏検対策レッスン
・ 一日ホームステイ ～春と秋に開催！～

Nouveau!!

おすすめ！

マンガを読みながら面白おか
しいフランス独特のジョークや
フランスの地名や歴史を学び
ます。1冊読み切る達成感◎

発音記号が分かれば、も
う怖くない！！多読のコツ
をつかめます。 仏検2級
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☆主な実績☆
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プレッスン、結婚式の日仏通訳
お見積もり無料！
お気軽にお問い合わせください♪
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・ 社内研修や福利厚生の一環としてのフランス語レッスン
・ 幼稚園・保育園でのフランス語アトリエ
・ 日仏通訳
講師が直接企業、学校に出向するので時間のロスがあり
ません。会社の会議室や学校が語学スクールに早変わり！
ビジネスフランス語、会話、入門フランス語などアレンジ
は自由自在です。
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■その他のイベント
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　フランス語の幼児言葉をご紹介します！同じ音を繰り返すところは日本語とそっくりですね！
知っててソンはないけど、ためにならない！？プチ知識です。フランス人は大人になっても身内の
場では使うそうですよ。

toutou（トゥトゥ） -->> 犬
cracra（クラクラ） -->> 汚い
bonbon（ボンボン） -->> お菓子
miam miam（ミャムミャム）-->> おいしい
nounou（ヌヌ） -->> ベビーシッター
tata,tonton（タタ、トントン） -->> 叔父さん、叔母さん

dodo（ドド） -->> ねんね
pipi（ピピ） -->> お手洗い小さい方
caca（カカ） -->> お手洗い大きい方
lolo（ロロ） -->> ミルク
bobo（ボボ） -->> イタイイタイ
joujou（ジュジュ） -->> おもちゃ

♪

Jean
-Jac

ques
の

ちょっ
とまめ

知識

さ行を上手く言えず「しゃ・し・しゅ・しぇ・しょ」と言うそうです
c’est bon（セボン）はシェボーンなんですって！かわいい！

http://www.bartabas.fr/

　 　　　　　　　　   フランスには、世界に類を見ない程の素晴らしいアートの文化が根付いています。
　　　　　　　　料理、お菓子を始め、映画やモード、スポーツなどの世界にフランス人が出てこない、関
　　　　　　わらないことは殆どありません。芸術の国ですものね。
　さて、今回はフランス人でも知らない人はいないほど有名な集団、singaro（ジンガロ）をご紹介します。
zingaroは1984年、パリ郊外のオーベルヴィリエを拠点に創設され、世界各地で公演を重ねる馬術、音楽、
舞踊によるフランスの舞台芸術集団。バルタバス率いるこの集団は、アートと馬術を舞台作品として融合
した、その美しく斬新なパフォーマンスと演出で、世界各地の公演で成功をおさめています。ドラマティック
なスペクタクルの数々は、世界のエンターテイメントシーンでも注目され続けて 日本には、2003年のルン

ジンガロ　～「光と陰」「馬と人」が織りなすファンタジー～

-8-

タと2006年のバトゥータ
という作品でに来日を果た
しています。独特の世界観
で繰り広げるストーリーは、見る人の心を惹き付
けてやみません。来日予定は現在のところないの
で、フランスに行かれる方はぜひ！ チケットは、
「fnac」や「le Parisien」などのサイトからオンラ
インでの購入が可能だそう。
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※グループレッスン、テーマ別アトリエレッスンの詳細はP4,5

　AJ-Franceフランス語教室では、フランス人講師と日本
人講師が、丁寧で分かりやすいレッスンを行っております。
個人レッスンは、都合の良い日時が選択できる予約制なの
で、お忙しい方にも大好評！
　ご要望に添ったオーダーメイドレッスンや、遠方の方には
スカイプレッスンが可能です。ひとり一人の目標やレベルに
合わせてレッスンを行うので、留学のフォローも万全！
　イベントも随時開催しておりますので、お気軽にご参加下
さい！

AJ-France フランス語教室料金表

交通アクセス

AJのPETITE BOUTIQUE

AJ-France講師紹介

FLE資格有。一年間立命館大学に留
学。今年は、いとこの結婚式に「き
つね」の衣装で列席予定。その衣装
を自分で作れたらいいな！

ちびっこアトリエやアトリエ・とらばーゆ担当。 関西
弁の勉強中で、言語や文化に興味津 ！々 目指せ日本
語検定１級！今年こそ受験して合格します！

フランスの大学で5年間法律を勉強し、卒業後京
都に来ました。主に夜のレッスンを担当。今年は日
本料理をおぼえて、自分で作れるようになるぞ！

FLE資格有。両親がモロッコ人。毎年１
回はモロッコへ行く位のモロッコ通！
日本語検定1級合格を目指してます。

フランスの大学で文学を勉強し、卒業後に日
本へ。 目指すは日本語検定２級合格です！
そして、もっと日本の事を知りたい！

AJ-France代表。留学サービス業務とお菓子
レッスンを担当。弓道をもう一度習い直そうか
なぁ。次は三段目指します！その為には練習し
ないと、ですね。

ブルターニュ出身

パリ郊外・モアセル出身

リヨン出身

北海道・帯広出身

グルノーブル出身

メッス出身

★フランス語教室　料金表

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

月～土：10時～21時まで／日：10時～17時まで
祝日も開校しております。不定休校日あり

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

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

各プログラムのお申込・お問い合わせ先

AJ-France代表であり、フランス
語講師兼講師責任者。子育て満
喫中。1ヶ月に1冊本を読むこと。 
今年は、活字から離れてしまって
いるので沢山字を書きたい！
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生徒さんインタビュー interview d’un élève : ses débuts
　AJ-Franceフランス語教室に通っている生徒さんにインタビュー！
今回は京都市山科区在住の会社員の杉本和馬さんにお話をお伺いしました。旅行と料理が趣味の杉
本さんは フランス語を始めて1年。ABCの読み方やボンジュールなど、イチから当教室のグループレッ
スンでスタートされました。

ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
これまで40数カ国を一人で旅をしました。海外では都市部から少し離れた郊外
へ行くと、全く英語が通じないことが多く、様々な不自由をしてきました。
例えば、警察に意味なく数時間拘束されたり、スリに会った翌日に盗難証明書を
手に入れるため警察署に行っても、言葉が通じずに証明書を手に入れることがで
きなかったり・・・。
元 フ々ランス人の人柄やフランスの雰囲気、料理が大好きなのですが、これらの
トラブルの多くが旅先のフランス語圏内であったため、
もっとフランスを楽しむためにもフランス語を学びたい、
と思いAJ-Franceに通い始めました。

紙タイプ オリジナル（松脂）
1冊

３冊セット
 500円
1380円

紙タイプ  バラの香り
1冊
３冊

 600円
1650円

紙タイプ  デプロワイエ
1冊 700円

キャンドルタイプ
アロマキャンドル式 3900円

フランスで120年ほどの歴史のある紙タイプのお香、「パピエ ダ
ルメニ」はアロマの香りでリラックス効果だけではなく、空気清浄
の効果もあります。
火をつけると煙を出しなが
ら燃焼し、気になるペットや
タバコ、揚げ物などの臭いを
キレイに消臭！また空気中
のウィルスもやっつけます！
燃やさずに財布やカバンの
中などの臭いの気になると
ころにも使えます♪

Papier  D’armenie： パピエ ダルメニ ～ 紙のお香 ～

ー今後の目標は？
以前ブルゴーニュのワイナリーを訪れた時、スタッフの方が英語でワイン
について説明をしてくれました。しかしながら、片言の英語でしたので、結
局「英語ではうまく伝えれないから、とりあえず飲んで楽しんで！」というこ
とで試飲を楽しみました。その際に「フランス語ならもっと色々伝えられる
のに！」という、彼女のもどかしい思いがすごく伝わってきました。いつかフランス語をもっと話せるようになって、
再び同じワイナリーを訪れてフランス語で思う存分、ワインについてのうんちくを聞いてみたいと思います。

杉本和馬さん

リール出身

Adeline DECAUX (アドリンヌ)先生

Jean-Jacques TRUCHOT (ジャン・ジャック)

TAKAKURA Akiko（高倉 暁子)先生

Cyprien GAUZE （シプリアン)先生

Charlotte TOURNIER (シャルロット)先生

Florian CORBEL (フロリアン)先生

Ayoub MRHAR (アユブ)先生

Quelles sont vos bonnes résolutions pour l’année 2013?
講師たちに「2013年の抱負・目標」を聞いてみました☆

 オンラインブティック／教室にて販売中!! http://france-inet.com/

ご入金確認後、原則として1週間以内にゆうパックにてお届け。
送料・及び振込み手数料はお客さま負担(金額はご注文の商品により変動)

待望のAJ-Franceのオンラインブティック”Echoppe”がオープン！ オンラインブティックEchoppeでは、 紙のお香パピエ・ダルメニ、
カダリット、アロマキャンドル、オシャレな香炉など、フランス直
輸で全商品を取り揃えております。
ぜひEchoppeでお買い物をお楽しみくださいね☆
プレゼントに、自分へのごほうびに
いかがですか。使い道はいろいろ！
ぜひ一度お試しくださいませ！

↓人生初のバンジージャンプはベラルーシで

↑スペインのトマト祭り
旅行はこのリュックで行くそうです→
その辺へ行くような軽装ですね☆

↓モンサンミッシェル
↑ブルゴーニュのワイナリーのCAVE

↓アメリカのザ・ウェーブ すごい迫力！
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今回は京都市山科区在住の会社員の杉本和馬さんにお話をお伺いしました。旅行と料理が趣味の杉
本さんは フランス語を始めて1年。ABCの読み方やボンジュールなど、イチから当教室のグループレッ
スンでスタートされました。

ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
これまで40数カ国を一人で旅をしました。海外では都市部から少し離れた郊外
へ行くと、全く英語が通じないことが多く、様々な不自由をしてきました。
例えば、警察に意味なく数時間拘束されたり、スリに会った翌日に盗難証明書を
手に入れるため警察署に行っても、言葉が通じずに証明書を手に入れることがで
きなかったり・・・。
元 フ々ランス人の人柄やフランスの雰囲気、料理が大好きなのですが、これらの
トラブルの多くが旅先のフランス語圏内であったため、
もっとフランスを楽しむためにもフランス語を学びたい、
と思いAJ-Franceに通い始めました。

紙タイプ オリジナル（松脂）
1冊

３冊セット
 500円
1380円

紙タイプ  バラの香り
1冊
３冊

 600円
1650円

紙タイプ  デプロワイエ
1冊 700円

キャンドルタイプ
アロマキャンドル式 3900円

フランスで120年ほどの歴史のある紙タイプのお香、「パピエ ダ
ルメニ」はアロマの香りでリラックス効果だけではなく、空気清浄
の効果もあります。
火をつけると煙を出しなが
ら燃焼し、気になるペットや
タバコ、揚げ物などの臭いを
キレイに消臭！また空気中
のウィルスもやっつけます！
燃やさずに財布やカバンの
中などの臭いの気になると
ころにも使えます♪

Albums photos :Une image vaut mille mots...

Papier  D’armenie： パピエ ダルメニ ～ 紙のお香 ～

ー今後の目標は？
以前ブルゴーニュのワイナリーを訪れた時、スタッフの方が英語でワイン
について説明をしてくれました。しかしながら、片言の英語でしたので、結
局「英語ではうまく伝えれないから、とりあえず飲んで楽しんで！」というこ
とで試飲を楽しみました。その際に「フランス語ならもっと色々伝えられる
のに！」という、彼女のもどかしい思いがすごく伝わってきました。いつかフランス語をもっと話せるようになって、
再び同じワイナリーを訪れてフランス語で思う存分、ワインについてのうんちくを聞いてみたいと思います。

杉本和馬さん

リール出身

Adeline DECAUX (アドリンヌ)先生

Jean-Jacques TRUCHOT (ジャン・ジャック)

TAKAKURA Akiko（高倉 暁子)先生

Cyprien GAUZE （シプリアン)先生

Charlotte TOURNIER (シャルロット)先生

Florian CORBEL (フロリアン)先生

Ayoub MRHAR (アユブ)先生

Quelles sont vos bonnes résolutions pour l’année 2013?
講師たちに「2013年の抱負・目標」を聞いてみました☆

 オンラインブティック／教室にて販売中!! http://france-inet.com/

ご入金確認後、原則として1週間以内にゆうパックにてお届け。
送料・及び振込み手数料はお客さま負担(金額はご注文の商品により変動)

待望のAJ-Franceのオンラインブティック”Echoppe”がオープン！ オンラインブティックEchoppeでは、 紙のお香パピエ・ダルメニ、
カダリット、アロマキャンドル、オシャレな香炉など、フランス直
輸で全商品を取り揃えております。
ぜひEchoppeでお買い物をお楽しみくださいね☆
プレゼントに、自分へのごほうびに
いかがですか。使い道はいろいろ！
ぜひ一度お試しくださいませ！

↓人生初のバンジージャンプはベラルーシで

↑スペインのトマト祭り
旅行はこのリュックで行くそうです→
その辺へ行くような軽装ですね☆

↓モンサンミッシェル
↑ブルゴーニュのワイナリーのCAVE

↓アメリカのザ・ウェーブ すごい迫力！
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19世紀初頭に販売されたスーピエールは、どの家庭にもある、日常生活の素
朴な品として長年親しまれていました。 スーピエールとは、 数人用のスープ
を取り分ける時に使う蓋付きの陶磁器・磁器でできた容器。食事の際にテー
ブルに置き、スーピエールからスープを支給していきます。 現在は、スーピエ
ールを使用している人はあまり多くないそうですが、他の美しいオブジェと一
緒にコレクションの一部として、思い出の品として保管されています。

『 La soupière 』ス-ピエール

zingaro

星の王子様 ～Le Petit Prince～
フランス語を勉強したことがない方向きにアレ
ンジしたレッスン。フランス語は全くだがあこが
れの星の王子様を読んでみたかった方へ！
3ヶ月6回
土曜隔週 14~15h
受講料：15000円
テキスト代別途要

■はじめの一歩のフランス語

フランスの名作を声に出して
読もう！なんとなくわかるけ
ど細かいニュアンスが難しい
方へ！ボキャブラリーを増や
すのにも有効です

■プチニコラを読もう！

3ヶ月6回 / 木曜隔週14~15h
1月17/31日、2月7/21日、3月7/21日
受講料：14000円 / テキスト代別途要

■アトリエB.D.(マンガ)

3ヶ月6回 / 土曜隔週14h～15h
1月12/26日、2月9/23日、3月9/23日
受講料：14000円 / テキスト代別途要

フランス旅行を決めたけど
語学が不安な方、これで安
心して出発！2名様からOK
要望に応じ、個人レッスンでも対応

■旅行会話

月4回(1ヶ月完結)/土曜日9h～10h 
受講料：10000円(入会金不要)

お家にいるママ！赤ちゃんと
一緒にフランス語を学びませんか？
育児の息抜きにもぴったりです

■アトリエ・デ・ママン

3ヶ月6回 / 水曜日 14h～15h30 (～16h)
1月16日、30日／2月13日、27日／3月13日、27日
受講料：21000円
※レッスン30分はママ達の交流タイムとして
教室を開放！

フランスで働く方のための
アトリエ。ワーホリ予定の
方もこれで安心して渡仏で
きます♪
受講料：16000円(1ヶ月4回)
CV動機書添削清書代込みの場合
　　　　　　　　　　30000円

超入門 ：楽しく1から学ぼう　開催日：木曜日 18h~19h30

■グループレッスン (3ヶ月:全10回)

受講料：29000円　(1レッスン90分) 定員：7名様

■らくらく発音アトリエ

グループレッスン、テーマ別レッスン 　-フランスにもっと近づこう、「学びたい」を応援します-

『講師派遣いたします』

初級 ： 仏検4級程度　開催日：土曜日 11h15-12h45

中級 ： 仏検3級程度　開催日：金曜日 18h-19h30

1月17日、24日、31日／2月7日、14日、21日、28日／3月8日、15日、22日

1月12日、19日、26日／2月2日、9日、16日、23日／3月2日、9日、16日

1月11日、18日、25日／2月1日、8日、15日、22日／3月1日、8日、15日

性別、年齢にとらわれず、仲間と共にフランス語を学びましょう！

ためにならない!? プチフランス語講座 ～ 子供が覚えやすいフランス語 ～
　子供には、覚えやすい言葉があるようで、字を読んだり書いたりはもちろんできませ
んので、耳からはいります。日本人の子供がまず覚えるのは「ママ」や「パパ」、「ブーブ
ー（車）」や「まんま（ご飯）」、「バイバイ」、「おっぱい」などから話し始めますよね。では、
フランス人の子供は何から話し始めるのでしょうか。「maman（ママ）」や「papa（パ
パ）」は万国共通のようですが、その他は「télé（テレビ）」や「gateau（おやつ）」、「mer-
ci（ありがとう）」、「bonjour（こんにちは）」や「à ce soir（また今夜ね）」、「s’il te plaît
（お願い）」、「en haut, en bas（上、下）」などから話すそうです。
　2音節の言葉が聞こえやすいし覚えやすい、という事でしょうか。初めて話した単語
はなんですか？私の友人は小さい頃、お手洗いへ行く時は「pipi」と「caca」と言ってい
たそうです。今となってはフランス語も浸透し始めていますが、なるほどそれなら日本
で大きな声で言っても恥ずかしくないですものね。むしろかわいく聞こえます。こんな
風に、日頃の会話にフランス語を交えてみるのも良いかもしれませんね！

スーピエールは、フランスのモントロー、ジアン、カンペールのすべての製造業者に
よって生産されていました。 感じ良く丸みを帯びて作られたスーピエールは、様々
な装飾、家族の象徴の品、食事を出すのに適しています。 また、美術品として美術
館に展示される事も可能な程のオブジェ。展示会の文脈の中で紹介されるなど、
時代の変化や一昔前の食習慣を思い起こさせる品ですね。

A Ta
ble!

Bon 
apét

it!

■アトリエ・とらばーゆ

・ アトリエ・スクラブル
・ アトリエ・シャンソン
・ スカイプレッスン
・ TCF、仏検対策レッスン
・ 一日ホームステイ ～春と秋に開催！～

おすすめ！

マンガを読みながら面白おか
しいフランス独特のジョークや
フランスの地名や歴史を学び
ます。1冊読み切る達成感◎

発音記号が分かれば、も
う怖くない！！多読のコツ
をつかめます。 仏検2級
で手こずる書き取り
（dicteé)に強くなります！

すべてのアトリエを個人レッスンで対
応いたします。オーダーメイドも可！
まずはご相談下さい。

■1ヶ月集中講座

3ヶ月3回 / (月に1回、全6時間)
1月19日、2月16日、3月16日
受講料：14000円

1年分を1ヶ月で取得しちゃ
おう！週5回、1日2時間の
個人レッスンでフランス語
強化！フランス留学準備に
もぴったり☆
月曜日～金曜日（40時間/月）
受講料：14万円
入会金無料！

-Bon voyage!!-

例えばこんな要望はございませんか。 

☆主な実績☆
語学スクールのフランス語グルー
プレッスン、結婚式の日仏通訳
お見積もり無料！
お気軽にお問い合わせください♪

ニーズに合わせて、経験豊富なネイティブのフランス語講師を派遣いたします！ 

・ 業務で必要なフランス語の習得・ブラッシュアップ
・ 海外赴任前・予定の社員の方のフランス語研修
・ 社内研修や福利厚生の一環としてのフランス語レッスン
・ 幼稚園・保育園でのフランス語アトリエ
・ 日仏通訳
講師が直接企業、学校に出向するので時間のロスがあり
ません。会社の会議室や学校が語学スクールに早変わり！
ビジネスフランス語、会話、入門フランス語などアレンジ
は自由自在です。

■DELF A1に受かろう！講座

5ヶ月全10回 / 隔週水曜11h～13h
1月16/30日、2月13/27日、3月13/27日、4月、5月
受講料：40000円

DELF（デルフ）はフランス語能力を判定する試験。フラ
ンス教育省により授与される公的資格です。
フランスへ留学される方や専門学校で学びたい方、外
資系企業で活躍したい方へおすすすめします！

日本人講師が丁寧に教えます。
仲間とともに来期の合格を目標に、計画
的に、確実に対策しましょう！

■その他のイベント
　　　　アトリエレッスンなど

　フランス語の幼児言葉をご紹介します！同じ音を繰り返すところは日本語とそっくりですね！
知っててソンはないけど、ためにならない！？プチ知識です。フランス人は大人になっても身内の
場では使うそうですよ。

toutou（トゥトゥ） -->> 犬
cracra（クラクラ） -->> 汚い
bonbon（ボンボン） -->> お菓子
miam miam（ミャムミャム）-->> おいしい
nounou（ヌヌ） -->> ベビーシッター
tata,tonton（タタ、トントン） -->> 叔父さん、叔母さん

dodo（ドド） -->> ねんね
pipi（ピピ） -->> お手洗い小さい方
caca（カカ） -->> お手洗い大きい方
lolo（ロロ） -->> ミルク
bobo（ボボ） -->> イタイイタイ
joujou（ジュジュ） -->> おもちゃ

miam
    m

iam♪

Jean
-Jac

ques
の

ちょっ
とまめ

知識

さ行を上手く言えず「しゃ・し・しゅ・しぇ・しょ」と言うそうです
c’est bon（セボン）はシェボーンなんですって！かわいい！

http://www.bartabas.fr/

　 　　　　　　　　   フランスには、世界に類を見ない程の素晴らしいアートの文化が根付いています。
　　　　　　　　料理、お菓子を始め、映画やモード、スポーツなどの世界にフランス人が出てこない、関
　　　　　　わらないことは殆どありません。芸術の国ですものね。
　さて、今回はフランス人でも知らない人はいないほど有名な集団、singaro（ジンガロ）をご紹介します。
zingaroは1984年、パリ郊外のオーベルヴィリエを拠点に創設され、世界各地で公演を重ねる馬術、音楽、
舞踊によるフランスの舞台芸術集団。バルタバス率いるこの集団は、アートと馬術を舞台作品として融合
した、その美しく斬新なパフォーマンスと演出で、世界各地の公演で成功をおさめています。ドラマティック
なスペクタクルの数々は、世界のエンターテイメントシーンでも注目され続けて 日本には、2003年のルン

ジンガロ　～「光と陰」「馬と人」が織りなすファンタジー～
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タと2006年のバトゥータ
という作品でに来日を果た
しています。独特の世界観
で繰り広げるストーリーは、見る人の心を惹き付
けてやみません。来日予定は現在のところないの
で、フランスに行かれる方はぜひ！ チケットは、
「fnac」や「le Parisien」などのサイトからオンラ
インでの購入が可能だそう。



フランス2013年1月～3月 イベント・お祭りカレンダー

Top 10 des meilleurs Kebab de Paris !!

 1レッスン45分
1ヶ月2回：¥5000
＊入会金 別途必要

 ちびっこアトリエ

沢山の文化に触れよう！小さい頃から語学に接することで将来の可能性がさらに広
がります。楽しく遊びながらフランス語を習得しましょう♪１ヶ月間同じ内容でレッス
ンを行い、月ごとにレッスン内容が変わります。カルタや遊びを取り入れて、アルファ
ベットや数字を少しずつ学びます。今月の歌、物の名前(動物、食
べ物、人など）、お絵描き等も。フランス人講師が担当します。

料理が大好きなジャンジャックさんと楽しくレッスンしませんか♪？
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費用：¥3500（材料費込み）
　　　生徒登録されていない方は¥3,800
場所：AJ-France　時間：14h-17h
　　　レッスンの2日前までにお申し込み下さい。
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プチコラム

こりす組（2歳～小学校入学前）　土曜日 10h00-10h45
こぐま組（小学校低学年）　　　  金曜日 17h00-17h45

アトリエ文法アラカルト
AJ-Franceの「文法アラカルト」は、文法をテーマ別に勉強する復習用アトリエです。
月単位で申し込めるので、学びたい文法を選んで受講いただけます！
苦手な文法、はっきりしない文法をすっきり解決しましょう♪ 
全アトリエに参加すると、2013年の最後には充実感いっぱいになりますよ♪

開講日 : 毎月第3月曜日 15時から17時
祝日の場合は翌週または翌々週
定員 ： ３名様～
料金 ： 4000円　

～  ～

2013年料理レッスンスケジュール

　感謝祭、復活祭、謝肉祭、イースター・・・フランスには伝統的なお祭りを始め、さまざまなイベントが年中どこかで開催されています。
フランスの最大のお祭りはなんと言っても革命記念日！テレビ中継はもちろん、パリのパレードを始めパレードやら催しが目白押しで
すよね。フランスのイベントやお祭りをチェックしてみましょう！
　え！？こんなお祭りあるの！？とびっくりしちゃうお祭りもあるんですよ☆内容は地方によってさまざま。タイミングが合えば、旅行の
ついでに観光するも良し！行ったつもりになるも良し！2013年もより楽しい1年を送りましょう♪

教室の受講生以外の方々も大歓迎！
文法のどうして？を解決しましょう。

◯1月 複合過去 passé composé

◯2月 半過去 imparfait

◯3月 大過去 plus-que-parfait

◯4月 代名詞 pronom

◯5月 受身形 passif

◯6月 命令形 impératif

◯7月 比較級・最上級 Comparatif et superlatif

◯8月 未来形 future

◯9月 間接話法 discours indirect

◯10月 条件法 condition

◯11月 接続法 subjonctif

◯12月 リクエストにお応えします！

複合過去とは？半過去との違い、 être、avoirどちら？...etc

状況説明、思い出、昔の習慣、期間、仮定法、間接話法...etc

小説などによく出てきます

置き換える時に便利ですよ　【 y、 en、le 】

êtreを使ってつくります

「～しろ」「～しよう」「～してください」の用法を学びます

plus～、moins～、aussi～／le plus、le moins...etc

未来形：単純未来、前未来、近接未来、devoir...etc

ある人が言ったことばを誰かに伝えるときの用法です

「ある条件のもとで起こりうる出来事」として表現します

Il faut que... Je ne crois pas que... etc

3名様以上でオーダーメイドも賜ります！お気軽にご参加下さい☆

※上のリストは2012年の実績です。

1月 Janvier
■ 国際アニメ祭 Festival International de la Bande Dessinée 
　à アングレーム Angoulême （ポワトゥー・シャラント地方）
　　　http://www.bdangouleme.com
■ サン・ヴァンサン・トゥールナント・ワイン祭
Saint-Vincent Tournante
　à ディジョン Dijon／ニュイ・サン・ジョルジュ　Nuits-Saint-
Georges／ボーヌ Beaune （ブルゴーニュ地方）
 　　　http://www.st-vincent-tournante.fr/
■ アメリカグランプリ Grand Prix d’Amérique （競馬）　
　à パリ Paris (ヴァンセンヌ競馬場）
　　　　http://www.prix-amerique.com/en/index.html

2月 Février
■ ラ・フォル・ジュルネ La Folle Journée（音楽フェスティバル）
　à ナント Nantes（ロワール・アトランティック地方） 
「クラシック音楽をより身近なものにするため、できるだけ多
くの人にクラシック音楽を聞いてほしい」というコンセプトから
始まったクラシック音楽の大祭典。1コンサート約50分、料金も
20ユーロ前後で、期間中に約300ものコンサートが行われる。
　　　http://www.follejournee.fr/index.php?lang=en
■ ミモザ祭　Fête du mimosa
　à マンドリュー・ラ・ナプール　Mandelieu-la-Napoule (コー
ト・ダジュール地方） 
パレードのほかマルシェや展示会なども開催。パレードは有料。
　　　http://www.ot-mandelieu.fr/
■ ミモザ祭　Corso Fleuri
　 à ボルム・レ・ミモザ　Bormes-les-Mimosa (プロヴァンス
地方）
パレードは14:30から。16:30からは花合戦。
　　　http://www.bormeslesmimosas.com/ 
■ ニースのカーニヴァル Carnaval de Nice
　à ニース　Nice　（コート・ダジュール地方） 南仏最大のイベント。
チケットは前日でも購入できる場合も多いので是非お試しを。 
　　　http://www.nicecarnaval.com/

2月末～3月 fi n de Février au debut de Mars
■ レモン祭り Fête des citrons
　 à マントン　Menton (コート・ダジュール地方）　　
レモンやオレンジなど柑橘類に溢れた、いかにも南国らしいイベ
ント。柑橘類で作られた山車が練り歩くパレードをはじめ、楽し
いイベントがいっぱい。
　　　http://www.feteducitron.com
■ 国際農業見本市 Salon international de l’agriculture
　 à パリ　Paris　2013年で第50回を迎えるフランス最大の
農業見本市。
　　　http://www.salon-agriculture.com
■ すみれ祭り　Fête des violettes
　 à トゥーレット・シュル・ルー　Tourettes-sur-Loup (コート・
ダジュール地方）　
1880年頃よりすみれの栽培が主産業。収穫されたすみれは香水の
町グラースに送られている。村には民族衣装を身に着けたグループ
が集まり、14時30分からすみれで飾られた山車が村を練り歩く。 
　　　http://www.tourrettessurloup.com

3月 Mars
■ パリ・ハーフマラソン Semi Marathon de Paris à パリ Paris
4月のパリ・マラソンに先駆けて行われるハーフ・マラソン。
　　　http://www.semideparis.com/index.html
■ 施療院のワイン販売
Vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges 
　à ニュイ・サン・ジョルジュ Nuits-St-Georges (ブルゴーニュ地方）
施療院で作られたワインの競売が行われる。試飲会や展示会、各
種イベントなどで町は大変賑わう。またブドウ畑の間を走るマラ
ソン大会（ハーフマラソンと10km）も開催されている。 
　　　http://www.hospicesdenuits.com

フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。
皆でわいわいレッスンしましょう！日程はHPにて発表します！

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月 9月

10月

Beignet de
fruit fl ambé
フルーツのベニエ 

Financiers
フィナンシェ

Tourte
トゥルト
（パイ料理）
 

Tarte salée
タルト・サレ

Goulash et
les purees
グヤーシュとピュレ

Tomate farcie
トマトファルシ

Cake aux pra-
lines
プラリネのガトー

Gaspacho 
andalou et paté 
du beurre
　ガスパチョとパテ

Tarte tatin
タルト・タタン

Les soupes et 
Tajine
スープとタジン

Bugne
ビューニュ

11月
Bûche légère 
et fondante à 
l’orange
オレンジのムース
（クリスマスケーキ）

12月
Galette des
rois
ガレット・デ・ロワ

男性のご参加
もお待ちして
おります。

ecrit par Marie,
stagiaire à la Yûai association 　

http://www.kebab-frites.com　　
ケバブは中東から伝わった肉料理の総称のことなのですが、最近は「ケバブ」というとジューシーなお肉と野菜が
挟まったサンドイッチの事を指します。フライドポテトとセットになっているのが主流です。値段も7ユーロ前後でと
ても安く、フランスでもファーストフードとして人気があり、夜遅くまで営業しているお店が沢山あります。そこで
お、パリのおいしいケバブ屋さん、トップ10をご紹介！お店によってソースも具もさまざま。機会があればいろんな
お店でお気に入りのお店を探してみて下さいね！

photo par malias

photo par Ruth L, LWY

corso fl euri
photo par :
Pierre J.

Rang Nom Adresse Téléphone

1 La Turquoise 30 rue Pernety (75014) 01 45 43 99 61
2 Restaurant Istanbul 43 rue des bai gnolles (75017) x

3 La Voie Lactée 3 rue des écoles (75005) 01.46.34.02.35
4 Ephès 110 rue Raymond Losserand (75005) x

5 Karanfi l 74 boulevard Diderot (75012) 01 43 42 95 07
6 Restaurant Kiraz 24 Rue de Wai  gnies (75012) x

7 Our Kebab 41 rue de Londres (75008) 09 81 91 78 28
8 Apollon 24 rue Jean Nicot (75007) 01 45 55 68 47
9 L’as du fallafel 34 rue des rosiers (75004) x

10 MG Maison de Gyros 8 Rue Wavier Privas (75005) x
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京都グルメタクシー 都大路タクシー所属
〒602-8395 
京都府京都市伏見区三栖半町475
TEL : 代表075-621-5060
HP : http://www.zms.or.jp/~salut/kyoto-
gourmet.html
MAIL : salut@zmｓ.or.jp
受付時間 ： 9時～16時

　今回は、 京都を始めさまざまな場所を駆け巡っていらっしゃるタクシー運転手、岩間孝志さんにお話を伺い
ました。岩間さんは「京都グルメタクシー」として、お客様のご希望に合わせてあちこちに点在する「美味しいお
店」へ案内するスペシャリスト。フランスでの留学経験がある、元フランス料理人の彼ならではの視点からサー
ビスするオリジナルの貸し切りタクシーです。AJ-Franceの代表ジャンジャックとの対談が実現しました！

  Taxi gourmand  “une rencontre pleine de saveurs ” 

↑これまで実際に行ったお店は2000件を超えるとか。メディア
に頼らず、情報が入ったら必ずご自身で食べてみる、という徹底
ぶり。岩間さんが長年培っているオリジナルのリスト帳です。

↑京都といえばご存知ゆるキャラのたわわちゃんと。
岩間さんはいろんな場所へアテンドしてくださいます。

↓ 下左： 赤丸印の「都大路」がトレードマークです。

↑上右 : 岩間さんとジャンジャック。フランスの料理学
校業界のお話など、とても楽しい対談ができました。

観光貸切
1時間あたり3320円、 お迎え時間応相談。
迎車料金、観光料金など余分な料金は不要。運転手の
お食事代やチップ等不要なのでお気軽にどうぞ！

【岩間孝志さん（以下岩）】 とにかくとにかく食べる事が好きなんです。
ただ、 料理を作るより食べる方が向いていると思いました。それに車の
運転も好きなので、「とりあえず」な気持ちで始めたら楽しくて！自分で
言うのも変ですが天職だと感じています！ちなみに育児も仕事も楽
しんでいます！
【ジャンジャック（以下J）】 私と同じですね。私も育児が楽しいです！
元フランス料理人と聞いていますが、フランスに行っていたのですか。
【岩】 そうなんです、大学を途中でリタイアした後に、調理師専門学校
へ入学したんです。それで、研修を兼ねてフランスへ1年程行ったので
すが、その時にグルメに目覚めてしまいました～。あの頃は良い時代
でしたね！料理の学校に通う人も多かったですし。
【J】 90年代と今とは、フランス料理学校事情も大きく変わりましたよ
ね。今はもっと専門性が高くなりましたから。
【イ】 そうですね、それもあって日本の、京都のもっと美味しいものを
発見したくて日々食べ歩いて追求しています。

タクシー運転手になった理由 グルメタクシーの1日

↑オレンジ色がキュートな相棒のタクシーと岩間さん。
車庫でパチリ。車体もピカピカに磨き上げられています。

↓ 下右： 本社には「子育てタクシー」サービスありま
す。忙しいママへ、お子様だけの乗車でも責任を持って
目的地まで送って下さいます。チャイルドシートも完備。
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お問い合わせはAJ-France 坂(さか)まで
tel : 075-201-1530
email : sejour@france-ryugaku.com
HP: http://france-ryugaku.com

留学サポートセンターAJ-Franceのサポート

※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
※その他、住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等のサポートあり

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 専門学校トータルプラン（3ヶ月以上）
★ 語学学校トータルプラン（3ヶ月未満）
★ アパート手配サポート
★ レジデンス手配サポート

¥10,000～
¥30,000～
¥120,000～
¥30,000～
¥35,000～
¥40,000～

＊お料理・バレエ・アートのレッスン等もございます。
少しでも興味があれば、まずは弊社までご相談を！「初回カウンセリング」1回無料です。
遠方にお住まいの方はお電話やスカイプでもカウンセリング可。
（カウンセリングは予約制ですので、お電話もしくは弊社のホームページからカウンセリングの
ご希望日時をお知らせ下さい。）
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、フランスに行きましょう！

京都グルメタクシー アルシェの
美食的観光乗務員　岩間さん

【短期留学】（1週間～）
フランスのお花屋さんでスタージュとして就労体験をしたり、学校でフラワーアレンジメントの基礎を学ぶことができます
（1週間～）。長期で学校・仕事の休みが取れるなら、海外旅行だけでは味わえないことを体験してみては！？ホームステ
イをしながらお花の教室に通い、残りの時間は観光に使うといったプランをご用意。フランス語初心者OK。フランス語授
業とスタージュを組み合わせることもできます☆ 
【長期留学】（3ヶ月～）
フランスにはCAPやBPと呼ばれる国家資格があります。お花の学校にもCAP/BP取得コースがあり、将来お花の業界
でプロになることをお考えの方や、花屋を開きたいとお考えの方にお勧めです。フランス語やお花の勉強をしたことが
ない方でもOK☆「全て初めて」から「手に職」をつけましょう。 

AJ-France留学サポートセンターでは、フランスへの短期留学・長期留学など、お好みでプランをご提案致します！
　　　　　　　　　　　

【PIVERDIE】 ピヴェルディ

お花の留学「プチスタージュプラン（1週間～）」「プロ育成（国家資格CAP取得）コース（3ヶ月～）」etc...

【Tours Langues】 トゥール・ラング

フランスでお花のレッスン受けてみませんか？ 
1週間～フランスのお花屋さんでスタージュ

フランス語学習＋プロ育成（国家資格）コース

写真提供: 　専門学校Piverdieで
お花のレッスンを受講されたOさん

【プログレッシフ・トレーニング研修】
基礎からしっかりと学び、総合的な能力を身に付けることを目的と
し、修了時に職業能力資格証が発行されます。
● 料金は4段階全てで約4900ユーロ（材料費込み）
● 期間：16日間～　　　  ● ほぼ毎月頭に入校可能

【３ヶ月集中・プロ養成コース】
１ヶ月間：フラワーデザインとアレンジメントのテクニックを学びま
す。短期ですが、初心者から初めても帰国後お店を開けるくらいの
レベルの技術を身につける方もいます！
２ヶ月間：花屋での研修を理解する為の一般フランス語レッスン
● 料金：7500ユーロ
● 申込条件：フランス語A2レベル相当以上の方対象

※こちらの料金はすべて2012年のものです。

トゥール・ラングは「フランスの庭」と称されるほど奇麗な景色の広が
るトゥールにあります。トゥールは、訛りのない奇麗なフランス語を話
す地方としても有名。一般フランス語レッスンの他、専門分野や試験
対策レッスンなどがあります。 世界遺産などの観光名所が多く、授業
の後のアクティビティも豊富。学校紹介にてホームステイもできます。

ピヴェルディはフラワーアレンジメント専門の学校で、初心者から
プロまで対応しており、短期から2年の長期コースなどがあります。 
点在する古城で有名なロワール地方の、アンジェというパリから
TGVで約１時間半の街にあります。実際に花屋での研修があるコー
スもあり、本格的に学ばれるには最適の学校です。あなたが現在初
心者で、将来プロとして花屋をオープンしたい！教室を開きたいと
夢がある場合、【プログレッシフ・トレーニング研修（初心者対応）】→
【Devenir Fleuristeコース】の流れでの受講がおすすめです。

【留学におけるビザ申請サポート】　　3ヶ月以上の長期留学となると、ビザ申請など自分でするにはややこしく面倒なことばかり。学校登録、
住居手配、ビザ申請サポート等、お客様の留学を留学計画～渡仏時～留学終了後までサポートいたします！

【CAP(フランス国家資格)取得準備講座】
フランスで就職する際にとても重要視されるフランス政府認定ディ
プロム(国家資格)取得を目指す方の為の対策準備講座。
フランス語集中研修＋お花の専門学校での技術研修＋スタージュ
での実践研修が含まれます。
（9ヶ月のフランス語研修＋490時
間の技術研修＋315時間の花屋
でのスタージュ＋試験対策）
● 料金：約19800ユーロ
● 申込条件：どなたでも
（フランス語初心者の方でも可）

数あるお花の専門学校の中から厳選した2校をご紹介！経験抱負なスタッフがあなたの夢をサポートします。

【Devenir Fleuristeコース】（プロ育成コース）
お花の勉強だけでなく、将来開業できるよう、商業的・法的側面か
らも学びます。CAP取得準備対策あり。CAPを取得した後、一つ上
のレベルのBP取得準備コースも受講可。将来お店を開業したい
方、教室を持ちたい方にぴったりのコースです！
● 料金：約3400ユーロ　 ● 期間：30週間（873時間）
※その内6週間は企業研修／入校時期は年4回
● 授業内容：生花業の準備作業全般、色彩調和、ブーケ、古典及び
現代アレンジメント、葬儀用生花、結婚式用生花、ドライフラワーと
造花の装飾技術、包装技術、デッサンと水彩画

【J】 「グルメタクシー」はどんな人の利用が多いのですか。
【岩】 女性3～4人のグループやご夫婦、家族が多いですね。みなさん
のリクエストを予め伺って当日アテンドするのですが、お客様にお会
いしてから追加でプランニングする事もしょっちゅうですよ。やはり実
際お会いしてみないとお客様の好みやタイプなど色々ありますから！
これからの夢

【J】 いつかはフランス語で案内できると良いですね！
【岩】 そうなんです。「いつか」そうしたいですね！食はとても大切だと
考えてまして、お寺とお店を紹介させていただく気持ちは同じです。「元
料理人」ならではの、その世界に身を置いた経験があるからこそ観える
ものがあるんです。それが料理界のバックアップにもなれれば嬉しいで
す。いつか京都の食が今よりもさらに世界的に有名になるように「京野
菜フレンチ」など、京都らしいものを応援していきたいのが夢ですね。

フランスと京都をつなぐ 【JJの対談シリーズ】
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Mademoiselle MATANO Natsumi
留学先 ： ディジョン
期間 ： 2012年5月～
合計留学費用 ： 約120万円
滞在 ： ホームステイ、 アパルトマン
学校： Alliance Francaise de Bourgogne 
アクティビティ： ワインプログラム全8回

今回は、留学サポートを利用され、AJフランス語
教室の生徒さんでもあるMatanoさんからの現地
リポートです！ワーキングホリデービザで語学学
校に通った後、レストランで働いたり、多くの町を
訪れたりと、アクティブなフランス生活を楽しんで
いらっしゃいます。
           
     　学校は7月の1カ月間ですが、働く所を決めていなかったので就職

活動と、小旅行も兼ねて早めに行きました。お菓子の勉強で渡仏しま
したが、ワインも好きなのでこの機会に触れようと思い、語学とワイン
のプログラムのあるAlliance Francaise de Bourgogneに行きまし
た。学校は少人数制なので、発言する機会が多く質問もしやすいです
が、私には授業のペースが速く、理解しにくいことが多々ありました。そ
の都度先生に聞いていました。それが出来るのも少人数だかからこそ
だと思います。 クラスメイトとは一緒に料理しながらワインを飲んだ
り、ピクニックをしてディジョンを楽しみました。
　ワインのプログラムでは、ワインに興味のある日本人、韓国人が同
じクラスでした。授業ではドメーヌの息子さんが先生で、ブドウの栽培
からワインを作るまでの工程を教わりました。時にはドメーヌを訪問
し、畑の様子、ブドウの成長具合、もちろん試飲もあり有意義な時間を
過ごしました。
　滞在方法はアパルトマンや寮もありますが、私はフランス人家庭で
のホームステイにしました。身振り手振りでなんとか会話？をしなが
ら、一緒に料理や買い物をし文化のちがいを見つけるのは楽しかった
です。革命記念日には田舎に一族が集合し食事をしたり、近くの川で
釣りをしたり、いつもの生活とはまた違った時間を過ごし、夜は盛大な
花火が打ち上げられ町全体が賑やかです。
　ステイ先のお宅には娘さんがいらして、バカンスで帰省しており、賑
やかな食卓でした。「寿司作って!!」とのリクエストがあり、なんとかカリ

 

上：ステイ先の家族と庭で食事　 下：ディジョンの町並み

左上 ： ドメーヌのワイン樽　右上 ： 収穫したブドウ

右下 ： vendanges（ブドウの収穫）での様子

フォルニアロールっぽいものと肉じゃがを作りました。巻き寿司も気
に入ってもらえましたが、肉じゃがの方が好評で、作り方を書いて!!と
言われたり、後日もう一度作ってと言われ、甘辛い感じが気に入った
ようです。
　つたないフランス語と辞書を使いながらなんとか意思を伝えなが
ら一人で散策することもありました。とあるバーでワインを飲みなが
ら話していると、ドメーヌの娘さんらしく、フランスにまだいるなら
vendanges（ブドウの収穫）おいでよ!!と誘ってくれ、この機会に参加
することにしました。
　取り合えず分からないなりにも飛び込んでみるのも大事だなと思い
ます。何事も経験ということで、これからもいろんな事にチャレンジし
ようと考えています。飲食業界の就職先はすぐに見つかるといわれま
すが、なかなか返事が返ってこなかったりと待つ時間もかかるので、も
う少し準備していけば良かったとも思います。モチベーションレターの
存在を知らず事前に準備していかなかったので、日本にいる間に準備
されることをお勧めします。 
　また、ディジョンはマスタードやワイン、カシスなど名産がたくさん
ある土地で、町自体も活気があります。有名なドメーヌへもバスで行
く事ができるので、特にワインが好きな方には有意義な滞在ができる
のではないでしょうか。

            
    京都のパン屋さん　ボンボランテ-bonne volonte-

ボンボランテ-bonne volonte-
京都市上京区河原町通
荒神口下ル上生洲町229-1
075-213-7555
営業時間：11時～20時
定休日：日・月、8月
京阪「神宮丸太町」出入口1より
徒歩約10分

上：対面式のショーケースには、たくさんの
種類のパンが並びます。
中右： ニコちゃんマークのクリームパン

-2-

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。
〒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

こちらは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪

【HP】http://www.omeisha.com

アシスタントおすすめ！フランス語学習ツール

ーズとラデュレ・シュクレです！日頃思いつかない
単語やフレーズに沢山出会うので、辞書を駆使し
てボキャブラリーを増やしましょう！
日本人に馴染みのあるタイトルですし、全ての意
味を理解しなくても大丈夫！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？

　イギリスの作家J・K・ローリングによる児童文学、ファ
ンタジー物語。 世界各国で刊行されており、合計4億部
（うち第1作が1億部）のベストセラーとなっている。シリ
ーズは第7作。原作が映画化され、テーマパークが開園
されたりと、シリーズは完結しましたが、人気は未だな
お、衰えることを知らない大人気の小説。
【あらすじ】ハリー・ポッター意地悪な従兄にいじめられ
ながら11歳の誕生日を迎えようとしたとき、ホグワーツ
魔法学校からの入学許可証が届き、自分が魔法使いだ
と知り・・・

欧明社 -OMEISHA-

販売価格 ：5,019円(内税)

左下 ： ワインラベルはこうやって作ります

ラデュレのお菓子のレシピ100種類☆宝石箱
のような美しい本。 ラデュレのシェフ・パティ
シエのフィリップ・アンドリゥが、パン・ペルデ
ュやチェリーのクラフティといったフレンチ・
クラシックのレシピを始め、 マカロンやタル
トなどラデュレで食べられるお菓子のレシピ
を家庭用にアレンジしている。側面が金色の
この本を眺めているだけでもフランスの世界
に浸れること間違いなしの一冊だ。

　　　AJの生徒Hさんのおすすめするパン屋さん、ボンボランテさんは京都御
所の東側、府立医大病院のすぐ南にあります。 お店に入ってすぐ左にある大き
な薪釜で全てのパンを焼かれています。 釜で焼くと、火の通りがオーブンとは
違い、外はパリッ中はふんわり仕上がるのだとか。京都東山の「イル・パッパラ
ルド」さんを経て、2001年7月にオープンされました。オーナーの井上さんは
「私は次の日用にパンを買うことが多かったので、遅くまで開いているパン屋
さんをしたい」と考え、仕事帰りのお客さんも多く通われます。「灰さしあげ
ます」の小さな張り紙に、井上さんの優しさが伺える、心がほんわりするお
店です。購入したパンを持って御所や鴨川でピクニックするのもいいですね！

～ ハリー・ポッター シリーズ ～  Harry Potter

～ Ladurée Sucré ～ ラデュレ・シュクレ
シリーズによって価格に変動がございます。

AJ-Franceのスタ
ッフが「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！今回は、
ハリーポッターシリ

↑ 邦題 : ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団

【又野さんの留学費用の内訳】　　　合計留学費用：約120万円　　　
学校＋ホームステイ：約16万円　　　　　　　 現地生活費：約10万円/月
アパルトマン契約金（2人でシェア）：12万円　　その他（航空券、海外旅行保険）：30万円



AJ-Journal 配布リスト

配布先募集中！

AJJをあなたのオフィス、お店、
学校、教室にて配布・設置しませ
んか？完全無料でお届けします

お気軽にお申し込みください！    
　ecole@aj-france.com
　　 075-703-0115  

お申し込みは

◯京都府

   敬称略・順不同
★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

北区　　 Café salon 北山店 ★
         　CAVA ★
            Vapeur ★
　　　   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 ★
            Les amoureuses ★
            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?
         　Café barbatica
            CIRCUS COFFEE
　　　　Charme kitayama
            Noinah
            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
左京区　 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
中京区　 osteria bastille ★
         　Paris bis ★
         　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
　　　　Grenier d’or
         　bouchon
            Chez Luc
            CAFE PULPO
         　mechant Loup
            kolme kyoto
         　Café kosci
         　A table
              
         

中京区　  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 
　　　　サラサPausa麩屋町
            さらさ花遊小路
         　椿姫（町家サロン）
　     　 マユミデンタルクリニック
　　　　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
　　　　 京都町家かりんとうあめんぼ堂 2号店

下京区　 INOBUN 四条本店
　　　　a peu pres
         　Café marble
         　aux bacchanales
         　Café independant
         　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
上京区　 Café Frosch
         　Bon Bon Cafe
　　　　le vieux logis ★
　　　　アクエリエル京都 ★
　　　　同志社大学今出川キャンパス
         　Cafe1001
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
伏見区　 くいな橋しばたデンタルクリニック
            Tea&Life
　　　　都大路タクシー
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

◯東京都

名古屋市  Mirabelle
             salon & D＋design associates
長久手市  愛知県立大学フランス学科
岡崎市 　 アートバレエ　岡崎スタジオ　オフィス  

◯愛知県

◯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

◯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 　

◯大阪府
茨木市　  salon de the JAMIN
             Studio Ko*a
高槻市　  STERAカフェ
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
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)
               ANDS
             カフェモード
中央区　  アロマカルチャースクール大阪 ★
　　　    Ena Beauty　
　　　   　  ヒーリストサロン・ドゥ・リール
　　　　 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
             パーティーランドなんば店
             cafe and bar Sole de Mare 　
浪速区　  cache cache
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）
富田林市  オレンジ カウンティＣafe
豊中市      アエレカフェ
東大阪市   icomadesign ＋ comacafe
箕面市　   meeno
             アンティークショップantique arles
             ノイカフェ千里店
             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

渋谷区     エスモード東京(ファッションの学校) 　
             LeCordonBleu Japan Tokyo
千代田区  欧明社
世田谷区  Zanny
             株式会社studio y
目黒区      ベロボディア インペリアル アーツ バレエ目黒               
中央区      エポーレ　カルチャースクール
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 ★
　　

◯福岡県
北九州市　フラワーサロン・SCHOOL
                        SUKUSUKU co.,ltd.

◯大分県
日田市　  日田リベルテ（映画館）

発行元：株式会社AJ-FRANCE

メンバーズカードパートナー店募集中！
Le Club AJ-France 2013

稲地（いなち）まで

■ フランス留学体験記＆お花留学のすすめ
■ Nouveau!! DELF A1に受かろう！講座

■  京都とフランスをつなぐ “Taxi Gourmand”
■ 2013年1月～3月フランスのイベント・お祭り情報

  Photo par Yuko SENGOKU

京都市内・関西圏は
もちろんフランスにも
パートナー店が沢山！
当社サイトと教室内閲覧
ファイルにて、
パートナー店様をご紹介
いたします。

◯沖縄県
那覇市　 decco

◯兵庫県
神戸市
中央区　 Café de paris
　　      SUBARU 
            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
兵庫区　 神戸アードヴィレッジセンター
西区　　兵庫県立大学
明石市    モンテメールバレエ
西宮市    FioreBalletStudio

◯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
 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

◯三重県
四日市市   HOLY HOUSE STUDIO&CAFE 
いなべ市   北欧おうちカフェ ｔｉｎä*ｔｉｎä
津市　　　青山高原カントリークラブ
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  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

川崎市     バレエ ノイ フューレ
厚木市     Ivy Ballet
名古屋市  salon & D＋design associates

◯神奈川県

◯熊本県
熊本市　  佐藤恭子バレエ教室

◯富山県
富山市     和田朝子舞踊研究所

◯徳島県
徳島市     原田ゆりえバレエ研究所

無料Parce que nous aimons la France

Le Club AJ-FRANCE

2013

 ご協力店舗のご紹介

CAVA （カーヴァ）様 
賀茂川沿いにあるカフェレストラン。 四季折々の賀茂
川の景色を眺めながら、 旬のオーガニックの野菜を使
った美味しいパスタやピザが楽しめます。
京都市北区上賀茂菖蒲園町８７-３ サンハイツ1F
TEL 075-702-0510

ピッツェリア バール シンパティア様 
ナポリピッツァと南イタリア郷土料理のレストラン。
ピザ職人が一枚一枚手で延ばし、高温の石窯で焼き
あげたピザは絶品☆どれも家庭的で素朴な味わい。
京都市北区上賀茂桜井町77 ノースウェーブ北山
TEL 075-722-8453


