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フラワーサロン・SCHOOL
SUKUSUKU co.,ltd.
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ご協力店舗のご紹介
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西区
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明石市

モンテメールバレエ
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◯愛知県

名古屋市 Mirabelle
salon & D＋design associates

ロイヤルボディコンシャス京都北山本店 様

リラクゼーション、
エステのお店。五感すべてに心地良
く、過ごすだけで癒されます。京の町屋の佇まいとは
対照的なインドネシア・バリの空間が広がります。
京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町31番地
TEL 075-723-0415

長久手市 愛知県立大学フランス学科
岡崎市

◯福井県
福井市

アートバレエ 岡崎スタジオ オフィス
レストランジャルダン
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津市
富山市

徳島市

◯沖縄県
那覇市

青山高原カントリークラブ

和田朝子舞踊研究所
原田ゆりえバレエ研究所
decco

京都市

上賀茂手づくり市実行委員会

お申し込みは

稲地（いなち）
まで

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

◯北海道

Nail salon&Nail school アリューム北山 様

配布先募集中！
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
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心地よく過ごせるオシャレなネイルサロン。
ハイレベル
な技術でワンランク上のスタイルをご提案し続けるネ
イルサロン。
スクールも併設されています。
京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町1 セレス北山1F
TEL 075-702-2255
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メンバーズカードパートナー店募集中！
Le Club AJ-France 2013

ブルーベリーフィールズ紀伊国屋

敬称略・順不同
★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

LE JOURNAL

café et bar Que sera sera

株式会社プラネットリビング
なぎさWARMS

ecole@aj-france.com
075-703-0115

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

restaurant café ROUTE26

◯配布協力◯

◯滋賀県

ONLY FREE PAPER

神戸焼菓子処 ぱ・ど・どぅ
兵庫区

◯徳島県

明日香村 コッコロカフェ

Studio ilunga

TRITON CAFE 北野店

和モダンキッチン Nico Style

生駒市

LeCordonBleu Japan Tokyo

BISTRO POISSON-ROUGE

◯富山県

ビストロ ハル ★

ビストロボンモルソー ★

神戸市
中央区

Mardi Mardi

絵本とコーヒーのパビリオン

エスモード東京(ファッションの学校)

◯兵庫県

Bon Bon Cafe

同志社大学今出川キャンパス

Ma cantine

LINDEN BAUM

ポパンクールカフェ

Café Frosch

アクエリエル京都 ★
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カフェトラベラーズハイ
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パン工房RK

豊中市

富田林市 オレンジ カウンティＣafe

堺市
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WORLD1 京都北山店
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STERAカフェ

京都シネマ

Cafe Bar 高円
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Studio Ko*a

高槻市

箕面市

プチロール

京都ゴルフ倶楽部

京都造形芸術大学
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茨木市

brasserie Cafe Onze

賀茂窯

恵文社一乗寺店

INOBUN 四条本店

阿倍野区 辻調グループフランス校事務局

petit japonais

さらさ西陣

猫町カフェ

cafe and bar Sole de Mare
cache cache
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THE BURGER COMPANY

Farafel garden

CAFE BIGOUDENE

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）
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プリデリグラフィックラボ

港区

aux bacchanales

OKIDOKI北山店

アロマカルチャースクール大阪 ★

浪速区

Café marble

COM

Evantail

中央区

-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

Cafe de Naiki

Tocoha

INOBUN 北山店

ANDS

chocolat

石川工業

APA KABAR?

Noinah

エスモード大阪(ファッションの学校)

カフェモード

Taiwa 京都調理師学校

Hair studio A.R.S

Charme kitayama

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

サラサPausa麩屋町
椿姫（町家サロン）

アンヌ・モネ 京都店 ★

渋谷区

国立国際美術館

ネイルサロン北山アリューム ★

Vapeur ★

◯東京都

カフェ実身美

チャコット 京都店
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中京区

◯大阪府
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ロイヤルボディコンシャス ★

左京区

A table

Le Club AJ-FRANCE
2013
Parce que nous aimons la France

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。

編集・制作 ：株式会社AJ-FRANCE
発行・編集人：稲地 星良 ／ 留学記事担当：坂 眞理子

Gratuit - 無料

■ フランス留学体験記
■ Nouveau!! 高校生&大学生対象夏休み集中講座
■ 京都とフランスをつなぐ “petit à petit”
■ プチコラム - péniches -

カオールからのルポルタージュ
<< en direct de Cahors >>

今回は、AJ-Franceフランス語教室の生徒Mariさ
んが留学サポートを利用し、
フランスへプチ留学されました！
観光ビザ（ビザ無し）
で渡仏し、
ホームステイをしながら語学
学校でフランス語レッスンを受けたり、
お花屋さんで研修をし
たりと、
充実したフランス滞在をされました！

上：花屋の店長パスカルさんと 下：カオールの風景

Madame M. Mari

留学先 ： カオール（フランス南部）
期間
滞在

： 約1ヶ月間（2012年10月〜11月）
： ホームステイ

研修先 ：フローリスト Zeste

語学学校 ： Le Franc Parler
合計留学費用 ： 約60万円

１０月中旬から３週間、
ミディ・ピレネー州のカオール
（SNCFでトゥ
ールーズから１時間半、
パリから５時間）
という、
中世の建物が数多く残
り、
サンチアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路でもある街にホームステイ
し、午前中はLe Franc Parlerでフランス語の授業を受け、午後は花屋
さんで研修をさせていただきました。
授業は３時間のプライベートレッスンだったので、文法やCDの聴き
取りのほかに、詩や寓話などの文学作品や、雑誌・新聞などの記事の読
解など、飽きないように内容を工夫して下さいました。少人数のアット
ホームな学校なので、
先生やほかのクラスの生徒さんたちと一緒に昼食
をとったり、
市内の歴史的建造物を案内し説明して下さったり、
プライベ
ート校ならではの温かい対応でした。
研修が無い時には、授業のあと映画を観たり、美術館に行ったりもし
ました。
研修は、
日本でフラワーアレンジメントを習っているので、
語学と
観光以外に何かプラスしたいと思い、紹介していただきました。
カオールいちの花屋さんZesteの店長パスカル氏は、
モナコ皇太子の婚
礼の際にアレンジを担当したひとりで、
顧客の方々の信頼が厚いのを感
じました。
お客様の希望に合わせて、
あっという間にブーケを完成させ
る手際を間近で見ているだけで、
とても勉強になりました。私の作った
ブーケに値札が付いて飾られた時は、
とてもうれしかったです。
クリスマ
スツリーのデコレーションを任され、
日本では出来ない貴重な体験をさ
せていただきました。
ホームステイ先のカトリーヌさんは、
画家のお料理の上手なマダムで、

毎日夕食の準備を手伝うのが楽しみでした。
レンズ豆のポタージュ
スープやブダン
（豚の血と脂の腸詰）
など、
日本で食べたことがな
い食材を楽しめました。
ジャムやデザートも手作り。何でも買って
済ませている生活を少し反省。
パン屋さんがすぐ近くだったので、
毎朝焼きたてのクロワッサン＆バゲットを食べられたのが、
パン好
きの私にとって最高でした。
個展の準備で忙しい中、
週末にはフラ
ンスで最も美しい村に選ばれたSt.Cirq-LapopieやMontcuqな
ど郊外の素敵な村に車で連れて行って下さいましたし、
たくさん
のお友達のお宅にお邪魔させていただきました。
話題はわかっても、
詳しい話の内容はさっぱり・
・ということがほと
んどでしたし、言いたい単語がわからないことばかりで、
もっと語
彙力を身につけないと・・・と実感しました。
でも、
一緒に笑えたり、会話が続いた時は楽しかった
です。
初めてのフランス。初めてのホームステイ。素
晴らしい出逢いと貴重な体験の詰まった、
あっ
という間の１ヶ月。帰国したくないと思えるくら
い、最高の留学となりました。温かく接して下さ
った皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
【Mariさんの留学費用の内訳】
フランス語個人レッスン ： 約32万円
ホームステイ： 約6万円
（朝夕食付き）
研修先手配料 ： 約6千円

AJ-Franceサポート料 ： 3万円
現地生活費 ： 約5万円/月
その他
（航空券、
保険等）： 18万円
合計留学費用 ： 約60万円
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アシスタントおすすめ！フランス語学習ツール
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欧明社 -OMEISHA-

こちらは フランス語書籍専門店の欧明社さんで

AJ-Franceのスタッフが
Lʼécume des
「コレは良い」
と感じたフラ
jours
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
販売価格：
ている方、
フランス語学習の
1,145円(内税)
切り口を変えて、
楽しくフラ
ンス語習得しませんか？ど 「現代でもっとも悲痛な恋愛小説」
ちらも想像力を働かせて読
1947年に出版されたフランス人作
むと、
とても面白いですよ♪
家、
ボリス・ヴィヴァンが書いた青春
小説。作中には言葉遊びやこの作品
1947年創業のフランス図書専
限定の造語が多く、
センスの光る作
門店。教材、
電子辞書、
書籍、
雑
品。
ジャズやSFなどの要素があり、
誌、
DVD、
文具、
映画のチケット
恋愛だけでなく、内容そのものをも
までを扱っています。
楽しめる。
題名を和訳すると
「日々の
〒102-0071
泡」
。
フランスでは、
ティーンエイジャ
東京都千代田区富士見2-3-4
ーに親しまれているのだそう。結末
【TEL】03-3262-7276（代)
【E-Mail】info@omeisha.com
もフランスならでは！！！名作です。

【HP】http://www.omeisha.com

購入可能です♪

Le petit prince CD raconté par
GERARD PHILIPE

販売価格：
2,814円(内税)

「なに、
なんでもないことだよ。心でみなく
ちゃ、物事はよく見えないってことさ」

名優ジェラール・フィリップ朗読によ
る
「星の王子さま」
オリジナルCD。夜
寝る前に聴くのがおすすめ。淡々と話
しすすめるこのCDは、
フランス語独
特のリズムが心地良く耳にき、
朗読と
いうより唄っているように聞こえます。
星の王子様好き、
ジェラールフィリッ
プ好きにはたまらない1枚。
収録時間33min. / texte abrégé(抜粋版）

*こちらの商品は物語のハイライトのみを収録した
抜粋版です。

京都のおみやげ nikiniki

京都のおみやげの定番中の定番、
「八ッ橋」
は今から320年以上前に誕生しました。
それか
ら時を経て2011年3月、
江戸時代創業の京都の老舗、
聖護院八ッ橋総本店さんが手がけるパ
イロットショップ
「nikiniki（ニキニキ）」
を木屋町にオープンされました。
白と黄緑を基調としたショップは、
まるでヨーロッパのパティスリーのよう。
対面式のカフェ
を思わせるカウンターは、待ち合わせ前や出勤前にちょっと
「引っ掛ける」
ことができるような
気軽さをイメージして作られたそうです。
また、
おみやげの意識が強く、
八ッ橋から離れがちな
地元の若い方へも幅広く知ってもらえるように、
かわいさと新しさを追求したとか。
イートインはひとつからOK。季節の生菓子もあるので、
いつ行っても楽しめます。
インターネット販売はされておらず、四条店か京都駅店のみでしかゲットできない
ので、
おみやげにピッタリですよ！

nikiniki

京都市下京区四条西木屋町北西角

075-254-8284
営業時間：11時〜19時
定休日 ： 不定休
↑素敵な笑顔！店長の桑原さんと店員の木村さん

阪急河原町駅5番出口すぐ
http://www.nikiniki.co.jp/

上 ： お店の外観
左下 ： テイクアウトもできます
右下 ： カラフルな生八ッ橋。
とってもかわいいんです！

左上 ： St.Cirq-Lapopieの静かな街並み。
右上 ： カオールの語学学校Le Franc Parler
こじんまりとして雰囲気の良い学校です。
左下 ： Mariさんの作品。
とてもchicな雰囲気です。
右下 ： ホストファミリーのご友人達と一緒に。
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フランスと京都をつなぐ【JJの対談シリーズ】 “Quand un graphiste découvre le textile. ”
今回は、
イメージプロセッシングとイラストレーションを専門に扱う会社、petit à petit（プティ・タ・プティ）
さんを訪ねました。
京都市の洛中、
鞍馬口駅から歩いてすぐ、
上御霊神社近くの閑静なエリアにアトリエを構える
この会社は、
去年の秋に始まったばかり。petit à petit, l’oiseau fait son nid. 〜鳥は、
少しずつ巣をつくる〜 フランスのことわざ
から選んだ言葉が社名だなんてとても素敵！！そんなわけでこの度、
AJ-Franceの代表ジャンジャックとの対談が実現しました！

Petit à Petit 〜プティ・タ・プティ〜

フランス留学

はメモでやるんです。
結構上手くいくんですよ。

どの蚤の市がお気に入りですか？
小学校、
中学校と同級生だった奥田さんとナカムラさんが立ち上げ 【J】
ヴァンヴの蚤の市でしょうか。
サイズがちょうど良くって好きなん
たこの会社は、
どんな時もゆっくり丁寧に、
少しずつ積み重ねるその 【ナ】
クリニャンクールは私には大きすぎるかな。
ペースが、
二人に合っていると考えて付けられたそう。
どんな時でも です。
「ていねいに、
ゆっくりと。
ひとつ、
ひとつ」
。
人とのつながりやものづく 奥田正広さんのお仕事
りのうえで最も大切にしていきたいという思いが込められています。 - 奥田さんはどんなお仕事をされていらっしゃるのですか？

ナカムラユキさんのお仕事

Séjours en FRANCE

- これまでどんなお仕事をされていらっしゃるのですか？
【ナカムラユキさん
（以下ナ）
】
本当にいろいろです。
イラストレーター
歴は今年で25年目になりました。
20代の頃はフランスの雑貨が日本ではブームだったので、
イラストレ
ーターの仕事でフランスへ行く度に、
蚤の市で少しずつ雑貨を買い付
け、
京都にお店を持っていました。
（今はお休みしていますが）
当時は
日本ではとても珍しかったので、
全国からお客さんが来て下さってい
ました。
最近は車のメーカーのイラストや、
パッケージにイラストを描
いたり、
京都駅の京都市とパリの国際姉妹都市祭のパンフレットのイ
ラストを描いたり、
mt
（マスキングテープ）
を使ったワークショップを
パリのユニクロで開いたり・
・
・。
本も毎年1冊出していますよ。
実はフランスへは仕事でかれこれ39回行っているのですが、
未だにフ
ランス語は話せません・
・
・
（笑）
【ジャンジャック
（以下J）
】
わ〜沢山行っていますね！
【ナ】
コミュニケーションはジェスチャーで伝えますし、
値段の交渉等

【奥田さん
（以下奥）
】
僕はグラフィックデザイナーさんがデザインした
ものを画像処理したものを水着にしています。
【Jと私】
？？？？？？
【奥】
そうですよね
（笑）
。
デザイナーさんがパソコンでデザインしたも
のを水着用の布に印刷できるように、
メーカーから色の指定をされた
ものを修正するんです。
スポーツメーカーから依頼を受けてますね。
その他は、
パリコレに出る日本人デザイナーの生地を手がけたことも
ありますよ。
これがパターンですね。
【私】
（実物を見せてもらい）
へぇ〜！！ほぉ〜！！こうなってるのか！

これから

【私】
お二人が一緒になったら、
これからがとっても楽しみですね！
【ナ】
そうですね！私が描いたものを奥田にPCで処理してもらって印
刷して・
・
・、
布に印刷されて動きが出るのが、
今とても新鮮なんです。
6月にバッグやクッション、
洋服に私のイラストやコラージュを使った
個展をするのですが、
今から楽しみですね。

オリジナルテキスタイルを使った2013年のカレンダー。
どれも素敵。

↑カフェのような
コーナーでお話し
ました
←プティ・タ・プテ
ィのオリジナルテ
キスタイル。色鮮や
かです。

プティ・タ・プティ 株式会社
http://petit-a-petit.jp/
奥田正広
ナカムラユキ

フランスへのプチ留学・長期留学ならAJ-FRANCEにお任せ！！

株式会社AJ-France
（アージー・フランス）
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。

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！

各種ビザ申請
（学生ビザ・ワーキングホリデービザ・コンペタンス・エ・タランビザ・研究者ビザ・就労ビザ等）
も安心サポート。
また、
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、
お客様は日本全国にいらっしゃいます。
スタッフは全員留学経験者。
経験豊富なスタッフが貴方の
【留学計画〜渡仏時〜留学終了】
までサポート致します！

●
「初回カウンセリング
（お電話・スカイプ・ご来社など）
」
1回無料！
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。
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ございます。
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、
フランスに行きましょう！
※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
★ 学生ビザ申請サポート
¥30,000〜
※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
★ 専門学校紹介サポート
¥30,000〜
★ 語学学校トータルプラン
（3ヶ月以上）¥65,000〜
＊contact＊
★ アパート手配サポート
¥35,000〜
tel : 075-201-1530 / email : sejour@france-ryugaku.com
★ 各種翻訳
￥翻訳書類による HP: http://france-ryugaku.com お問い合わせはAJ-France 坂(さか)まで

【長期留学】
（3ヶ月〜）

【短期留学】
（1週間〜）

乗馬＋フラン
語学留学・フラワー留学・パティシエ留学・アート留学・バレエ留学、 料理の先生宅ホームステイ、
ワイン＋フランス語コース、
ゴ
やりたいことは様々。
多種多様なサポートをご用意しております。 ス語コース、
ご自身の趣
思い切ってフランス留学し、
本場で一気にスキルアップ！専門留学 ルフ＋フランス語コースなど、
短期で学んでみ
では
「全て初めて」
から
「手に職」
をつけて帰国することだって夢で 味とフランス語を同時に、
ませんか？
はありません!
せっかく休みを取るなら、
ただの観光だけ
でなく、
有意義なヴァカンスにしましょう！
語学学校と専門学校の一例をご紹介します。
今回は、
乗馬＋フランス語のコースについて
【語学学校一例：PERL】
レベルは10段階に分かれています。
また教師陣の質も高く、
当社か ご紹介します。
ら行かれた方にもご好評を頂いています。
1クラスの人数は8〜15
人と少し多めですが、
学校の事務的な対応もよく、
学校の質と料金 【乗馬＋フランス語コース】
学生一人一人に合わせた選択可能なプログラム。
9: 00〜13: 00ま
のバランスに定評があります。
では一般的なフランス語の授業
（文法、
語彙、
会話）
、
昼食後すぐにガ
ゼラン牧場に出発。
午後の乗馬を5回
（乗馬レッスン2時間＋馬の話）
。
●コース : 週20レッスンコース
自然の中を遠乗りして、
森やこの地方の探索をしましょう。
このプログ
●登録料 ： 50ユーロ
ラムは、
乗馬初心者の方も参加でき、
最高4週間まで可能です。
特にフ
●授業料 ： 170ユーロ〜／週
ランス語初心者の方で、
前後に語学レベルの強化をご希望の場合は、
＊最終的な料金は請求書によって決定します。
このコースを標準授業30時間を組み合わせることも可能です。
【専門学校一例：Académie Internationale de Coupe de Paris】
1860年にパリに設立された服飾専門学校。
本格的な服飾技術者
を育てるための研修を行なっています。
紳士服、
婦人服両方を学ぶ
1年間のコースと、
どちらか一つを選んで学ぶ半年間のコースがあ
ります。
2コースとも、
前期は平面裁断、
パターン・メイキング、
パター
ン修正、
グレーディング、
後期は立体裁断。
学年末試験の結果が優
秀であれば、
ディプロム(フランス政府認定のディプロム)を取得で
き、
現地メーカーで研修を受けることができます。

●コース ： 合計20時間 （月〜金／毎朝）
●授業料 ： 560ユーロ〜／週

その他：
●フランス語＋テニス
（ホームステイ料金込み・三食付き）
約1220ユーロ〜／週
●フランス語＋水上スキー
（ホームステイ料金込み・三食付き）
約1135ユーロ〜／週 など
＊最終的な料金は請求書によって決定します。

●コース ：レディースモデリストコース
（国家公認認定書の授与）
●受講期間 ： 9ヶ月間
＊他にも様々なコースをご手配させていただけます。
●授業料 ： 8950ユーロ
弊社までお問い合わせ下さいませ！

＊最終的な料金は請求書によって決定します。

＊お客様のご希望にあった語学学校・専門学校をご紹介します！
（すべてのご希望に沿えることができない場合がございます。
ご了承下さいませ。
）
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フランス2013年4月〜6月 イベント・お祭りカレンダー

リエ
いちおしアト

L’Atelier pour 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
1レッスン45分
べ物、人など）、
お絵描き等も。
フランス人講師が担当します。
1ヶ月2回：¥5000

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）
木曜日 17h00-17h45

＊入会金 別途必要
※ 慣れるまでお子様と一緒にレッスンしていただけます。

スカイプレッスン 〜 Leçon par skype 〜

-いつでもどこでもOK!!なプライベートレッスンあなたの町にフランス語教室がなくても大丈夫。Skypeでフランス語を
勉強しよう！当教室ではskypeレッスンもしています！
・最近忙しくて通学に時間を取れないからskypeでレッスンしようかな。
・京都は遠くて通えない、近くに学校がない。
・とにかくフランス語を話す機会が欲しい！
・・・という方、
お気軽にご相談下さい！ネット環境さえ整っていれば、
すぐに
受講可能です！無料体験レッスンもskypeにてお受けいただけます。

1レッスン55分
1ヶ月4回コース：¥14000
3ヶ月6回コース：￥22000
＊入会金、
テキスト代別途必要です

高校生&大学生対象 夏休み集中講座
〜 Cours Intensifs d’été pour lycéens et étudiants 〜

2013年の夏、AJ-Franceフランス語教室では夏休み特別集中講座を開講します！全く
初めてでも大丈夫！1クラス完全少人数制で、
ゆっくり丁寧に教えます。
コースを受講いた
だいた方にはAJ-Franceよりコース修了証を授与します。
さらにご参加いただいた方の
中から、
フランス語学学校のコースをプレゼントします！
事前にレベルチェックをいたします。
レッスンはフランス人講師と日本人講師が行います。

料金 ： 90000円
（入会金込み）
期間 ： 7月29 (月）〜8月3日
（土）
までの6日間
定員 ： 2名から
対象 ： 超入門
使用テキスト： Tête à tête, Séjour,
Communication progressive du français
申し込み期間 : 4月1日
（月）〜7月15日
（月）
※コース修了者には修了証を授与します。

<< タイムスケジュール >>（一例）
10h00〜11h30
11h30〜11h45
11h45〜13h00
13h00〜14h00
14h00〜14h50
15h00〜15h50
16h00〜17h00
17h00〜17h30

レッスン
休憩
旅行会話
昼食
フリートーク
発音
レッスン
おしゃべりカフェ（最終日のみ）

フランスには有名なお祭りがいっぱい。
日本のお祭りも年中あるように、
フランスでもいろんなところで祭りが開催されています。
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！ですね。
ローラン・ガロス・テニス場で行われるグランドスラムの大会。
http://www.rolandgarros.com/index.html
■ モナコ・グランプリ Grand Prix Automobile de Monaco
à モナコ Monaco
2012年は第70回大会となる。
http://news.visitmonaco.com/NewsSite/CalendarSearch.aspx
■ 指輪祭 Fête de la Bague （競馬）
photo par : Josh Clark
photo par : johanlb
à スミュール・アン・ノーソワ Semur-en-Auxois(ブルゴーニュ地方）
4月 Avril
「指輪のレース」
は1639年に始まったというフランスで最も古い
■ パリ・国際マラソン Marathon International de Paris
競馬レース。勝利者には黄金のリングが与えられる。
à パリ Paris
http://www.ville-semur-en-auxois.fr/
4万人のランナーがパリ市内を駆け抜けるフル・マラソン。
http://www.parismarathon.com/index.html
6月 Juin
■ Festival du ﬁlm policier à Beaune
■ 24時間耐久レース 24 heures du Mans
Rendez-vous au CapʼCinéma pour 10 à 20 représentaà ル・マン Le Mans (ペイ・ド・ラ・ロワール地方）
tions de ﬁlms policiers sortis dans lʼannée, et au Palais
http://www.lemans.org/
des Congrès pour une <<master class>>. Un jury com■ 中世祭 Fête Médiévale
posé de personnalités remet les grands prix du roman
à プロヴァン Provins (イル・ド・フランス地方）
noir français et international.
http://www.provins-medieval.com/
http://www.beaunefestivalpolicier.com
■ トゥール・ド・フランス自転車レース Tour de France
■ Journées des métiers dʼart en France
à フランス全土
100回目を迎える伝統ある自転車レース。
5月 Mai
http://www.letour.fr/
■ 牧童祭 Fête des Gardians
http://www.tourisme.ville-arles.fr/manifestations/
à アルル Arles (プロヴァンス地方）
精悍な牧童たちが馬に乗って行進。
アルル娘たちの民族衣装姿も
見逃せない。闘牛3年に1度「アルルの女」
が選出される。
http://www.tourisme.ville-arles.fr/manifestations/
■ カンヌ国際映画祭 Festival International de Cannes
à カンヌ Cannes（コート・ダジュール地方）
http://www.festival-cannes.com/
■ ローラン・ガロス全仏テニス Tournois de Roland-Garros
photo par : Nick Traveller
photo par : Mark Hintsa
à パリ
（Paris)

ラム
プチコ

参加者の中からフランスの語学学校1週間コース
（アリアンスフランセーズルーアン校、
週25時間相当）
を抽選にてプレゼント！

※抽選は10名様の参加がある場合に限り、実施します。語学学校への登録、
その他それに付随するサポートは弊社にてお受けしますが、飛行機のチケット代などの移
動費、滞在費、保険代などは別途必要。語学学校へは、
お好きな時期に通う事が可能です。
（有効期限は2013年8月より12ヶ月）

Alliance Francaise de Rouen ノルマンディーの小都市ルーアンにあるアリアンスフランセーズ。ルーアン校は年間を通じて一般フ
ランス語コースを開講しています。
ルーアンは、
パリ・サンラザール駅よりＳＮＣＦで約1時間のところにあります。木組みの特徴的な家や、大
聖堂など、古い街並が残っていて雰囲気◎。人も親切で比較的治安が良く、Parisや有名な観光名所へもアクセスが簡単な街です。

La Pétanque! ペタンク！ぺたんく！

日本でも最近よ見かけるようになった、
フランス発祥の球
技ペタンクは、
フランスに行くとあちこちの公園で気軽に行われているスポーツ
です。
名称は南フランス・プロヴァンスの方言
「ピエ・タンケ
（両足を揃えて）
」
に由
来します。
ルールはいたって簡単！テラン
（コート）上に描いたサークルを基点と
して木製のビュット
（目標球）
に金属製のブール
（ボール）
を投げ合って、相手より
近づけることで得点を競うだけ。スタイルはトリプルス、
ダブルス、
シングルスが
あるので、最低2人いればできちゃうスポーツなんですよ。
子供から大人まで楽しめるスポーツ、一度やってみては！？パリ市内でペタンクをするなら、Jardin du
éctit par Marie, stagiaire
Palais Royal、Jardin de la place Rodin、Square du Commerceなどが有名です。
à la Yûai association

http://www.kakichi-kyoto.com/

天然酵母パン教室 嘉吉(かきち)
低温長時間熟成法によるパン

ECOLE DE
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AKICHI

レッスン日についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
☎：075-746-2138 国際会館駅より徒歩約10分

EK

ロハスな食生活を基本に、材料も吟味し自家製天然酵母を使用します。
お一人ずつ説明、作業、焼成までお伝えします。
ULANGER
I
BO
■ 四季の旬の材料で作る「自家製天然酵母コース」
■ お米の酵母から作った「ホシノ天然酵母コース」
■ 「オーガニック酵母コース」 etc...
厚労省認定パン技能士2級主宰
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←
散歩すると頻
繁に見かける。
おじさんばかり
と思いきや、
小
さな子供も参
加しているグ
ループもあり
ました。

グループレッスン、
テーマ別レッスン

『 Le couteau à pamplemousse 』
グレープフルーツナイフ
一見普通の細身のナイフにも見えますが、実はこれ、
グレーフルーツ専用のナイフなん

sの
que
識
Jac
知
n
Jea とまめ
っ
ちょ

です。
このグレープフルーツナイフさえあれば、面白いくらい簡単にグレープフルーツの
果肉だけを取り出せます。白い房の部分や薄皮を取り除くのが面倒で、手を出しにく
かったグレープフルーツも毎日楽しめます。
スイスイ、
パクパク、食べすぎちゃいますね。
グレープフルーツは、元々は文旦とオレンジが自然に交配してできた果物です。甘さや酸
味の他に、
ほろ苦さがあるのが特徴で、
フランスのスーパーではアメリカ産の他、
モロッコ
やエジプト産、南スペイン産のものも多く見られます。
日本ではジュースにする人も多い
ですね。
フランス人には馴染みが少ないですが、
ハッサクや文旦など他の柑橘類も、
この
ナイフで食べると皮がなくなる分、
とてもおいしくいただけます。

Vivre sur un bateau, ça vous tente?

Connaissez-vous les péniches?

Ce sont ces grands et très longs bateaux qui naviguent sur les ﬂeuves
français. Si vous êtes allé à Paris, vous en avez certainement vu sur la Seine. A lʼorigine elles servent à transporter des marchandises dʼune ville à
lʼautre. Mais certaines personnes décident aussi dʼy habiter. Les péniches
sont alors transformées en bateaux logement : lʼintérieur est aménagé
comme un grand appartement, avec le même confort quʼun appartement
normal, mais sur lʼeau. Et si vous êtes à la campagne, vous pouvez proﬁ- 運河にpenicheが並ぶ光景は、もはや街の一部となっていま
す。
何ともおしゃれですね〜！
photo par : JC
ter agréablement du calme et de la nature.
Si vous voulez découvrir la vie sur un ﬂeuve, il est possible de louer des petits bateaux pour les vacances et si
vous souhaitez monter à bord dʼune péniche, il existe aussi dans les villes des péniches-restaurant, pour un
diner au bord de lʼeau par exemple.

緑々しい玄関は、
庭園というより庭の趣きがあります。
photo par : Par pblome

パリのセーヌ川やサンマルタン運河に浮かぶ、
少し大きな船には人が住んでいるのをご存知
ですか？元々、
人々を対岸へ運ぶ運搬船として存在した船に、
いつの間にか住む人があらわれ、
今や
「家」
として定住する人が多くいます。
甲板に小さな庭園を持つ船もあったりと住民それぞ
れが好きなように暮らしています。
このように、
船に住む人はパリだけでなく、
リヨン、
隣国のベルギー、
スイスなどにもいます。
船は安くて50,000€のものからありますが、
200,000〜300,000€のものが平均的のようで
す。
それに、河への設置料（使用料）
は年間500〜5000€程とのこと。観光庁や市役所で許可
申請をすればあなたもフランスにpénicheを持つのも夢じゃない！なーんて、
船を買うなんて勇
気が必要ですね。
まずは小さなpénicheを借りて、運河伝いに旅行してみるのもいいかもしれ
ませんね。
参考：http://www.seineplus.com/habiter-une-peniche/

monologue capricieux 〜 おもしろ早口言葉 〜 ためにならないけど楽しい♪そんな言葉をご紹介！
Il était une fois une marchande de foies dans la ville de Foix qui se dit “ ma foi, c’est la première fois que je
vends du foie dans la ville de Foix” （直訳：昔むかしある所に、レバー屋さんが、Foixという街で、
「確かFoixでレバーを売るのは

今回が初めてだと思うよ」
と言いました。
） 良くわかりませんね
（笑）
。
ただ、
これを口にしてみると、
とっても面白いんです。
ミソは
「フォワ」
。
そこかしこに
「フォワ」
が散りばめられているのです。
少し時代を感じるフレーズですが、
フランス人は1度は口にした事があるフレーズです。
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■はじめの一歩のフランス語
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10h~11h
4月13日、27日／5月11、
日25日
6月8日、22日
受講料：14000円 テキスト代実費

-フランスにもっと近づこう、
「学びたい」
を応援しますあなたにぴったりのレッスン、
きっと見つかります。
■プチニコラを読もう！
名作を音読しよう！なんとなくわか
るけど細かいニュアンスが難しい方
へ！単語を増やすのにも有効です
3ヶ月6回 受講料：14000円 テキスト代実費
グループ①：木曜日 ou 金曜日10h〜11h
4月5日、19日／5月10日、24日／6月7日、21日
グループ②：木曜日/ 14h〜15h
4月4日、18日／5月9日、23日／6月6日、20日

■旅行会話

■アトリエB.D.(マンガ)

-Bon voyage!!-

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

おす
すめ
！

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

びます。1冊読み切る達成感◎

要望に応じ、個人レッスンでも対応

3ヶ月3回全6時間 木曜日15h~17h
4月11日／5月16日／6月13日
受講料：14000円 テキスト代実費

月4回(1ヶ月完結)

土曜日9h〜10h

受講料：10000円(入会金不要)

■アトリエ・
とらばーゆ
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
場合は30000円

■1ヶ月集中講座
1年分を1ヶ月で取得し
よう！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！

■らくらく発音アトリエ
発音記号が分かれば、
もう
怖くない！！どんな文章でも
読めます。仏検2級で手こず
る書き取り（dictée)にも強く
なります！

■アトリエ・デ・ママン
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
3ヶ月6回 水曜日 14h〜15h30 (〜16h)
4月10日、
24日／5月8日、
22日／6月12日、
26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！

3ヶ月3回全6時間 木曜日15h~17h
4月25日／5月30日／6月27日
受講料：14000円

■グループレッスン (3ヶ月:全10回)
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！

超入門 ：楽しく1から学ぼう

開催日：金曜日 10h~11h30

4月12日、19日、26日／5月10日、17日、24日、31日／6月7日、14日、21日

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

4月13日、20日、27日／5月11日、18日、25日／6月1日、8日、15日、22日

4月12日、19日、26日／5月10日、17日、24日、31日／6月7日、14日、21日

受講料：29000円 (1レッスン90分) 定員：7名様
事前レベルチェック無料
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■その他のイベント

アトリエレッスンなど

・ おしゃべりカフェ 〜salon de discussion〜
・ アトリエ・スクラブル
・ アトリエ・シャンソン
・ DELF/DALF、TCF、対策レッスン
・ 仏検対策レッスン
・ お菓子、
お料理レッスン
※すべてのアトリエを個人レッスンで対応します。
オーダーメイドも可！まずはご相談下さい。

『講師派遣いたします』ニーズに合わせて、経験豊富なネイティブの

生徒さんインタビュー interview dʼun élève

フランス語講師を派遣いたします！

・ 日仏通訳
・ 社内研修や福利厚生の一環としてのレッスン
・ 幼稚園・保育園でのフランス語アトリエ
・ 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

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AJに通い始めて6年、
月に2回のペースでレッスンされている京都市北区在住
の松田絵美さんにお話をお伺いしました。
彼女は、
イベント出店やカフェへ卸しの為
のお菓子を作っていらっしゃいます。
また、
毎月開催される上賀茂神社の
「上賀茂手
づくり市」
や、
平安神宮近くの岡崎公園の
「平安楽市」
に出店されています。
辻製菓専
門学校卒業後、
洋菓子店やベーカリーレストランなどで働き、
その後結婚や出産でお
菓子作りから一旦離れていましたが、
京都の手づくり市を知り、
7年前からお菓子の
製作を再開し、
出店するようになったそうです。

↑ 右が松田絵美さん。

アトリエ・デ・ママン
旅行会話

レッスン、結婚式の日仏通訳

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

ー今後の目標は？
ボキャブラリーを増やし、
いつかまたフランス旅行に行く時に色々な会話
ができるようにしたいです。
あと、
落ちた仏検のリベンジです☆
→
ロ
ゴ
も
す
ご
く
か
わ
い
い
ん
で
す
よ
☆

アージーフランス
見取り図

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 ☆主な実績☆
語学スクールのフランス語グループ
ランス語などアレンジは自由自在です。
お見積もり無料！お気軽にお問い合わせください♪

ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
製菓専門学校のフランス校に行ってから興味を持ち、
大手語学学校へ通っ
た時期もあったのですが、
使い勝手が合わずやめてしまい長い間語学から
離れていました。
そんな頃、
上賀茂神社の手づくり市でAJの代表のジャン
ジャックさんに出会い、
改めてフランス語を学ぼうと思いました☆

AJ-France
de bas en haut

2F
1F

ちびっこアトリエ

お料理教室

美味しそうな焼き菓子が沢山！！→
お店は一人でされてらっしゃいます。

↑上賀茂手作り市の会場の様子。

http://s.ameblo.jp/tangodechatnoir/
いつもにぎわっています。
上賀茂手づくり市実行委員会 http://kamigamo-tedukuriichi.com/

松田絵美さんのブログ
写真協力

AJ-France フランス語教室料金表

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

大好評につき第3回目!! 古都・京都巡り 〜フランス1日ホームステイ〜
まずは午前のレッスンで当日使える語彙や時制を習得して、午後はみんなでお出かけ♪食事と午後の散策は講師も
4月29日
同行するので、1日中フランス語にどっぷり浸かれます！
(月.祝)開
催!!
受講料：16000円
（食事、保険代込） 定員：6名様
※ 交通機関で移動の場合の運賃や入場料など別途必要

- プライベートレッスン - ※スカイプレッスンも同料金 1レッスン55分
◯ 1ヶ月4回コース
¥ 14,000
◯ 3ヶ月6回コース
¥ 22,000
◯ オーダーメイドレッスン（仏検対策、シャンソン発音等）¥ お見積もり
- お友達同士のグループレッスン - ※2名様より

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 ◯ 1ヶ月4回コース（学生割引あり）
◯ 3ヶ月6回コース
に合わせてレッスンを行うので、留学へのフォローも万全！

◯ 3ヶ月12回コース

※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

株式会社AJ-France 各プログラムのお申込・お問い合わせ先
〒603-8054 京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU
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朝はレベル別にみっちりレッスン

昼食はみんなで一緒にいただきます！

午後は全員で外出

戻って習ったことのまとめ＆復習

京都を散策しながらフランス語を話しましょう。頭を使いながら身体を動かし、五感をフルに使ってフランス語を話
すと、普段よりも効果的に学ぶ事ができます。
フランスへの留学を計画されている方の予行練習にもぴったりです。

女性のフランス旅をコーディネートいたします

～チェルカトラベル株式会社～
◆
◆
◆
◆

全国どこからのご出発
でも対応出来ます
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フランス留学サポート
☎: 075-201-1530
HP: france-ryugaku.com
Mail: sejour@aj-france.com

パーシモン

嵯峨野のアンティークショップ

化野念仏寺の向かい、鳥居本町並み保存館の隣の町家風西洋骨董店

当店は産地直送の新鮮で美味しい、個性豊かな野菜
を販売する八百屋です。全国の野菜作りへの情熱に満
ちた生産者を訪ね歩き、
日々美味しい野菜を探し求め
ています。店内はお 客様にわくわく楽しんでいただけ
るようなディスプレイを心掛けています。是非一度遊
びにいらしてください。

〒616-8437

京都市右京区嵯峨
鳥居本仙翁町7-1

tel：075-862-4140
e-mail:antique@persim.net
URL: http://persm.net

京都府知事登録旅行業第3-547号

交
通
ア
ク
セ
ス

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

店内には欧米の陶磁器・ガラス・人形・アクセサリー・
インテリア・時計などを所狭しと展示しています。風光明媚な
嵯峨野散策を兼ねて、ぜひ一度お越しください。

お１人で旅行される為のサポート＆手配
現地の知人に会いに行く旅手配
安心格安航空券手配
花、カルトナージュ、雑貨、お菓子、パン等を
特集したグループツアー等も承ります。

お問合せは～ Tel（075）950-7149 井上までお気軽に
info@cerca-travel.co.jp - http://www.cerca-travel.co.jp

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

1レッスン55分
¥ 12,000
¥ 20,000
¥ 32,000

地下鉄北大路駅 北 出口（今宮通り側）
より徒歩５分
〒603-8172 京都市北区小山初音町26
Tel. 075-493-5612
営業時間 : 10:30〜19:00
定休日 : 月曜日
HP : http://www.onedrop-vege.net

営業時間：10:00〜17:00
定休日：年中無休

（催時により臨時休業の場合がありますので事前確認願います。
）
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『講師派遣いたします』ニーズに合わせて、経験豊富なネイティブの

生徒さんインタビュー interview dʼun élève

フランス語講師を派遣いたします！

・ 日仏通訳
・ 社内研修や福利厚生の一環としてのレッスン
・ 幼稚園・保育園でのフランス語アトリエ
・ 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

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AJに通い始めて6年、
月に2回のペースでレッスンされている京都市北区在住
の松田絵美さんにお話をお伺いしました。
彼女は、
イベント出店やカフェへ卸しの為
のお菓子を作っていらっしゃいます。
また、
毎月開催される上賀茂神社の
「上賀茂手
づくり市」
や、
平安神宮近くの岡崎公園の
「平安楽市」
に出店されています。
辻製菓専
門学校卒業後、
洋菓子店やベーカリーレストランなどで働き、
その後結婚や出産でお
菓子作りから一旦離れていましたが、
京都の手づくり市を知り、
7年前からお菓子の
製作を再開し、
出店するようになったそうです。

↑ 右が松田絵美さん。

アトリエ・デ・ママン
旅行会話

レッスン、結婚式の日仏通訳

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

ー今後の目標は？
ボキャブラリーを増やし、
いつかまたフランス旅行に行く時に色々な会話
ができるようにしたいです。
あと、
落ちた仏検のリベンジです☆
→
ロ
ゴ
も
す
ご
く
か
わ
い
い
ん
で
す
よ
☆

アージーフランス
見取り図

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 ☆主な実績☆
語学スクールのフランス語グループ
ランス語などアレンジは自由自在です。
お見積もり無料！お気軽にお問い合わせください♪

ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
製菓専門学校のフランス校に行ってから興味を持ち、
大手語学学校へ通っ
た時期もあったのですが、
使い勝手が合わずやめてしまい長い間語学から
離れていました。
そんな頃、
上賀茂神社の手づくり市でAJの代表のジャン
ジャックさんに出会い、
改めてフランス語を学ぼうと思いました☆

AJ-France
de bas en haut

2F
1F

ちびっこアトリエ

お料理教室

美味しそうな焼き菓子が沢山！！→
お店は一人でされてらっしゃいます。

↑上賀茂手作り市の会場の様子。

http://s.ameblo.jp/tangodechatnoir/
いつもにぎわっています。
上賀茂手づくり市実行委員会 http://kamigamo-tedukuriichi.com/

松田絵美さんのブログ
写真協力

AJ-France フランス語教室料金表

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

大好評につき第3回目!! 古都・京都巡り 〜フランス1日ホームステイ〜
まずは午前のレッスンで当日使える語彙や時制を習得して、午後はみんなでお出かけ♪食事と午後の散策は講師も
4月29日
同行するので、1日中フランス語にどっぷり浸かれます！
(月.祝)開
催!!
受講料：16000円
（食事、保険代込） 定員：6名様
※ 交通機関で移動の場合の運賃や入場料など別途必要

- プライベートレッスン - ※スカイプレッスンも同料金 1レッスン55分
◯ 1ヶ月4回コース
¥ 14,000
◯ 3ヶ月6回コース
¥ 22,000
◯ オーダーメイドレッスン（仏検対策、シャンソン発音等）¥ お見積もり
- お友達同士のグループレッスン - ※2名様より

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 ◯ 1ヶ月4回コース（学生割引あり）
◯ 3ヶ月6回コース
に合わせてレッスンを行うので、留学へのフォローも万全！

◯ 3ヶ月12回コース

※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

株式会社AJ-France 各プログラムのお申込・お問い合わせ先
〒603-8054 京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU
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朝はレベル別にみっちりレッスン

昼食はみんなで一緒にいただきます！

午後は全員で外出

戻って習ったことのまとめ＆復習

京都を散策しながらフランス語を話しましょう。頭を使いながら身体を動かし、五感をフルに使ってフランス語を話
すと、普段よりも効果的に学ぶ事ができます。
フランスへの留学を計画されている方の予行練習にもぴったりです。

女性のフランス旅をコーディネートいたします

～チェルカトラベル株式会社～
◆
◆
◆
◆

全国どこからのご出発
でも対応出来ます
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フランス留学サポート
☎: 075-201-1530
HP: france-ryugaku.com
Mail: sejour@aj-france.com

パーシモン

嵯峨野のアンティークショップ

化野念仏寺の向かい、鳥居本町並み保存館の隣の町家風西洋骨董店

当店は産地直送の新鮮で美味しい、個性豊かな野菜
を販売する八百屋です。全国の野菜作りへの情熱に満
ちた生産者を訪ね歩き、
日々美味しい野菜を探し求め
ています。店内はお 客様にわくわく楽しんでいただけ
るようなディスプレイを心掛けています。是非一度遊
びにいらしてください。

〒616-8437

京都市右京区嵯峨
鳥居本仙翁町7-1

tel：075-862-4140
e-mail:antique@persim.net
URL: http://persm.net

京都府知事登録旅行業第3-547号

交
通
ア
ク
セ
ス

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

店内には欧米の陶磁器・ガラス・人形・アクセサリー・
インテリア・時計などを所狭しと展示しています。風光明媚な
嵯峨野散策を兼ねて、ぜひ一度お越しください。

お１人で旅行される為のサポート＆手配
現地の知人に会いに行く旅手配
安心格安航空券手配
花、カルトナージュ、雑貨、お菓子、パン等を
特集したグループツアー等も承ります。

お問合せは～ Tel（075）950-7149 井上までお気軽に
info@cerca-travel.co.jp - http://www.cerca-travel.co.jp

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

1レッスン55分
¥ 12,000
¥ 20,000
¥ 32,000

地下鉄北大路駅 北 出口（今宮通り側）
より徒歩５分
〒603-8172 京都市北区小山初音町26
Tel. 075-493-5612
営業時間 : 10:30〜19:00
定休日 : 月曜日
HP : http://www.onedrop-vege.net

営業時間：10:00〜17:00
定休日：年中無休

（催時により臨時休業の場合がありますので事前確認願います。
）
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グループレッスン、
テーマ別レッスン

『 Le couteau à pamplemousse 』
グレープフルーツナイフ
一見普通の細身のナイフにも見えますが、実はこれ、
グレーフルーツ専用のナイフなん

sの
que
識
Jac
知
n
Jea とまめ
っ
ちょ

です。
このグレープフルーツナイフさえあれば、面白いくらい簡単にグレープフルーツの
果肉だけを取り出せます。白い房の部分や薄皮を取り除くのが面倒で、手を出しにく
かったグレープフルーツも毎日楽しめます。
スイスイ、
パクパク、食べすぎちゃいますね。
グレープフルーツは、元々は文旦とオレンジが自然に交配してできた果物です。甘さや酸
味の他に、
ほろ苦さがあるのが特徴で、
フランスのスーパーではアメリカ産の他、
モロッコ
やエジプト産、南スペイン産のものも多く見られます。
日本ではジュースにする人も多い
ですね。
フランス人には馴染みが少ないですが、
ハッサクや文旦など他の柑橘類も、
この
ナイフで食べると皮がなくなる分、
とてもおいしくいただけます。

Vivre sur un bateau, ça vous tente?

Connaissez-vous les péniches?

Ce sont ces grands et très longs bateaux qui naviguent sur les ﬂeuves
français. Si vous êtes allé à Paris, vous en avez certainement vu sur la Seine. A lʼorigine elles servent à transporter des marchandises dʼune ville à
lʼautre. Mais certaines personnes décident aussi dʼy habiter. Les péniches
sont alors transformées en bateaux logement : lʼintérieur est aménagé
comme un grand appartement, avec le même confort quʼun appartement
normal, mais sur lʼeau. Et si vous êtes à la campagne, vous pouvez proﬁ- 運河にpenicheが並ぶ光景は、もはや街の一部となっていま
す。
何ともおしゃれですね〜！
photo par : JC
ter agréablement du calme et de la nature.
Si vous voulez découvrir la vie sur un ﬂeuve, il est possible de louer des petits bateaux pour les vacances et si
vous souhaitez monter à bord dʼune péniche, il existe aussi dans les villes des péniches-restaurant, pour un
diner au bord de lʼeau par exemple.

緑々しい玄関は、
庭園というより庭の趣きがあります。
photo par : Par pblome

パリのセーヌ川やサンマルタン運河に浮かぶ、
少し大きな船には人が住んでいるのをご存知
ですか？元々、
人々を対岸へ運ぶ運搬船として存在した船に、
いつの間にか住む人があらわれ、
今や
「家」
として定住する人が多くいます。
甲板に小さな庭園を持つ船もあったりと住民それぞ
れが好きなように暮らしています。
このように、
船に住む人はパリだけでなく、
リヨン、
隣国のベルギー、
スイスなどにもいます。
船は安くて50,000€のものからありますが、
200,000〜300,000€のものが平均的のようで
す。
それに、河への設置料（使用料）
は年間500〜5000€程とのこと。観光庁や市役所で許可
申請をすればあなたもフランスにpénicheを持つのも夢じゃない！なーんて、
船を買うなんて勇
気が必要ですね。
まずは小さなpénicheを借りて、運河伝いに旅行してみるのもいいかもしれ
ませんね。
参考：http://www.seineplus.com/habiter-une-peniche/

monologue capricieux 〜 おもしろ早口言葉 〜 ためにならないけど楽しい♪そんな言葉をご紹介！
Il était une fois une marchande de foies dans la ville de Foix qui se dit “ ma foi, c’est la première fois que je
vends du foie dans la ville de Foix” （直訳：昔むかしある所に、レバー屋さんが、Foixという街で、
「確かFoixでレバーを売るのは

今回が初めてだと思うよ」
と言いました。
） 良くわかりませんね
（笑）
。
ただ、
これを口にしてみると、
とっても面白いんです。
ミソは
「フォワ」
。
そこかしこに
「フォワ」
が散りばめられているのです。
少し時代を感じるフレーズですが、
フランス人は1度は口にした事があるフレーズです。
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■はじめの一歩のフランス語
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10h~11h
4月13日、27日／5月11、
日25日
6月8日、22日
受講料：14000円 テキスト代実費

-フランスにもっと近づこう、
「学びたい」
を応援しますあなたにぴったりのレッスン、
きっと見つかります。
■プチニコラを読もう！
名作を音読しよう！なんとなくわか
るけど細かいニュアンスが難しい方
へ！単語を増やすのにも有効です
3ヶ月6回 受講料：14000円 テキスト代実費
グループ①：木曜日 ou 金曜日10h〜11h
4月5日、19日／5月10日、24日／6月7日、21日
グループ②：木曜日/ 14h〜15h
4月4日、18日／5月9日、23日／6月6日、20日

■旅行会話

■アトリエB.D.(マンガ)

-Bon voyage!!-

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

おす
すめ
！

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

びます。1冊読み切る達成感◎

要望に応じ、個人レッスンでも対応

3ヶ月3回全6時間 木曜日15h~17h
4月11日／5月16日／6月13日
受講料：14000円 テキスト代実費

月4回(1ヶ月完結)

土曜日9h〜10h

受講料：10000円(入会金不要)

■アトリエ・
とらばーゆ
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
場合は30000円

■1ヶ月集中講座
1年分を1ヶ月で取得し
よう！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！

■らくらく発音アトリエ
発音記号が分かれば、
もう
怖くない！！どんな文章でも
読めます。仏検2級で手こず
る書き取り（dictée)にも強く
なります！

■アトリエ・デ・ママン
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
3ヶ月6回 水曜日 14h〜15h30 (〜16h)
4月10日、
24日／5月8日、
22日／6月12日、
26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！

3ヶ月3回全6時間 木曜日15h~17h
4月25日／5月30日／6月27日
受講料：14000円

■グループレッスン (3ヶ月:全10回)
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！

超入門 ：楽しく1から学ぼう

開催日：金曜日 10h~11h30

4月12日、19日、26日／5月10日、17日、24日、31日／6月7日、14日、21日

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

4月13日、20日、27日／5月11日、18日、25日／6月1日、8日、15日、22日

4月12日、19日、26日／5月10日、17日、24日、31日／6月7日、14日、21日

受講料：29000円 (1レッスン90分) 定員：7名様
事前レベルチェック無料
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■その他のイベント

アトリエレッスンなど

・ おしゃべりカフェ 〜salon de discussion〜
・ アトリエ・スクラブル
・ アトリエ・シャンソン
・ DELF/DALF、TCF、対策レッスン
・ 仏検対策レッスン
・ お菓子、
お料理レッスン
※すべてのアトリエを個人レッスンで対応します。
オーダーメイドも可！まずはご相談下さい。

フランス2013年4月〜6月 イベント・お祭りカレンダー

リエ
いちおしアト

L’Atelier pour 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
1レッスン45分
べ物、人など）、
お絵描き等も。
フランス人講師が担当します。
1ヶ月2回：¥5000

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）
木曜日 17h00-17h45

＊入会金 別途必要
※ 慣れるまでお子様と一緒にレッスンしていただけます。

スカイプレッスン 〜 Leçon par skype 〜

-いつでもどこでもOK!!なプライベートレッスンあなたの町にフランス語教室がなくても大丈夫。Skypeでフランス語を
勉強しよう！当教室ではskypeレッスンもしています！
・最近忙しくて通学に時間を取れないからskypeでレッスンしようかな。
・京都は遠くて通えない、近くに学校がない。
・とにかくフランス語を話す機会が欲しい！
・・・という方、
お気軽にご相談下さい！ネット環境さえ整っていれば、
すぐに
受講可能です！無料体験レッスンもskypeにてお受けいただけます。

1レッスン55分
1ヶ月4回コース：¥14000
3ヶ月6回コース：￥22000
＊入会金、
テキスト代別途必要です

高校生&大学生対象 夏休み集中講座
〜 Cours Intensifs d’été pour lycéens et étudiants 〜

2013年の夏、AJ-Franceフランス語教室では夏休み特別集中講座を開講します！全く
初めてでも大丈夫！1クラス完全少人数制で、
ゆっくり丁寧に教えます。
コースを受講いた
だいた方にはAJ-Franceよりコース修了証を授与します。
さらにご参加いただいた方の
中から、
フランス語学学校のコースをプレゼントします！
事前にレベルチェックをいたします。
レッスンはフランス人講師と日本人講師が行います。

料金 ： 90000円
（入会金込み）
期間 ： 7月29 (月）〜8月3日
（土）
までの6日間
定員 ： 2名から
対象 ： 超入門
使用テキスト： Tête à tête, Séjour,
Communication progressive du français
申し込み期間 : 4月1日
（月）〜7月15日
（月）
※コース修了者には修了証を授与します。

<< タイムスケジュール >>（一例）
10h00〜11h30
11h30〜11h45
11h45〜13h00
13h00〜14h00
14h00〜14h50
15h00〜15h50
16h00〜17h00
17h00〜17h30

レッスン
休憩
旅行会話
昼食
フリートーク
発音
レッスン
おしゃべりカフェ（最終日のみ）

フランスには有名なお祭りがいっぱい。
日本のお祭りも年中あるように、
フランスでもいろんなところで祭りが開催されています。
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！ですね。
ローラン・ガロス・テニス場で行われるグランドスラムの大会。
http://www.rolandgarros.com/index.html
■ モナコ・グランプリ Grand Prix Automobile de Monaco
à モナコ Monaco
2012年は第70回大会となる。
http://news.visitmonaco.com/NewsSite/CalendarSearch.aspx
■ 指輪祭 Fête de la Bague （競馬）
photo par : Josh Clark
photo par : johanlb
à スミュール・アン・ノーソワ Semur-en-Auxois(ブルゴーニュ地方）
4月 Avril
「指輪のレース」
は1639年に始まったというフランスで最も古い
■ パリ・国際マラソン Marathon International de Paris
競馬レース。勝利者には黄金のリングが与えられる。
à パリ Paris
http://www.ville-semur-en-auxois.fr/
4万人のランナーがパリ市内を駆け抜けるフル・マラソン。
http://www.parismarathon.com/index.html
6月 Juin
■ Festival du ﬁlm policier à Beaune
■ 24時間耐久レース 24 heures du Mans
Rendez-vous au CapʼCinéma pour 10 à 20 représentaà ル・マン Le Mans (ペイ・ド・ラ・ロワール地方）
tions de ﬁlms policiers sortis dans lʼannée, et au Palais
http://www.lemans.org/
des Congrès pour une <<master class>>. Un jury com■ 中世祭 Fête Médiévale
posé de personnalités remet les grands prix du roman
à プロヴァン Provins (イル・ド・フランス地方）
noir français et international.
http://www.provins-medieval.com/
http://www.beaunefestivalpolicier.com
■ トゥール・ド・フランス自転車レース Tour de France
■ Journées des métiers dʼart en France
à フランス全土
100回目を迎える伝統ある自転車レース。
5月 Mai
http://www.letour.fr/
■ 牧童祭 Fête des Gardians
http://www.tourisme.ville-arles.fr/manifestations/
à アルル Arles (プロヴァンス地方）
精悍な牧童たちが馬に乗って行進。
アルル娘たちの民族衣装姿も
見逃せない。闘牛3年に1度「アルルの女」
が選出される。
http://www.tourisme.ville-arles.fr/manifestations/
■ カンヌ国際映画祭 Festival International de Cannes
à カンヌ Cannes（コート・ダジュール地方）
http://www.festival-cannes.com/
■ ローラン・ガロス全仏テニス Tournois de Roland-Garros
photo par : Nick Traveller
photo par : Mark Hintsa
à パリ
（Paris)

ラム
プチコ

参加者の中からフランスの語学学校1週間コース
（アリアンスフランセーズルーアン校、
週25時間相当）
を抽選にてプレゼント！

※抽選は10名様の参加がある場合に限り、実施します。語学学校への登録、
その他それに付随するサポートは弊社にてお受けしますが、飛行機のチケット代などの移
動費、滞在費、保険代などは別途必要。語学学校へは、
お好きな時期に通う事が可能です。
（有効期限は2013年8月より12ヶ月）

Alliance Francaise de Rouen ノルマンディーの小都市ルーアンにあるアリアンスフランセーズ。ルーアン校は年間を通じて一般フ
ランス語コースを開講しています。
ルーアンは、
パリ・サンラザール駅よりＳＮＣＦで約1時間のところにあります。木組みの特徴的な家や、大
聖堂など、古い街並が残っていて雰囲気◎。人も親切で比較的治安が良く、Parisや有名な観光名所へもアクセスが簡単な街です。

La Pétanque! ペタンク！ぺたんく！

日本でも最近よ見かけるようになった、
フランス発祥の球
技ペタンクは、
フランスに行くとあちこちの公園で気軽に行われているスポーツ
です。
名称は南フランス・プロヴァンスの方言
「ピエ・タンケ
（両足を揃えて）
」
に由
来します。
ルールはいたって簡単！テラン
（コート）上に描いたサークルを基点と
して木製のビュット
（目標球）
に金属製のブール
（ボール）
を投げ合って、相手より
近づけることで得点を競うだけ。スタイルはトリプルス、
ダブルス、
シングルスが
あるので、最低2人いればできちゃうスポーツなんですよ。
子供から大人まで楽しめるスポーツ、一度やってみては！？パリ市内でペタンクをするなら、Jardin du
éctit par Marie, stagiaire
Palais Royal、Jardin de la place Rodin、Square du Commerceなどが有名です。
à la Yûai association

http://www.kakichi-kyoto.com/

天然酵母パン教室 嘉吉(かきち)
低温長時間熟成法によるパン

ECOLE DE
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AKICHI

レッスン日についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
☎：075-746-2138 国際会館駅より徒歩約10分

EK

ロハスな食生活を基本に、材料も吟味し自家製天然酵母を使用します。
お一人ずつ説明、作業、焼成までお伝えします。
ULANGER
I
BO
■ 四季の旬の材料で作る「自家製天然酵母コース」
■ お米の酵母から作った「ホシノ天然酵母コース」
■ 「オーガニック酵母コース」 etc...
厚労省認定パン技能士2級主宰
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←
散歩すると頻
繁に見かける。
おじさんばかり
と思いきや、
小
さな子供も参
加しているグ
ループもあり
ました。

フランスと京都をつなぐ【JJの対談シリーズ】 “Quand un graphiste découvre le textile. ”
今回は、
イメージプロセッシングとイラストレーションを専門に扱う会社、petit à petit（プティ・タ・プティ）
さんを訪ねました。
京都市の洛中、
鞍馬口駅から歩いてすぐ、
上御霊神社近くの閑静なエリアにアトリエを構える
この会社は、
去年の秋に始まったばかり。petit à petit, l’oiseau fait son nid. 〜鳥は、
少しずつ巣をつくる〜 フランスのことわざ
から選んだ言葉が社名だなんてとても素敵！！そんなわけでこの度、
AJ-Franceの代表ジャンジャックとの対談が実現しました！

Petit à Petit 〜プティ・タ・プティ〜

フランス留学

はメモでやるんです。
結構上手くいくんですよ。

どの蚤の市がお気に入りですか？
小学校、
中学校と同級生だった奥田さんとナカムラさんが立ち上げ 【J】
ヴァンヴの蚤の市でしょうか。
サイズがちょうど良くって好きなん
たこの会社は、
どんな時もゆっくり丁寧に、
少しずつ積み重ねるその 【ナ】
クリニャンクールは私には大きすぎるかな。
ペースが、
二人に合っていると考えて付けられたそう。
どんな時でも です。
「ていねいに、
ゆっくりと。
ひとつ、
ひとつ」
。
人とのつながりやものづく 奥田正広さんのお仕事
りのうえで最も大切にしていきたいという思いが込められています。 - 奥田さんはどんなお仕事をされていらっしゃるのですか？

ナカムラユキさんのお仕事

Séjours en FRANCE

- これまでどんなお仕事をされていらっしゃるのですか？
【ナカムラユキさん
（以下ナ）
】
本当にいろいろです。
イラストレーター
歴は今年で25年目になりました。
20代の頃はフランスの雑貨が日本ではブームだったので、
イラストレ
ーターの仕事でフランスへ行く度に、
蚤の市で少しずつ雑貨を買い付
け、
京都にお店を持っていました。
（今はお休みしていますが）
当時は
日本ではとても珍しかったので、
全国からお客さんが来て下さってい
ました。
最近は車のメーカーのイラストや、
パッケージにイラストを描
いたり、
京都駅の京都市とパリの国際姉妹都市祭のパンフレットのイ
ラストを描いたり、
mt
（マスキングテープ）
を使ったワークショップを
パリのユニクロで開いたり・
・
・。
本も毎年1冊出していますよ。
実はフランスへは仕事でかれこれ39回行っているのですが、
未だにフ
ランス語は話せません・
・
・
（笑）
【ジャンジャック
（以下J）
】
わ〜沢山行っていますね！
【ナ】
コミュニケーションはジェスチャーで伝えますし、
値段の交渉等

【奥田さん
（以下奥）
】
僕はグラフィックデザイナーさんがデザインした
ものを画像処理したものを水着にしています。
【Jと私】
？？？？？？
【奥】
そうですよね
（笑）
。
デザイナーさんがパソコンでデザインしたも
のを水着用の布に印刷できるように、
メーカーから色の指定をされた
ものを修正するんです。
スポーツメーカーから依頼を受けてますね。
その他は、
パリコレに出る日本人デザイナーの生地を手がけたことも
ありますよ。
これがパターンですね。
【私】
（実物を見せてもらい）
へぇ〜！！ほぉ〜！！こうなってるのか！

これから

【私】
お二人が一緒になったら、
これからがとっても楽しみですね！
【ナ】
そうですね！私が描いたものを奥田にPCで処理してもらって印
刷して・
・
・、
布に印刷されて動きが出るのが、
今とても新鮮なんです。
6月にバッグやクッション、
洋服に私のイラストやコラージュを使った
個展をするのですが、
今から楽しみですね。

オリジナルテキスタイルを使った2013年のカレンダー。
どれも素敵。

↑カフェのような
コーナーでお話し
ました
←プティ・タ・プテ
ィのオリジナルテ
キスタイル。色鮮や
かです。

プティ・タ・プティ 株式会社
http://petit-a-petit.jp/
奥田正広
ナカムラユキ

フランスへのプチ留学・長期留学ならAJ-FRANCEにお任せ！！

株式会社AJ-France
（アージー・フランス）
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。

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！

各種ビザ申請
（学生ビザ・ワーキングホリデービザ・コンペタンス・エ・タランビザ・研究者ビザ・就労ビザ等）
も安心サポート。
また、
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、
お客様は日本全国にいらっしゃいます。
スタッフは全員留学経験者。
経験豊富なスタッフが貴方の
【留学計画〜渡仏時〜留学終了】
までサポート致します！

●
「初回カウンセリング
（お電話・スカイプ・ご来社など）
」
1回無料！
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。
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ございます。
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、
フランスに行きましょう！
※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
★ 学生ビザ申請サポート
¥30,000〜
※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
★ 専門学校紹介サポート
¥30,000〜
★ 語学学校トータルプラン
（3ヶ月以上）¥65,000〜
＊contact＊
★ アパート手配サポート
¥35,000〜
tel : 075-201-1530 / email : sejour@france-ryugaku.com
★ 各種翻訳
￥翻訳書類による HP: http://france-ryugaku.com お問い合わせはAJ-France 坂(さか)まで

【長期留学】
（3ヶ月〜）

【短期留学】
（1週間〜）

乗馬＋フラン
語学留学・フラワー留学・パティシエ留学・アート留学・バレエ留学、 料理の先生宅ホームステイ、
ワイン＋フランス語コース、
ゴ
やりたいことは様々。
多種多様なサポートをご用意しております。 ス語コース、
ご自身の趣
思い切ってフランス留学し、
本場で一気にスキルアップ！専門留学 ルフ＋フランス語コースなど、
短期で学んでみ
では
「全て初めて」
から
「手に職」
をつけて帰国することだって夢で 味とフランス語を同時に、
ませんか？
はありません!
せっかく休みを取るなら、
ただの観光だけ
でなく、
有意義なヴァカンスにしましょう！
語学学校と専門学校の一例をご紹介します。
今回は、
乗馬＋フランス語のコースについて
【語学学校一例：PERL】
レベルは10段階に分かれています。
また教師陣の質も高く、
当社か ご紹介します。
ら行かれた方にもご好評を頂いています。
1クラスの人数は8〜15
人と少し多めですが、
学校の事務的な対応もよく、
学校の質と料金 【乗馬＋フランス語コース】
学生一人一人に合わせた選択可能なプログラム。
9: 00〜13: 00ま
のバランスに定評があります。
では一般的なフランス語の授業
（文法、
語彙、
会話）
、
昼食後すぐにガ
ゼラン牧場に出発。
午後の乗馬を5回
（乗馬レッスン2時間＋馬の話）
。
●コース : 週20レッスンコース
自然の中を遠乗りして、
森やこの地方の探索をしましょう。
このプログ
●登録料 ： 50ユーロ
ラムは、
乗馬初心者の方も参加でき、
最高4週間まで可能です。
特にフ
●授業料 ： 170ユーロ〜／週
ランス語初心者の方で、
前後に語学レベルの強化をご希望の場合は、
＊最終的な料金は請求書によって決定します。
このコースを標準授業30時間を組み合わせることも可能です。
【専門学校一例：Académie Internationale de Coupe de Paris】
1860年にパリに設立された服飾専門学校。
本格的な服飾技術者
を育てるための研修を行なっています。
紳士服、
婦人服両方を学ぶ
1年間のコースと、
どちらか一つを選んで学ぶ半年間のコースがあ
ります。
2コースとも、
前期は平面裁断、
パターン・メイキング、
パター
ン修正、
グレーディング、
後期は立体裁断。
学年末試験の結果が優
秀であれば、
ディプロム(フランス政府認定のディプロム)を取得で
き、
現地メーカーで研修を受けることができます。

●コース ： 合計20時間 （月〜金／毎朝）
●授業料 ： 560ユーロ〜／週

その他：
●フランス語＋テニス
（ホームステイ料金込み・三食付き）
約1220ユーロ〜／週
●フランス語＋水上スキー
（ホームステイ料金込み・三食付き）
約1135ユーロ〜／週 など
＊最終的な料金は請求書によって決定します。

●コース ：レディースモデリストコース
（国家公認認定書の授与）
●受講期間 ： 9ヶ月間
＊他にも様々なコースをご手配させていただけます。
●授業料 ： 8950ユーロ
弊社までお問い合わせ下さいませ！

＊最終的な料金は請求書によって決定します。

＊お客様のご希望にあった語学学校・専門学校をご紹介します！
（すべてのご希望に沿えることができない場合がございます。
ご了承下さいませ。
）
-10-

-3-
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サイズがちょうど良くって好きなん
たこの会社は、
どんな時もゆっくり丁寧に、
少しずつ積み重ねるその 【ナ】
クリニャンクールは私には大きすぎるかな。
ペースが、
二人に合っていると考えて付けられたそう。
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「ていねいに、
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ひとつ」
。
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りのうえで最も大切にしていきたいという思いが込められています。 - 奥田さんはどんなお仕事をされていらっしゃるのですか？
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【ナカムラユキさん
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歴は今年で25年目になりました。
20代の頃はフランスの雑貨が日本ではブームだったので、
イラストレ
ーターの仕事でフランスへ行く度に、
蚤の市で少しずつ雑貨を買い付
け、
京都にお店を持っていました。
（今はお休みしていますが）
当時は
日本ではとても珍しかったので、
全国からお客さんが来て下さってい
ました。
最近は車のメーカーのイラストや、
パッケージにイラストを描
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京都駅の京都市とパリの国際姉妹都市祭のパンフレットのイ
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未だにフ
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・
・
（笑）
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（以下J）
】
わ〜沢山行っていますね！
【ナ】
コミュニケーションはジェスチャーで伝えますし、
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【奥田さん
（以下奥）
】
僕はグラフィックデザイナーさんがデザインした
ものを画像処理したものを水着にしています。
【Jと私】
？？？？？？
【奥】
そうですよね
（笑）
。
デザイナーさんがパソコンでデザインしたも
のを水着用の布に印刷できるように、
メーカーから色の指定をされた
ものを修正するんです。
スポーツメーカーから依頼を受けてますね。
その他は、
パリコレに出る日本人デザイナーの生地を手がけたことも
ありますよ。
これがパターンですね。
【私】
（実物を見せてもらい）
へぇ〜！！ほぉ〜！！こうなってるのか！

これから

【私】
お二人が一緒になったら、
これからがとっても楽しみですね！
【ナ】
そうですね！私が描いたものを奥田にPCで処理してもらって印
刷して・
・
・、
布に印刷されて動きが出るのが、
今とても新鮮なんです。
6月にバッグやクッション、
洋服に私のイラストやコラージュを使った
個展をするのですが、
今から楽しみですね。

オリジナルテキスタイルを使った2013年のカレンダー。
どれも素敵。

↑カフェのような
コーナーでお話し
ました
←プティ・タ・プテ
ィのオリジナルテ
キスタイル。色鮮や
かです。
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フランスへのプチ留学・長期留学ならAJ-FRANCEにお任せ！！

株式会社AJ-France
（アージー・フランス）
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。

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！

各種ビザ申請
（学生ビザ・ワーキングホリデービザ・コンペタンス・エ・タランビザ・研究者ビザ・就労ビザ等）
も安心サポート。
また、
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、
お客様は日本全国にいらっしゃいます。
スタッフは全員留学経験者。
経験豊富なスタッフが貴方の
【留学計画〜渡仏時〜留学終了】
までサポート致します！

●
「初回カウンセリング
（お電話・スカイプ・ご来社など）
」
1回無料！
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。
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ございます。
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、
フランスに行きましょう！
※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
★ 学生ビザ申請サポート
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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
★ 専門学校紹介サポート
¥30,000〜
★ 語学学校トータルプラン
（3ヶ月以上）¥65,000〜
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★ アパート手配サポート
¥35,000〜
tel : 075-201-1530 / email : sejour@france-ryugaku.com
★ 各種翻訳
￥翻訳書類による HP: http://france-ryugaku.com お問い合わせはAJ-France 坂(さか)まで

【長期留学】
（3ヶ月〜）

【短期留学】
（1週間〜）

乗馬＋フラン
語学留学・フラワー留学・パティシエ留学・アート留学・バレエ留学、 料理の先生宅ホームステイ、
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から
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でなく、
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秀であれば、
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き、
現地メーカーで研修を受けることができます。
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約1220ユーロ〜／週
●フランス語＋水上スキー
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（すべてのご希望に沿えることができない場合がございます。
ご了承下さいませ。
）
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カオールからのルポルタージュ
<< en direct de Cahors >>

今回は、AJ-Franceフランス語教室の生徒Mariさ
んが留学サポートを利用し、
フランスへプチ留学されました！
観光ビザ（ビザ無し）
で渡仏し、
ホームステイをしながら語学
学校でフランス語レッスンを受けたり、
お花屋さんで研修をし
たりと、
充実したフランス滞在をされました！

上：花屋の店長パスカルさんと 下：カオールの風景

Madame M. Mari

留学先 ： カオール（フランス南部）
期間
滞在

： 約1ヶ月間（2012年10月〜11月）
： ホームステイ

研修先 ：フローリスト Zeste

語学学校 ： Le Franc Parler
合計留学費用 ： 約60万円

１０月中旬から３週間、
ミディ・ピレネー州のカオール
（SNCFでトゥ
ールーズから１時間半、
パリから５時間）
という、
中世の建物が数多く残
り、
サンチアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路でもある街にホームステイ
し、午前中はLe Franc Parlerでフランス語の授業を受け、午後は花屋
さんで研修をさせていただきました。
授業は３時間のプライベートレッスンだったので、文法やCDの聴き
取りのほかに、詩や寓話などの文学作品や、雑誌・新聞などの記事の読
解など、飽きないように内容を工夫して下さいました。少人数のアット
ホームな学校なので、
先生やほかのクラスの生徒さんたちと一緒に昼食
をとったり、
市内の歴史的建造物を案内し説明して下さったり、
プライベ
ート校ならではの温かい対応でした。
研修が無い時には、授業のあと映画を観たり、美術館に行ったりもし
ました。
研修は、
日本でフラワーアレンジメントを習っているので、
語学と
観光以外に何かプラスしたいと思い、紹介していただきました。
カオールいちの花屋さんZesteの店長パスカル氏は、
モナコ皇太子の婚
礼の際にアレンジを担当したひとりで、
顧客の方々の信頼が厚いのを感
じました。
お客様の希望に合わせて、
あっという間にブーケを完成させ
る手際を間近で見ているだけで、
とても勉強になりました。私の作った
ブーケに値札が付いて飾られた時は、
とてもうれしかったです。
クリスマ
スツリーのデコレーションを任され、
日本では出来ない貴重な体験をさ
せていただきました。
ホームステイ先のカトリーヌさんは、
画家のお料理の上手なマダムで、

毎日夕食の準備を手伝うのが楽しみでした。
レンズ豆のポタージュ
スープやブダン
（豚の血と脂の腸詰）
など、
日本で食べたことがな
い食材を楽しめました。
ジャムやデザートも手作り。何でも買って
済ませている生活を少し反省。
パン屋さんがすぐ近くだったので、
毎朝焼きたてのクロワッサン＆バゲットを食べられたのが、
パン好
きの私にとって最高でした。
個展の準備で忙しい中、
週末にはフラ
ンスで最も美しい村に選ばれたSt.Cirq-LapopieやMontcuqな
ど郊外の素敵な村に車で連れて行って下さいましたし、
たくさん
のお友達のお宅にお邪魔させていただきました。
話題はわかっても、
詳しい話の内容はさっぱり・
・ということがほと
んどでしたし、言いたい単語がわからないことばかりで、
もっと語
彙力を身につけないと・・・と実感しました。
でも、
一緒に笑えたり、会話が続いた時は楽しかった
です。
初めてのフランス。初めてのホームステイ。素
晴らしい出逢いと貴重な体験の詰まった、
あっ
という間の１ヶ月。帰国したくないと思えるくら
い、最高の留学となりました。温かく接して下さ
った皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
【Mariさんの留学費用の内訳】
フランス語個人レッスン ： 約32万円
ホームステイ： 約6万円
（朝夕食付き）
研修先手配料 ： 約6千円

AJ-Franceサポート料 ： 3万円
現地生活費 ： 約5万円/月
その他
（航空券、
保険等）： 18万円
合計留学費用 ： 約60万円
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アシスタントおすすめ！フランス語学習ツール

photo par : Lel4nd

欧明社 -OMEISHA-

こちらは フランス語書籍専門店の欧明社さんで

AJ-Franceのスタッフが
Lʼécume des
「コレは良い」
と感じたフラ
jours
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
販売価格：
ている方、
フランス語学習の
1,145円(内税)
切り口を変えて、
楽しくフラ
ンス語習得しませんか？ど 「現代でもっとも悲痛な恋愛小説」
ちらも想像力を働かせて読
1947年に出版されたフランス人作
むと、
とても面白いですよ♪
家、
ボリス・ヴィヴァンが書いた青春
小説。作中には言葉遊びやこの作品
1947年創業のフランス図書専
限定の造語が多く、
センスの光る作
門店。教材、
電子辞書、
書籍、
雑
品。
ジャズやSFなどの要素があり、
誌、
DVD、
文具、
映画のチケット
恋愛だけでなく、内容そのものをも
までを扱っています。
楽しめる。
題名を和訳すると
「日々の
〒102-0071
泡」
。
フランスでは、
ティーンエイジャ
東京都千代田区富士見2-3-4
ーに親しまれているのだそう。結末
【TEL】03-3262-7276（代)
【E-Mail】info@omeisha.com
もフランスならでは！！！名作です。

【HP】http://www.omeisha.com

購入可能です♪

Le petit prince CD raconté par
GERARD PHILIPE

販売価格：
2,814円(内税)

「なに、
なんでもないことだよ。心でみなく
ちゃ、物事はよく見えないってことさ」

名優ジェラール・フィリップ朗読によ
る
「星の王子さま」
オリジナルCD。夜
寝る前に聴くのがおすすめ。淡々と話
しすすめるこのCDは、
フランス語独
特のリズムが心地良く耳にき、
朗読と
いうより唄っているように聞こえます。
星の王子様好き、
ジェラールフィリッ
プ好きにはたまらない1枚。
収録時間33min. / texte abrégé(抜粋版）

*こちらの商品は物語のハイライトのみを収録した
抜粋版です。

京都のおみやげ nikiniki

京都のおみやげの定番中の定番、
「八ッ橋」
は今から320年以上前に誕生しました。
それか
ら時を経て2011年3月、
江戸時代創業の京都の老舗、
聖護院八ッ橋総本店さんが手がけるパ
イロットショップ
「nikiniki（ニキニキ）」
を木屋町にオープンされました。
白と黄緑を基調としたショップは、
まるでヨーロッパのパティスリーのよう。
対面式のカフェ
を思わせるカウンターは、待ち合わせ前や出勤前にちょっと
「引っ掛ける」
ことができるような
気軽さをイメージして作られたそうです。
また、
おみやげの意識が強く、
八ッ橋から離れがちな
地元の若い方へも幅広く知ってもらえるように、
かわいさと新しさを追求したとか。
イートインはひとつからOK。季節の生菓子もあるので、
いつ行っても楽しめます。
インターネット販売はされておらず、四条店か京都駅店のみでしかゲットできない
ので、
おみやげにピッタリですよ！

nikiniki

京都市下京区四条西木屋町北西角

075-254-8284
営業時間：11時〜19時
定休日 ： 不定休
↑素敵な笑顔！店長の桑原さんと店員の木村さん

阪急河原町駅5番出口すぐ
http://www.nikiniki.co.jp/

上 ： お店の外観
左下 ： テイクアウトもできます
右下 ： カラフルな生八ッ橋。
とってもかわいいんです！

左上 ： St.Cirq-Lapopieの静かな街並み。
右上 ： カオールの語学学校Le Franc Parler
こじんまりとして雰囲気の良い学校です。
左下 ： Mariさんの作品。
とてもchicな雰囲気です。
右下 ： ホストファミリーのご友人達と一緒に。
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◯京都府

京都市

北区

中京区

Café salon 北山店 ★

大阪市

北区

森恵寿バレエスタジオBAP

テアトル梅田

スピリットヨガ

ラジオカフェ株式会社

graf

S-Beaut ★

有限会社クラフトボックス

Guignol

Café independant

雑貨店カナリア

京都芸術センター

JAMPOT

フレンチキュイジーヌ ティアレ
和雑貨 鈴木松風堂

Lʼourson qui boiit ★

淀川区
西区

十三シアターセブン

CHARKHA*チャルカ

arc sept

タージマハルエベレスト北山店 ★

シナモ

ネイルサロン ルアン ★

さらさ3

ピッツェリアバールシンパティア ★

さらさ花遊小路

ラ・ドログリー京都北山店★

マユミデンタルクリニック

クレープリーアルション

Happy Graphic Gallery

料理教室 アンパルフェ

パーティーランドなんば店

LʼAMi DU PAiN 北山店 ★

Café Eins(アインス) ★

新風館

amelie

Alphabet

Café barbatica

CIRCUS COFFEE

下京区

洋食屋パセリ

京都産業大学

Belleピアノ教室

上京区

Cafe1001

みなみ会館

南区

ガケ書房

西京区

ノートルダム女子大学

東山区
伏見区

細見美術館

Be-baba

la voiture

カフェ日杳

京都市立芸術大学

Le pique-assiette

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
京丹波町 Dans La Foret

◯奈良県
奈良市

osteria bastille ★
Paris bis ★

雑貨店おやつ

ケリノスギャラリーカフェ

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 dʼor

bouchon

Chez Luc

CAFE PULPO

mechant Loup

kolme kyoto
Café kosci

曽爾村

リンカネ ★

曽爾高原ファームガーデン

大津市

mado cafe

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

プチミュゼ

小平市

アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

吉祥寺

kiki driving school ★

府中市

◯神奈川県
バレエ ノイ フューレ

川崎市

Ivy Ballet

厚木市
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
夢シネマ株式会社
十日町シネマパラダイス

新潟市

◯福岡県
北九州市

◯大分県
日田市

◯熊本県
熊本市

フラワーサロン・SCHOOL
SUKUSUKU co.,ltd.
日田リベルテ
（映画館）
佐藤恭子バレエ教室

ご協力店舗のご紹介

café eden

Café de paris

ル・コルドン・ブルー・パリ(株)

神戸アート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

◯愛知県

名古屋市 Mirabelle
salon & D＋design associates

ロイヤルボディコンシャス京都北山本店 様

リラクゼーション、
エステのお店。五感すべてに心地良
く、過ごすだけで癒されます。京の町屋の佇まいとは
対照的なインドネシア・バリの空間が広がります。
京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町31番地
TEL 075-723-0415

長久手市 愛知県立大学フランス学科
岡崎市

◯福井県
福井市

アートバレエ 岡崎スタジオ オフィス
レストランジャルダン

◯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
富山市

徳島市

◯沖縄県
那覇市

青山高原カントリークラブ

和田朝子舞踊研究所
原田ゆりえバレエ研究所
decco

京都市

上賀茂手づくり市実行委員会

お申し込みは

稲地（いなち）
まで

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

◯北海道

Nail salon&Nail school アリューム北山 様

配布先募集中！
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

Photo par Yuko SENGOKU

心地よく過ごせるオシャレなネイルサロン。
ハイレベル
な技術でワンランク上のスタイルをご提案し続けるネ
イルサロン。
スクールも併設されています。
京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町1 セレス北山1F
TEL 075-702-2255
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メンバーズカードパートナー店募集中！
Le Club AJ-France 2013

ブルーベリーフィールズ紀伊国屋

敬称略・順不同
★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

LE JOURNAL

café et bar Que sera sera

株式会社プラネットリビング
なぎさWARMS

ecole@aj-france.com
075-703-0115

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

restaurant café ROUTE26

◯配布協力◯

◯滋賀県

ONLY FREE PAPER

神戸焼菓子処 ぱ・ど・どぅ
兵庫区

◯徳島県

明日香村 コッコロカフェ

Studio ilunga

TRITON CAFE 北野店

和モダンキッチン Nico Style

生駒市

LeCordonBleu Japan Tokyo

BISTRO POISSON-ROUGE

◯富山県

ビストロ ハル ★

ビストロボンモルソー ★

神戸市
中央区

Mardi Mardi

絵本とコーヒーのパビリオン

エスモード東京(ファッションの学校)

◯兵庫県

Bon Bon Cafe

同志社大学今出川キャンパス

Ma cantine

LINDEN BAUM

ポパンクールカフェ

Café Frosch

アクエリエル京都 ★

Alsace

よしだデンタルクリニック

ノイカフェ千里店

le vieux logis ★

太陽カフェ

meeno

アンティークショップantique arles

吹田市

LA BARAKA

La muse

printz

アエレカフェ

東大阪市 icomadesign ＋ comacafe

PYLONES 烏丸

カフェトラベラーズハイ

北山ランタン

パン工房RK

豊中市

富田林市 オレンジ カウンティＣafe

堺市

nao炬乃座

WORLD1 京都北山店

ガーデンミュージアム比叡

STERAカフェ

京都シネマ

Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)

salon de the JAMIN

Studio Ko*a

高槻市

箕面市

プチロール

京都ゴルフ倶楽部

京都造形芸術大学

a peu pres

茨木市

brasserie Cafe Onze

賀茂窯

恵文社一乗寺店

INOBUN 四条本店

阿倍野区 辻調グループフランス校事務局

petit japonais

さらさ西陣

猫町カフェ

cafe and bar Sole de Mare
cache cache

eﬁsh

THE BURGER COMPANY

Farafel garden

CAFE BIGOUDENE

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）

raisin

ROSE MARY

プリデリグラフィックラボ

港区

aux bacchanales

OKIDOKI北山店

アロマカルチャースクール大阪 ★

浪速区

Café marble

COM

Evantail

中央区

-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

Cafe de Naiki

Tocoha

INOBUN 北山店

ANDS

chocolat

石川工業

APA KABAR?

Noinah

エスモード大阪(ファッションの学校)

カフェモード

Taiwa 京都調理師学校

Hair studio A.R.S

Charme kitayama

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

サラサPausa麩屋町
椿姫（町家サロン）

アンヌ・モネ 京都店 ★

渋谷区

国立国際美術館

ネイルサロン北山アリューム ★

Vapeur ★

◯東京都

カフェ実身美

チャコット 京都店

Les amoureuses ★

中京区

◯大阪府

CAVA ★

ロイヤルボディコンシャス ★

左京区

A table

Le Club AJ-FRANCE
2013
Parce que nous aimons la France

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。

編集・制作 ：株式会社AJ-FRANCE
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■ フランス留学体験記
■ Nouveau!! 高校生&大学生対象夏休み集中講座
■ 京都とフランスをつなぐ “petit à petit”
■ プチコラム - péniches -

