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◯京都府
京都市

北区

中京区

Café salon 北山店 ★

LʼAMi DU PAiN 北山店 ★

チャコット 京都店

Café Eins(アインス) ★

ラジオカフェ株式会社
京都芸術センター

ラ・ドログリー京都北山店★

フレンチキュイジーヌ ティアレ

Happy Graphic Gallery

シナモ

和雑貨 鈴木松風堂

Hair studio A.R.S
amelie

Alphabet

さらさ3

Café barbatica

さらさ花遊小路

Charme kitayama

マユミデンタルクリニック

Tocoha

料理教室 アンパルフェ

椿姫（町家サロン）

Taiwa 京都調理師学校

Noinah
COM

ROSE MARY
洋食屋パセリ

下京区

京都ゴルフ倶楽部

WORLD1 京都北山店

raisin
eﬁsh

小佐々歯科

brasserie Cafe Onze

大谷大学グローバルスクエア

プチロール

京都シネマ

INOBUN 北山店

Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)

La muse

カフェトラベラーズハイ

nao炬乃座

猫町カフェ

アクエリエル京都 ★

le vieux logis ★

同志社大学今出川キャンパス
Cafe1001

右京区
南区

雑貨店おやつ

パン工房RK

東山区

Le pique-assiette

伏見区

LINDEN BAUM
Be-baba

la voiture

カフェ日杳

京都大学大学院文学研究科

（フランス語学フランス文学研究室）
osteria bastille ★
Paris bis ★

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

敬称略・順不同
★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

京都市立芸術大学

くいな橋しばたデンタルクリニック

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

石の蔵はやし

原田ゆりえバレエ研究所
フラワーサロン・SCHOOL
SUKUSUKU co.,ltd.

salon de the JAMIN

Studio Ko*a

富田林市 オレンジ カウンティＣafe
MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室

meeno

箕面市

アンティークショップantique arles
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函館市

◯福岡県
◯大分県

学校法人 野又学園 函館自動車学校

日田市

日田リベルテ
（映画館）

鹿児島市

鹿児島大学法文学部

宮崎市

宮崎大学

◯鹿児島県
◯宮崎県

教育文化学部

ご協力店舗のご紹介

ポパンクールカフェ

堺市

restaurant café ROUTE26

café et bar Que sera sera
café eden

◯兵庫県
神戸市
中央区

Café de paris

ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
TRITON CAFE 北野店

神戸焼菓子処 ぱ・ど・どぅ
兵庫区

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

垂水区

Dona Dona

福山市

福山大学

東広島市 広島大学

◯岡山県
岡山市

総合科学部

山陽学園大学
岡山大学
文学部フランス語教室

◯愛知県

Mirabelle

名古屋市

salon & D＋design associates

木津川市 ヨシキデンタルクリニック

◯奈良県

名古屋大学文学研究科
フランス文学第２研究室

京丹波町 Dans La Foret
奈良市

Mardi Mardi

生駒市

ケリノスギャラリーカフェ

絵本とコーヒーのパビリオン

和モダンキッチン Nico Style

リンカネ ★

明日香村 コッコロカフェ

曽爾高原ファームガーデン

◯滋賀県

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

アクエリエル京都 様

地下鉄「鞍馬口」
にほど近いハーブティー&エッセンシ
ャルオイル専門店。
アロマテラピートリートメントのほ
か、
アロマセッションも有り。アロマセラピーアドバイ
ザー、
ベビーマッサージ教室なども開講しています。
京都市北区小山下総町38-7
TEL 075-406-1320

学務部国際交流課

名古屋市立大学人文社会学部
国際文化学科

大津市

札幌市

北九州市

ミルク工房 そら

曽爾村

東北大学

◯北海道

徳島市

（フランス語圏言語文化学研究室）

Tea&Life

都大路タクシー

ビストロ ハル ★

Ivy Ballet

仙台市

大阪市立大学大学院

住吉区

◯広島県

みなみ会館

西京区

printz

中京区

パーシモン

細見美術館

よしだデンタルクリニック

バレエ ノイ フューレ

厚木市

◯徳島県

BISTRO POISSON-ROUGE

Bon Bon Cafe

ガケ書房

川崎市

cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨

Café Frosch

Ma cantine

Farafel garden

亜細亜大学法学部上田研究室

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）

LA BARAKA

上京区

kiki driving school ★

武蔵野市

港区

阿倍野区 辻調グループフランス校事務局

吹田市

PYLONES 烏丸

Evantail

プチミュゼ

アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校
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ノイカフェ千里店

petit japonais

La Porte du Ciel Blue

エポーレ カルチャースクール

浪速区

東大阪市 icomadesign ＋ comacafe

北山ランタン

くみこアレルギークリニック ★

cafe and bar Sole de Mare

INOBUN 四条本店

Belleピアノ教室

ガーデンミュージアム比叡

パーティーランドなんば店

アエレカフェ

aux bacchanales

ベロボディア インペリアル アーツバレエ目黒

吉祥寺

◯宮城県

CAFE BIGOUDENE

豊中市

Café marble

Radio Bagel

プリデリグラフィックラボ

STERAカフェ

京都産業大学

Zanny

株式会社studio y

	

   	

   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

◯神奈川県

クレープリーアルション

高槻市

a peu pres

欧明社

小平市
府中市

OMIYAGE

アロマカルチャースクール大阪 ★

石川工業

Cafe de Naiki

目黒区
中央区

茨木市

-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

THE BURGER COMPANY

CHARKHA*チャルカ

arc sept

新風館

chocolat

OKIDOKI北山店

十三シアターセブン

カフェモード
中央区

サラサPausa麩屋町

CIRCUS COFFEE

世田谷区

ANDS

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

APA KABAR?

千代田区

エスモード大阪(ファッションの学校)

有限会社クラフトボックス

アンヌ・モネ 京都店 ★

京都造形芸術大学

西区

エスモード東京(ファッションの学校)

LeCordonBleu Japan Tokyo
ONLY FREE PAPER

graf

淀川区

DOux CAFE

Studio ilunga

雑貨店カナリア

Café independant

ピッツェリアバールシンパティア ★

恵文社一乗寺店

国立国際美術館

Guignol

森恵寿バレエスタジオBAP

ネイルサロン ルアン ★

◯東京都

スピリットヨガ

JAMPOT

A table

Lʼourson qui boiit ★

ノートルダム女子大学

渋谷区

Café kosci

タージマハルエベレスト北山店 ★

Alsace

カフェ実身美

北区

bouchon

mechant Loup

Les amoureuses ★

太陽カフェ

◯山梨県
甲府市

kolme kyoto

S-Beaut ★

賀茂窯

テアトル梅田

CAFE PULPO

ネイルサロン北山アリューム ★

さらさ西陣

◯大阪府
大阪市

Chez Luc

CAVA ★

ロイヤルボディコンシャス ★

左京区

Grenier dʼor

◯福井県
福井市

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

青山高原カントリークラブ

富山市

和田朝子舞踊研究所

◯富山県
◯新潟県
新潟市

夢シネマ株式会社
十日町シネマパラダイス
プチデジュパン

ビストロ ボンモルソー

N 23
2013年10・11・12月号
発行：AJ-France

様

パリの路地裏にあるようなおしゃれなビストロ。
こじん
まりとした店内はフランスのムード満点です。
リヨン料
理中心の家庭的なフランス料理を楽しめます。
京都市中京区寺町通錦小路上ル円福寺前町274
TEL 075-212-8851

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

¥0
gratuit!

■ 特集 Grenoble！＆フランス留学体験記
■ Nouveau!! ちびっこシェフアトリエ
■ プチコラム - La colocation en France ■ 京都とフランスをつなぐ “レンタル着物京都 和凛”
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実りの秋！暑い夏が終わり、いよいよ2013年を締めくくる季節がやってきまし
たね。食べ物が一層美味しくなり、
身体を動かすにも心地よい季節です。
また、
クリスマスといえば小さい頃は天井に届くくらいの大きなツリーにオー
ナメントを飾り、
自分の身体がすっぽり入るくらいの毛糸の靴下を枕元に置い
て、
トナカイさんとサンタクロースに手紙を書いたものです。今年こそは会えた
らと願い、下がる瞼を押さえて待っていたのが懐かしい記憶の欠片です。
フランスのクリスマスはストラスブールのマルシェが有名ですね！ フランスに
いたころはストラスブールなんていつでも行けるなんて思っていて、結局行かず

0
100
〜 ¥ ゃう♪
えち
買
トに
で
ゼン
プレ
！
タリ
ッ
ピ

ジマイ。行っときゃ良かったと後悔しちゃう街のランキング、5本の指に入るほ
ど恋い焦がれています。
（S）

プチプライスでフランス気分！ シリーズ 石けん編
Jʼaime le savon !! フランスには、
良い香りでおしゃれな石けん
がたくさん♫フランスの石けんの歴史はとても古く、
また手づくり
のものも種類が豊富です。なんといってもマルセイユ石けんが有
名ですね。
日本の雑貨屋さんでも気軽に購入することができます
よ。
あなたのお気に入りきっとあるハズ！探してみてね。

1. CLEOPATRA シリーズ
ゴールドのパッケージがインパクト
大。フランスのスーパーで気軽に手
に入ります。
コストパフォーマンス高
◎ちなみに顔も洗える優れものです。
http://www.loreal-paris.fr/

2. asinus シリーズ
ロバのミルクが原料の石けん。南フラ
ンス、ピレネー山脈の麓で作られて
います。香料、着色料は一切使ってい
ない優しい香りがします。
http://www.asinus.fr/

特集

冬の街	
 GRENOBLE！

3. Roger & Gallet シリーズ
王室貴族・パリジェンヌお墨付きの
老舗ブランド。高級感溢れる香り高
い石けんです。

3

留学体験記「Bordeaux」
コンパニョナージュって？
メイクアップ留学・エステ留学案内

http://www.roger-gallet.fr

1

フランス語教室案内

4

NOUVEAU!!	
 「ちびっこシェフアトリエ」

『 Moulinette 』

Quʼest-ce que cʼest ?
プチコラム
「La colocation en France」
〜 京都とフランスをつなぐシリーズ 〜

京都きものレンタル和凛
“チョコレートは飲み物”

おすすめフランス語学習ツール
プチプライスでフランス気分♪

弊社はプライベートのフラン
ス語レッスンとフランス留学
サポートおよび代行手続き、
法 定 翻 訳をしている会 社で
す。
このフリーペーパーがすべ
てのフランス好きの方へ届き
ますように・・・

お申し込みは

¥1000以下で買えちゃう！ ー石けん編ー

配布先募集中！
フリーペーパーをあなたのオフィス、
お店、学校、教室に配布・設置しませ

んか？完全無料でお届けします！

Découv

http://www.rampalpatou.com/

【制作・発行】
株式会社AJ-FRANCE
〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1
【TEL】075-703-0115
【E-Mail】ecole@aj-france.com
【企画・構成・編集】
稲地 星良
【留学記事担当】
坂 眞理子
【写真協力】
仙石 夕子

京都のおいしいもの、
ショコラショー

re z e t l ’ e s p

4. Rampal Latour シリーズ
1828年創業の老舗ブランド。Bio石
けんがお勧めです。伝統製法を用い
た伝統的な石けんです。

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

rit Papier d’Arménie...

5. Marius Fabre シリーズ
マルセイユ石けん、5大ブランドのう
ちのひとつ。
なめらかな泡立ちです。

2

5

フランス生活のプチカルネ N°2

http://www.marius-fabre.com/fr/

フランス生活で役立つヒント
を少しずつご紹介！

今回は、
フランス旅行や留学で
「あると便利
な
（カード編）」
をご紹介。現地で発行手続できるものもありますが、
「言葉が通じ
なくて、作れずじまい。。。」
といったことの無いよう、
日本で準備してから行かれる
と良いでしょう。
◎国際学生証（ISICカード）
国際学生証は、
ユネスコ承認の国際的に統一された学生身分証明書です。美術館
や観光スポット、娯楽施設などが学生割引で利用可能。
また、
日本国内でも利用
できる美術館や博物館等があります。対象者は、
日本の学生。
（教師が申請できる
「国際教員証」
もあります。）
フランス観光をお考えの学生さんにお勧め☆
＊発行手数料 ：1430円
＊申請書類：学生証のコピー又は在学証明証、
申請書（窓口又はWeb上から）、写真（3.3 2.8cm）
【お問い合わせ】大学生協事業センター：03-5307-1155／ http://www.isic.jp/

la france a petit
prix !!

◎ユースホステル会員証
ユースホステル
（YH）
とはフランス語でAuberge de jeunesse（オベルジュ ドゥ ジュネス）
といい、世界的な
「旅
の宿」
です。低料金で宿泊でき、世界80カ国に約4000のYHが存在します。
（ちな
みに、
日本にも約220ほどのYHがあります。）料金は国により、
またYHにより異な
りますが、平均1泊朝食付きで2,500円程度とかなりリーズナブル。入会に年齢制
限もなく手続も簡単。世界各国の美術館や博物館などの入場料、
また鉄道や飛行
機の運賃などでも割引の適応が受けられます。一生旅を続けたい方には、
「終身パ
ス」
という選択肢もあり！旅を通して、人と人との繋がりを感じたい方にお勧め☆
＊発行手数料： 2500円
（成人パス・満19歳以上・有効期限は発行日より1年間）
＊発行手数料 ：50000円
（終身パス・満26歳以上・ 有効期限は発行日から終身）
＊必要書類 ：申込書、
身分証明書
【お問い合わせ】
日本ユースホステル協会：03-5738-0546
ay
e
s
é
r
s
http://www.jyh.or.jp/index2fr.html
dʼO
mu

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

http://france-inet.com/
-2-

-19-

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

“francais c’est plus sympa! ”
LAROUSSE CONJUGAISON

1,659円(内税)

動詞の活用表ばかりが載っている
「活用表ブック」
です。動詞の活用は、
フランス人でも苦労するほど
難解でややこしいものも中にはあるのです。
この
1冊があれば、動詞の活用で悩むこともグッと減り
ます。動詞の活用表は、各出版社より販売されてい
ますが、今回はこちらをご紹介します。
変化形の発音記号つきは本書だけ!
よく使う101の単語の変化形が見やすい表で一
目瞭然。他の活用表にはない発音記号付きなので
難しい変化形の発音もすぐにわかります。

Le français nʼest pas uniquement cours et devoirs,
grammaire et conjugaison. Cʼest aussi les voyages,
le rêve, et la gastronomie.
Amusez-vous en lisant des livres, des contes ou
des BDs en regardant des ﬁlms ou encore en cuisinant, et enrichissez votre vocabulaire français !!!
欧明社 -OMEISHA-

販売価格：

LES BAGARRES DU PETIT
NICOLAS

販売価格：
893円(内税)

フランスの国民的小説「プチニコラシリーズ」
のポ
ケット版。
日本のサザエさん、
といったところでし
ょうか。
ニコラが学校や毎日の生活の中で起きた
ことを綴っている、
ほんわかする物語です。子供向
けや未収録原作シリーズ、
ポケット版などで楽し
めます。初級から中級の方におすすめ。2009年
には映画化もされました。作者の一人はもうい
ませんが、2014年にはシリーズのひとつ、
「Les
Vacances du Petit Nicolas」
が未収録のお話を
加えて刊行されるそうです。
（ﬁgaroHPより）

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

【HP】http://www.omeisha.com

.9,56)3,
グルノーブル

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♪

ボンジュールフランス。
時が一瞬にして過ぎ去り、
鬱蒼とした世界に住む私達が求めるのは、
人との繋がりと壮大な自然。
癒され、
感動することができる場所。
五感を研ぎすませて目や耳、
手に触って感じるのは、
自分が生きているという確認と煌めく未来。
休息し、
発見することができる場所。
私達は結局のところ、
旅をせずにはいられない。
生きている限り追い求めてしまう。
追い求めるには新しいものに触れたくなる
（もちろ
ん新しいだけでなく、
自分を形成するに必要不可欠な人間を愛しながら）
。
新しいものに触れるには旅に出たくなる。
パリからTGVに飛び乗り、
ほんの3時間ほどで到着するスポーツの街、
グルノーブル。
グルノーブルは京都の地形に良く似ている。
三つの山脈が差し迫るような地形を縫うようにして二つの河が流れているところがまった
く同じだ。
京都は北西の賀茂川と北東の高野川が南へ下って合流し、
鴨川になり、
北・東・西の三つの方位を山に囲まれた絵に描いたよ
うな盆地だし、
グルノーブルもまわりはアルプス山脈に囲まれ、
イゼール河が流れて、
都市はずれで合流しY字形を作っている。
夏はと
びきり暑く、
冬はとことん寒いのだ。
そんな街を風を切り、
ひたすら歩いてみる。
Grenoble et Kyoto présent plusieurs similitudes géographiques : toutes les deux bâties au conﬂuent
de 2 rivières entourées de montagnes, ces deux villes sont chaudes lʼété et froides en hiver.
Par ailleurs, Grenoble accueille régulièrement des joueurs de foot japonais, notamment Daisuke
Matsui et Masashi Oguro.
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Grenoble...Coeur des Alpes

グルノーブル

グルノーブルはフランスの南東部に位置する都市。イゼール県の県都。首都
パリからは南東約574kmのところにある。
フランス・アルプスの山々に囲まれ
て、街の中をイゼール河という大きな川が流れている。人口は約16万人ほど
の小さな街で、パリからの所要時間は直通のTGVで約3時間ほど。商工業都
市でもある一方、
ローマ時代建設の古い町で、
ドーフィネ地方の商業・交通・文
化・観光の中心でもある。
また、大学や研究所が多いことから学生も多く、活気
溢れる街でもある。夏と冬には国内外から多くの観光客が集まる。
Grenoble se situe au coeur de la région Rhône-Alpes, au Sud-Est de
la France, dans le département de lʼIsère. La ville est entourée de 3
massifs : Chartreuse, Vercors et Belledonne.
Grenoble - Paris : 574 Km : 8 TGV directs par jour, en 3 heures, et
Nice nʼest quʼà 343 Km.
De nombreux musées jalonnent la ville, dont le musée de Grenoble
qui possède lʼune des plus importantes collections dʼart moderne de
France, et le musée dauphinois qui vous fera découvrir lʼhistoire de
la région. Près de Grenoble, au coeur du Vercors, la Grotte de Choranche est une merveilleuse porte ouverte sur le monde souterrain..
où vous verrez un rescapé de lʼépoque des dinosaures : le Protée.

ion !!
solut
votre
よう
感動し る旅に！
もっと
じ
感
から
観る旅

Sport d’été et d’hiver

グルノーブル・フット 38
-Grenoble Foot 38-

フランスサッカーリーグに所属するグル
ノーブル・フット38は、日本企業である株式会社
インデックスがオーナーで、松井大輔や大黒将志
が以前に在籍していた事がありました。当時はフ
ランスリーグ初の外資参入として話題となりまし
たね。現在は降格し、
インデックスは撤退してしま
したが、現地でマッチを見てみるのもツウのなせ
るワザ！チケットは5€から。
http://www.gf38.fr

Grenoble, capitale des Alpes françaises, est une ville de sports en
hiver. Bien évidemment, depuis 1968 et les Jeux Olympiques, mais
aussi, lors des beaux jours, où la montagne est présente partout.
Au programme : randonnée pédestre, cyclisme, VTT, ou périple à
dos dʼâne dans le Vercors ou en Chartreuse, sans parler des courses en haute montagne pour les plus agueeris durant lʼété.
Avec une neige fabuleuse, vous pourrez en haute saison vous adonner aux joies des sports dʼhiver dans les nombreuses stations de ski
autour de Grenoble : ski alpin, ski de fond, randonnée en raquettes
ou en traîneau à chiens.
-4-

暮らす気分で in パリ & フランス

スポーツの街

グルノーブルには起伏豊かな山岳地帯と、
その間を縫う谷に囲まれた地形の
恵みを受けてスキー場も多く、
ウィンタースポーツのメッカだ。県内のスキー
場は全部で36ヵ所あり、そのうち12ヶ所は国際級スキー場として利用でき
る。
これだけあるとスポーツをせずにはいられない！冬のスポーツはアルペン
スキー、
スノーボード、
フリーライド、山スキー、
ボブスレー、
クロスカントリー
スキーなどなんでもできる。
ちなみに夏のスポーツはマウンテンバイク、登山、
パラマウント、
ゴルフ、登山、
サイクリング、ロッククライミング、
サマースキー、
パラグライダーなどを楽しむことができる。
t
poin

IMA HOTELS

全ての取り扱いホテルと直接契約。
オーバーブッキングの心配がありません。細かいご要望も確実にホテルに伝わります。
（お得なキャンペーンもあります）

アパートメントホテル in パリ ＆ フランス (103軒)

キッチン付きのホテル、
インターネットOK
（無料）
、
広くて、
安くて、
快適、
安心、
安全、
追求すると・
・
・
アパートメントホテルは、ホテルとしてのサービスと安全性、
アパルトマンの居心地の良さ
（広い客室、キッチン付きなど）
を兼ね備えた、近年とりわけ
人気を集める新しいタイプの高級シティホテルです。
（セキュリティや設備面、料金の精算などで何かと問題の多い個人所有のアパートの短期貸しでは
ありません。
）安心してご利用いただけます。
もちろん１泊からご利用いただけます。

珠玉のプチホテルとシャトーホテル in パリ ＆ フランス (約200軒) あこがれのプチホテルでパリジャン、パリジェンヌに
なってみる。 （IMA HOTELS は日本人旅行者が海外で安心して宿泊できる世界各地のホテルをご紹介いたします。
）

l'essentiel pour vos besoins de voyage depuis 1985

http://www.imahotels.jp

ヨヤク

携帯もOK

ima@imahotels.jp

10時〜20時
0120-489-060【月〜金】
【土・日・祝】13時〜17時
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Soyons gourmands!

京都のおいしいもの、
ショコラショー (chocolat chaud)

Culture et traditions

< la plante aux vertus cachées >

グルノーブルは近代的要素と田舎の風景が融合している街のひとつ。駅はモ
ダンで街中には路面電車が走っている。休みの日に、少し歩くとあちこちでマ
ルシェが開かれているので散歩するのも良い。駅前近くから中心部までの大
通り沿いや広場に、いろいろな店が並ぶ。
スキー用品を売っているのは、
グル
ノーブルならでは。散歩に疲れたら、
フランスで2番目に古いカフェ・ド・ラ・タ
ーブル・ロンド
（Le Café de la Table Ronde）
を訪れてみてはいかが。

ショコラショーとは、
ホットチョコレートのこと。一般的なホットココアとは異なり、
ショコラショーはチョコレートそのものから
作られています。濃厚なチョコレート本来の味わいを堪能できる贅沢な飲み物で、
フランスではカフェで気軽に楽しめます。
お店
によって味が違うので、
お気に入りのショコラショーを見つけるのも楽しいですね。
ちなみにチョコレートの語源は
「苦い水」
とい
う意味の
「chocolayre(ショコラトール）
からきています。固形のチョコレートを考案するまでは、
チョコレートといえば飲み物を
意味したほどその歴史は深いのです。
チョコレートの魅力に翻弄された偉人も数知れず・・・。
日本へは、15世紀ごろに薬用とし
て伝わったとされています。寒い冬はチョコレートたっぷりの、
あつあつのショコラショーで体の中から温まりましょう！
Chocolat
京都市中京区西ノ京
中保町52-1
円町駅から336m
ouvert : 11h30〜23h
月曜日（不定休）
tel : 075-200-7238
イートインOK！
ショコラショー 380yens〜
シュークリーム 170yens〜
スフレフロマージュ
250yens
フォンダンショコラ
300yens

Chocolat

みどころ

Marmotte73
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バスチーユ城砦
-FORT DE LA BASTILLE-

16世紀に建てられた城塞で、市街から展望台
まではロープウェイで約5分ほど。頂上では、町の
風景や周囲に広がり、
アルプスの山々の眺望が楽
しめる。夜に訪れるのもおすすめ！

乗り場：サンタンドレ教会近くに乗り場があります
営業時間：11h00〜（季節や曜日によって異なる）
定員：6人乗り
料金 大人料金：7,15€／学生料金：5,45€
http://www.bastille-grenoble.fr

Les sept merveilles du Dauphiné
Curiosités naturelles empreintes dʼhistoires et de légendes.
①Le mont Aiguille : « le mont inaccessible » culminant à 2097 mètres. ②La pierre percée : arche de pierre taillée par le peuple des
montagnes. ③Les cuves de Sassenage : cuves se remplissant par
le fond et donnant lieu à la légende de Mélusine. ④Les grottes de
la Balme : grottes encore aujourdʼhui partiellement explorées. ⑤La
fontaine ardente : ﬂamme sortant du sol due à la combustion de gaz
ou ensevelissement dʼun dragon. ⑥Le pont de Claix : construction
commandée par le Duc Lesdiguières. ⑦La tour sans venin : vestige
dʼun ancien château dont la terre, selon la légende, a la vertu de
protéger contre les serpents.

現役カメラマンがオーナーのショコラショー専門店。
白が基調の、
こじんまりとしていてとてもかわいらしい雰囲気のお店。
ショコラショーは5種類あり、
いずれもオーナー自らがこだわってベルギー、
フランス、
イタリアのチョコレートをブレンドしてい
る。苦み、酸味、甘さをバランスよく味わえるように工夫されているそう。
チョコレート独特の苦みや香りが引き立ち、程よい甘さ
でケーキに良く合う。
シュークリームも小麦粉、生クリーム共にこだわって作られているだけあって本当に美味しい。
コンセプト
は駄菓子屋だそうで、
キャラメルひとつから購入できる。夜遅くまでやっているので、仕事帰りに立ち寄るお客さんも多いとか。
GRAND COCO

京都市北区小山北上総町49-1
北大路ビブレ内1F

ビブレキッチン

ouvert : 10h-21h

定休日は北大路ビブレに準ずる

tel : 075−406−7207

テイクアウト、
ギフト有り
ショコラショー 380yens
板チョコ 250yens
エッグタルト 200yens
レアチーズタルト 240yens

GRAND COCO

Galler、chocoﬁno、Caluwé Artisanと3つのベルギーのチョコレートを扱う、
タケモトフーズが展開するチョコレート専門店。
世界各国の美味しい食べ物を、
という思いからオープンするに至ったこのお店は、全国に1店舗のみ。
自社ブレンドのクーベルチ
ュールチョコレートと生クリームを使用したショコラショーは、
あっさりしていて牛乳の香りが引き立つ。種類はビター、
ミルク、
ホワイトの3つがある。
その他、
パウンドケーキやタルトなども購入できる。
なかでも、
ジュエリーボックスにGallerのチョコレー
トが入ったものも！さすがはベルギー王室御用達のGaller。
プレゼントにするときっと喜ばれます！

Gastronomie

おいしいもの

グルノーブルには美味しいものがいっぱい！まずはローヌ・アルプ地方の Vercors-Sassenageという青カビのチーズをよく見かける。牛乳で作られるこの
チーズは
（ワインはもちろん）
ブルーの風味が強すぎず、
サラダにもよく合う。
フ
レンチレストランなどでよく見る
「◯◯のグルノーブル風」
は、
ブールノワゼット
(焦しバター)、
クルトン、
レモン、
ケーパーを使ったソースのこと。
いまでも家庭
で、
ニジマスやイサキなどと一緒によく食べられている。
それから、
グルノーブ
ルはなんといってもくるみが有名。八百屋さんには地元産のくるみが山積みに
されて量り売りしていたり、
ジャム、
ケーキ、
リキュールなどもある。
パン屋さん
にはくるみの形の容器に飴が入っているものが売られていたりもするほど。街
のお店には、
かわいらしいくるみを割るはさみが売っているのでお土産に◎。
Grenoble, cʼest aussi des produits régionaux gastronomiques. On
trouve des spécialités telles que le Gratin dauphinois, les Fromages (Saint-Marcellin, Saint-Félicien, la tomme de Belledonne ou de
Chartreuse), mais aussi venues dʼItalie toute proche les pâtes, dont
les ravioles, qui furent longtemps des mets de choix réservés aux
grandes occasions. Enﬁn on trouve les célèbre Noix de Grenoble
(AOC), et les Sirops Teisseire et Antésite.
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くるみ -NOIX-
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グルノーブル産のくるみは薄皮の渋み
が少なく、上品な香ばしさと強い甘みが特長
だといわれています。
古くから、美肌やキレイな髪の毛を作る働き
があるということで、女性に欠かせない食材。
記憶力アップや肝臓の働きを助けるという効
用もあるのです。
くるみはワイン、
チーズとの相
性もばっちりですね。

Une expérience inoubliable! : フランス留学体験記

ボルドーからのルポルタージュ
<< En direct de Bordeaux >>

フランス滞在中のSaoriさんから現地ルポル
タージュが届いています！Saoriさんは、パティシエ
の腕を磨くべく、フランスの伝統職人同業組合compagnonnage（コンパニョナージュ）に属し、名誉ある
「ル•コ
ンパニオン」を目指しフランス各地を巡回されています。
＊コンパニョナージュについての詳しい情報は、7ページをご覧下さい！

Mademoiselle MITSUNO Saori
留学先 ： ボルドーほかフランス各地
期間
： 2009年9月〜
ビザ
：コンペタンス•エ•タランビザ etc
留学準備期間 ： 約1年と少し
所属
： les compagnons du devoir
語学学校： Inﬂexyon（約3週間）etc
留学サポート：AJ-France（アージー•フランス）

私が滞在していたボルドーはフランスの南西部に位置してい
ます。TGBでパリまで約３時間、
トゥールーズには２時間、またす
ぐ隣にはヴァカンス地で有名なアルカッションがあります。ロー
カル電車で３０分、車では１時間ほどで到着できます。
夏場には海水浴に来る観光客でいっぱいで、私も何度かcompagnonsの友達と海水浴やピクニックをしました。
フランスの日
照時間は、夏はすごく長くて夜の１０時くらにならないと日が沈
まないので、夕方から海に行くと涼しくて気持ちいいのでお勧め
です。
町の形はすぐ横に流れるガロンヌ川に沿って三日月の形になっ
ていて、市のシンボルマークも３つの三日月を合わせたものにな
っています。気候は日本と似ていて湿気と雨が多く、今年は特に
多かったようで、私は飴細工のコンクールに友達２人と一緒に参
加したんで す 上↑compagnonsの仲間達と。たすきと杖はcompagnonsの象徴だそう。
が、湿気が酷くて直ぐに飴が溶け出してきて大変でした。
ボルドーはワインでも有名で、ボルドー周辺にはシャトーと呼
ばれるお城やワインを作っているところがたくさんあるので、
ワイ
ン好きの人にお勧めです。小高い丘になっているので、上のほう
にある教会からの景色は、なんだかジブリの世界に出てきそうな
ところでとてもきれいでした。
compagnonsには寮のようなところが各都市にあります。私
は毎年住む街が変わるので、そこにお世話になっています。です
が、今回は女の子だけが一つのお家を借りる形になっていて、一
部屋に二人から三人という感じでした。場所によっては、部屋は
別ですが男女混合のアパートの様なところもあります。食事は毎
回料理人さんが昼食と夕食を作ってくれ、皆で食堂で食べます。
私の働いていたパティスリーは、ボルドーから車で２０分のと
ころにありました。私のシェフのお祖父さんの世代に創業された
そうです。
私のお休みは土曜・日曜または水曜・木曜で、仕事は朝の５時
から１２時まで、土曜と日曜だけ朝の３時始まりでした。
また平日
は、寮に自習室があったので、体力的には少ししんどいのですが、
午後は他のパティシエさんたちとケーキを作ったりチョコレート
上↑ボルドーの広場にて
をしたりと練習ができ、
とてもいい経験になりました。また休日、
下↑Saoriさんが作ったgâteau。
カワイイうえに、
とってもおいしそう！
と言ってもパティシエは休日も働いている人が大半のため、友達
とどこかに出かけるときは午後からになり、近くのお城や海、美術館などボルドー観光をしていました。
今年の９月からはリヨンという街に行って働くことが決まって
いるので、今から少し緊張しています。住むところ、職場、友達す
べてが新しくなり、一からまた始めなければいけませんが、
きっと
たくさんの出会いがあるのでこれから楽しみでもあります。
【Saoriさんの留学費用の内訳】

AJ-Franceサポート料 ： 約196,000円
（前回の語学留学•ビザ申請サポート、翻訳料等を含めた5年間のサポート料金合計）
レジデンス： 約500€〜600€／月
（食事付き、
インターネット料金、光熱費など込み）
＊寮は、
コンパニョナージュの協会から紹介をしてもらいます。寮の料金以外で必要とな
るのは、
自分のお小遣いくらいだそうです。
スタージュのお給料もあります。
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上↑サンテミリオンの街並。静かでこじんまりとした雰囲気が素敵ですね。

フランスと京都をつなぐ【JJの対談シリーズ】

“ Kimono et Yukata a la conquête de la France ”

今回は、京都市の真ん中、四条にある
「京都きものレンタル和凛」
さんへお邪魔してお話を伺いました。創業
100年京都の老舗問屋
「瑞穂」
がレンタル着物を始めたのが2009年。
それを皮切りに、
今年の1月より、
フランスで在
仏日本人向けのレンタル着物事業を開始されました。
店舗運営・商品担当の岡西さんに、
レンタル着物をフランスでオープンさ
れるまでのお話を伺うべく、
ジャンジャックさんとの対談が実現しました！

いまの職業に出会うまで

【岡西さん
（以下岡）
】
以前3年程パリに、
語学学校に通いながら滞在
していたんです。
その時、
着物で何かしたいと思いながら自分の着物
をいくつか持って行ったのですが、
外国人のサイズには合わなくって・
・
・。
それから帰国して、
呉服業界で働きたい、
着物の仕事をしたいと考
えていたので、
ネットで今の仕事を見つけて応募しました。
【ジャンジャック
（以下J）
】
Cʼest bien! フランスの着物レンタルはいつ
から準備したのですか。
【岡】
去年の4月ぐらいからでしょうか。
まずは2012年の4月7日から
５月8日に開催されていた、
パリ・ブローニュの森の、 jardin dʼacclimatation
（アクリマタシオン庭園）
にて、
日本の春祭りに参加して、
様
子を見ながら準備した、
という感じでしょうか。
実際に準備した期間
は9ヶ月ぐらいかと思います。
【J】
それじゃあ、
トントンと上手くいっているのですね！ところで着物
はどうやって借りればいいですか。
フランス人も借りられる？
【岡】
レンタルの予約はインターネットから可能です。
着物は約50着
のなかから選んでいただき、
宅急便でご自宅までお届けします。
着付
けやヘアメイクなどをご希望の場合は、
スタッフが現地まで出向きま
す。
あいにく、
フランス人はまだ借りられないんです。
外国人はサイズ
が大きいので、
少し難しくて・
・
・。
ちなみに着物の配送はヤマトさんに
お願いしています。
日本の企業を使いたい気持もあるし、
フランス人
は働かないので
（笑）
。
【J】
フランス人は働かない！それは同感ですね
（笑）
。
【岡】
結婚式や七五三以外にも、
オペラを見に行く方やパーティーに

も着ていけるようなカジュアルな着物も増やしていっております。

オープンさせるにあたり、
一番大変だったこと

【岡】
「フランスで着物の発送レンタルをしよう！」
という考えに至る
までの、
アイデアを思いつく迄が大変でした。
Aclimatation公園での
イベント参加時に、
「イベント参加だけで終わらせるのではなく、
今後
の和凛のプラスになる何かにつなげていかなければ…」
と思い悩み
ました。
最初は、
日本へ観光で来られる方、
何か式典などに参加され
る方に和凛京都のフォーマルなお着物をご利用頂ければ…と思った
のですが、
それではフランスでなく別の外国でも構わないですし、
日
仏を繋ぐプロジェクトにはならないな、
と。
和凛、
きもの、
フランス…。何が出来るだろう？と雲をつかむ様な事
を、
毎夜毎夜、
静まり返った会社で考えていました。
アイデアが浮かんでから、
形にしていくのに付随して問題は沢山あり
ましたが、
やりたい事が見えている分、
解決もしやすかったです。

これからのこと

【J】
着物は管理や維持が難しいのではないですか。
【岡】今は汚れや修理があれば日本まで送って対応しているのです
が、
今後はいつか店舗を構えて、
全部現地で運営して、
もっと気軽に
利用できるようにしたいですね。
フランス人をはじめ外国人へのレン
タルも可能にしたいです。
この事業を機に、
着物の良さをひとりでも
多くの人に知ってもらえたら、
という気持ちです。

上左↑レンタル着物用に備えてある色とりどりの帯。色の鮮や
かさに思わず目を奪われます。
（和凛・京都本店）
上中央↑帯留め。
エレガントな大人スタイルや、
ガーリーでか
わいいスタイルがお好みの方にも選んでもらえるようにと、数
多い中から自由に選べます。
（和凛・京都本店）

上右↑京都本店の和凛さんでお話をお伺いしました。日本でフランス人
と日本人が一緒に仕事するなら、という真面目な話に花が咲きました。
下左←フランスでデモンストレーショ
ンをした時の様子。
岡西さん自ら着付
けていらっしゃいます。着物の赤が白
い肌に映えますね！
下右↓フランスでのレンタル事業をオ
ープンするにあたり、
プロモーション
撮影をした時の様子。
パリの雰囲気と
着物のミスマッチが逆に素敵ですね。

京都きものレンタル和凛

「Location de kimono WALIN
（フランス着物レンタル）
」
【ＨＰ】 http://walin.jp/france/
【お問い合わせ】
france@walin.jp
【TEL】
+81 75 343 1515
「京都きものレンタル和凛
（京都本店）
」
〒600-8417
京都市下京区松原通烏丸東入
俊成町444
【TEL】
075-343-1515
【ＨＰ】
http://walin.jp/
【営業時間】
10:00〜19:00
【定休日】
木曜日

レンタル料
● ｶｼﾞｭｱﾙ小紋
（ポリエステル）
：70€
●小紋
（正絹）
：170€
●訪問着：300€〜400€
●振袖：500〜600€
●引き振り袖セット：1200€
●男性着物：170€
（袴：+80€）
●黒留袖：500€
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コンパニオンは直訳すると、
仲間や付き添いなどの意。
日本では、
来賓の接遇をする女性
をイメージしますが、
今回ご紹介する
【compagnonnage】
とは、
フランスで何世紀も前

フランスの各家庭に1つは必ずある便利調理器具、野菜濾し器。
ハーブや野菜を手軽に細かく砕くことができます。
ちなみに魚も

から続く徒弟制度組合のことを指します。
職業の種類は、
パティシエや料理人から家具

職人や靴職人まで多種多様。
中世では、
道具を担いでフランスを徒歩で遍歴しながら、

骨ごとぐりんぐりんと砕くこともできちゃうすぐれもの。材料を
入れて回すだけのシンプルな作りです。大きなサイズだとミキサ
ーのようにスープやピューレ、
ポタージュを作る時に使えます。

La moulinette à ﬁnes herbes permet de hacher menu le persil et dʼautres ﬁnes herbes
aromatiques-sans les écraser pour conserver tous les arômes. On peut en trouver entre
6 et 16 €. Et si avec ces herbes hachées on se faisait des glaçons aux ﬁnes herbes !
Hachez les ﬁnes herbes et mettre les dans des bacs à glaçons. Remplir dʼeau ou dʼhuile
et placer au congélateur. A utiliser dans les 6 mois.

ラム
プチコ

コンパニョナージュとは？



Origines

『 Moulinette 』	

   野菜濾し器

Compagnonnage

伝統を守るコンパニョナージュ（徒弟制度組合）

各地の親方に弟子入りし、
職人としての腕を磨いていました。
現在も、
フランスには沢山

のコンパニョナージュの協会があり、
そこに登録をすれば、
研修・訓練をすると同時に職

業訓練校でプロの技術を学びながら、
フランス全土を周ることができます。
（このフラン

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

ス巡回を、
トゥール・ドゥ・フランスと言う）
長い場合、
10年以上もの時間をかけて、
自ら
の腕を磨きます。
まさに
「修行」
ですね。
研修の最後には、
磨いた技術の集大成としてマス

ターピースを作成し、
コンパニオンの権威に審査をしてもらいます。
審査に通れば、
晴れて

「compagnon」
の称号を得ることができます。
フランスで
「compagnon」
というと、
真の
職人といった認識があり、
compagnonがMOF
（Meilleur Ouvrier de France・国家最

優秀職人賞・その名誉は日本の
「人間国宝」
に相当するとも言われる）
を取得することも稀ではありません。
また、
コンパニョナー

La colocation en France

ーフランスのアパートのシェア事情ー

今まで家族とぬくぬく暮らしていた社会人1年生達は、昔は仕事を持ったら一人で、
またはカップルで
暮らすために家族の殻から飛び出していました。
しかし、近年では物件が高額になってきたため、
なか
なか家族を離れて一人暮らしをするのが難しく、
アパートのシェアをする学生が増えてきています。
も
ちろん経済的な問題もありますが、そのアットホームな感じが受けている様です。但し、
アパートシェ
アもアパート賃貸と同じようにきちんと手続きを取った後の入居となります。
日本の若者の間でシェ
アは流行っていますか？
En France, depuis quelques années maintenant, la colocation est devenue un moyen utile et
sûr de déménager. Autrefois, lorsque les enfants devenaient de jeunes adultes et quʼils possédaient un travail, ils «sʼenvolaient du cocon familial» pour emménager seuls ou en couple.
Bien sûr, le mariage ou le concubinage était aussi une des principales raisons dʼindépendance.
Avec les années, ce sont principalement les étudiants qui réalisaient une colocation, essentiellement pour des questions de coûts.
Mais avec la conjoncture économique et le prix de lʼimmobilier qui nʼa cessé dʼévoluer à la
hausse, les Français ont de plus en plus de mal à quitter la maison de leurs parents pour vivre
seul ou même pour aller étudier dans les grandes villes.
En France, ce nʼest plus seulement pour le côté économique mais aussi pour le
côté convivial de la colocation que les Français choisissent ce mode de vie.
Mais la colocation est aussi bien encadrée
que les locations traditionnelles : un bail est
signé entre le propriétaire et les colocataires (il est important que chaque membre de
la colocation soit inclus dans le contrat, par
mesure de protection) qui contient à peu
près les mêmes conditions quʼun contrat
traditionnel. Il est donc en général demandé
de verser une caution dʼun mois de loyer, parfois de fournir des garants pour chaque
colocataire ou est encore prévue une clause de solidarité. Cette clause signiﬁe que chaque colocataire est solidaire des autres et peut être amené à payer pour les autres si
ces derniers en sont incapables. Finalement, malgré les risques quʼil peut y avoir dans ce
genre de location, cela reste un des moyens les plus faciles de quitter le domicile familial
et dʼacquérir son indépendance, surtout à notre époque où lʼimmobilier est de moins en
moins abordable et où il est diﬃcile de subvenir à ses besoins avec un seul salaire.
Au Japon, la colocation existe-t-elle ? Est-elle couramment employée ? Est-elle aussi intéressante ? Y a-t-il les mêmes garanties demandées que pour une location traditionnelle ? (C)
-------- mémo ---------pour info en France quand tu veux déménager, tu dois fournir une attestation dʼemployeur pour justiﬁer que tu travailles bien,
plusieurs ﬁches de paie pour prouver ton salaire perçu; payer une avance sur loyer (un mois), les frais dʼagence lorsque tu
passes par une agence; et avoir des garants (dont le nombre varie en fonction de leurs salaires). Il faut que la somme des
salaires des garants soit au minimum le double du montant du loyer (à vériﬁer) pour pouvoir payer en cas de défaillance.
-14-

ジュは、
ユネスコ世界無形文化遺産にも登録されています。

Comment faire?

コンパニョナージュの流れをご紹介

①コンパニョナージュの協会を選択し、
登録する
②ビザ申請&取得
③渡仏
④国家資格CAPやBEP等の取得のため、
CFAという機
関で実地研修をする
⑤トゥール・ドゥ・フランス開始
⑥通常、
約1年毎に場所を変えて、
研修を続ける
⑦約5年〜8年間の修行のあと、
マスターピースを作成
⑧Chef de compagnonが作品を審査
⑨審査に通れば、
「compagnon」
の称号が授与される
⑩compagnonとなった後は約2年間、
compagnonを目指す若者を受け入れ、
教育をする。
http://www.compagnons-du-devoir.com/
＊場合によって多少異なることがあります。

FAQ

プチインフォーメーション

質問

【職業例】

パン職人
石切り職人
パティシエ
手織りじゅうた
ん
靴職人
職工
屋根葺き職人 造
園技師
高級家具師
れんが職人
電気技師
蹄鉄工
馬具屋
皮革職人
画家
木工細工
電気工
石膏細工師
鍛冶屋
石工職人
指物師
樽職人

①コンパニョナージュの歴史
＊年齢制限はあるの？
コンパニョナージュの正式な発祥地はトゥーレーヌとされています
対象となるのは、16歳〜
が、
その起源は、
ソロモン王の時代に遡るとも言われています。
聖書
26歳くらいまでです。
時代ともなると、
もはや伝説の領域ですが、
実際の事実を確認され
＊初心者でもコンパニョナ
るのは中世後半頃。
閉鎖的になりがちだった職人たちが、
間欠的な
ージュに登録できるの？
失業に対処するために職を求めて町から町へと移動したことが発
いいえ、
すでにその分野で
端となっているようです。何世紀
ある程度の知識を持ってい
も前からの伝統が受け継がれて
る必要があります。
いるなんてとても素敵ですね。
＊外国人でもコンパニョナ
②コンパニョナージュの杖
ージュに登録できるの？
以前は、
トゥール・ドゥ・フランス
もちろん外国人でも登録可能です。
弊社AJ-Franceでサポートをさ
せていただき、
現在コンパニオンをされていらっしゃる方がいます。 （フランス巡回）を徒歩でしてい
たことから、現在でも開始時に
「
ただ、
かなり高度のフランス語が要求されるので、
まずは語学学校
杖
（Baton,Canne）
」
が渡されま
などに行き語学力を付けられることをお勧めします。-->> p6へ
す。今では、
その杖をついて歩く
ことは無いようですが、
杖は旅を
する職人の象徴であり、身を守
コンパニョナージュの博物館が発祥地トゥールにあります。
る武器でもあったそうです。
様々な分野の職人たちが、何年、時には何十年もかけて完成させた
最高傑作が展示されています。
＊通常料金：5,3ユーロ ／ ＊鑑賞所要時間：約1時間〜1時間半

Musée du Compagnonnage

Petites
informations

http://www.museecompagnonnage.fr/
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En En
France
France
: 留学情報
: 留学情報
Un peu dʼhistoire!

Plus belle la vie

Séjours en FRANCE
フランス留学

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・ワーキングホリデー・コ
ンペタンス・エ・タラン・フリーランス•研究者・就労•シェンゲンビザ等）
も安心サポート。
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！
●まずは初回無料カウンセリング
（お電話・スカイプ・ご来社など）
にて、
お気軽にご相談下さい！！
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、
有意義なフランス滞在を送りましょう。
※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
（日本国籍の場合）
★ 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〜
（3ヶ月以上）
★ 語学学校トータルプラン
¥65,000〜
★ 住居手配サポート
¥35,000〜
★ 各種翻訳
￥書類による

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

サポート一例 ：【専門学校トータルプラン
（3ヶ月以上の場合）
】 ＊サポート料：130000円
＊サポート内容＊

（キャンパスフランスの利用料20000円が別途必要となります。
）

■ メンバー登録料
■ カウンセリング
（希望予約制）
■ 好きな時にメール・電話で留学準備の相談対応
■ メンバー専用ページの閲覧案内
■ 滞在先手配
（1件分）

■ 専門学校／語学学校(提携外)
■ 入学手続き
（1校分）
■ 提携語学学校入学手続き
（希望制）
■ 学生ビザ申請サポート
■ 郵送返却
（希望制）

■ 抄本翻訳
（1通分）
■ 出発前オリエンテーション
■ 銀行のアポイントメント代行 *
(*銀行によってお受けできない場合あり)
■ 渡仏後のメール・電話でのアドバイス

Devenir Esthéticien et Maquilleur professionnel

エステ発祥の地フランスで、
エステティシャン・メイクアップアーティストを目指そう！

エステの歴史とは？？

フランスは昔から
「美
（Beauté）
」
に関わる産業が盛んな国。
中でもメイクとエステに関しては長い歴史
を誇り、
独自の技術が世界から注目されています。
「エステ」
の起源は、
18世紀のフランスにあると言わ
れています。
（古代エジプトでも、
バラ風呂や牛乳風呂といった
「美容術」
はあったようですが、
現在の所
謂
「エステ」
というものの起源はフランスとされています。
）
有名なのは、
何と言っても王妃マリーアント
ワネットでしょう。
香水、
コルセット、
歯を抜いての小顔作りまで、
飽くなき美容への追求は女性の永遠
のテーマなのかもしれません。

エステティックとは？？

エステティック
（仏：Esthétique）
やエステティシャン
（仏：Esthéticien）
はフランス語。
痩身、
脱毛、
美白
など全身を磨き、
美しさを追求する様々なテクニックがフランスで開発されてきました。
現在では、
リラ
クゼーションの意味も兼ねて使用されるようになりました。

Au Japon, contrairement à la France, il existe énormément de séries télévisées dʼorigine japonaise. En France,
si vous regardez le programme télévisé, vous ne verrez presque que des séries américaines comme « Prison
Break », « Dexter » ou autre. Bien sûr il existe des séries françaises, mais elles sont considérées, parfois à juste
titre, comme ringardes et sans budget ni originalité.
Je suis donc toujours un peu embêté quand un élève me demande ce quʼil y a comme série française à la télé.
Cependant, une série sʼest distinguée de toutes les autres ces dernières années par sa popularité et sa longévité : « Plus belle la vie ».
La série raconte la vie quotidienne des habitants du quartier « le Mistral » à Marseille. Les épisodes narrent
les joies et tracas des habitants en faisant référence à lʼactualité et abordent parfois des sujets de sociétés
comme lʼhomosexualité. Ces épisodes peuvent être suivis dʼépisodes tournant autour dʼintrigues policières,
ceci pour éviter une certaine lassitude.
Une lassitude qui ne sʼest visiblement pas encore manifestée, puisque la série en est à lʼheure actuelle à son
2285ème épisode, au rythme dʼun épisode par jour de la semaine. Cette série, la plus longue de lʼhistoire de la
télévision française, est suivie par une horde de fans qui ne rate pas un seul épisode (5 millions de téléspectateurs en moyenne) et discute de lʼintrigue sur les forums internet.
Bien sûr, avec un tel succès, la série a aussi ses détracteurs qui lui reprochent son côté gnangnan, son budget limité ou le mauvais jeu des acteurs.
Cependant, quʼils aient raison ou pas, le succès de cette série est diﬃcile à
nier, de même que son statut de phénomène de société.
Alors si vous aussi vous voulez goûter à « Plus belle la vie », nʼhésitez pas
et jetez-vous sur les DVDs (il y en a 100), cela peut-être un très bon entrainement pour votre compréhension du français ! À défaut, vous pouvez
toujours essayer les romans ou les jeux vidéo sur Nintendo DS « Plus belle
la vie ». (F)
http://www.plusbellelavie.fr/
ちょっと真面目なおはなし

謝らないフランス人

フランス人は滅多に謝りません。誰もが個人的な主張をするのが当然なフランスでは、
アピ
ールをすることが大事な能力の一つとみなしますが、
己を
「非」
として認めることはほとんどあ
りません。
フランスはローマ時代から人々の往来がとても多く、
また多民族国家の側面もある
ので、国を守る、
自分を守ることが然るべき手段であり、
これまで培われてきた文化なのかも
しれません。小学校では、
まず怒られる時の言い訳（謝らずに他の側面から反論する）
を学ぶ
といわれるほど、物事に対して
「悪い＝謝る」
という意識そのものが存在しないという前提で
なのです。
その片鱗は、
フランス人と実際に何気ない話をしているだけでも垣間見えるため、
驚くことがしばしばあります。
フランソワ・オランド大統領ですら謝らないと報道される程なの
で、
ここまでくるともはや天晴れです。
一方、謙遜を美徳とする日本では必要以上に
非を認めて謝ります。
あなたの周りにも
「とりあえ
ず」
という感覚で「すみません」
と言う人も多いのではないでしょうか。
マスメディアでも、不祥
事が起きたら謝罪会見なるものを重々しく開き、
スーツに身を包んだ、
良い歳をした人々が恭
しく
「申し訳有りません」
と頭を下げるシーンは、
ビートルズが日本に来日した時の騒動にも負
けず劣らずの勢いで取り上げますね。
お待ちかねのショータイムと言わんばかりに。
さて、謝るのが良いのか、謝らないのが良いのか。真実はどちらなのかー
満場一致でこれは謝るべき、
と判断する場合にはもちろん謝るべきですが、
その場しのぎで
謝ってやり過ごすのは良くないと考えます。
日本人特有の美徳とフランスの謝らない強情さと
自己アピール能力があれば、
もう怖いものなし、
ですね。
（S)

whl.travel

何故フランス？？

エステティシャンやメイクアップアーティストになるには、
日
本で勉強をして資格を取るといった道もあるでしょう。
ただ、
すでに身につけた知識やテクニッ
クを、
本場フランスでブラッシュアップすることも、
自分の未来の道を広げ、
箔をつけることに大
きな役割を果たすのではないでしょうか。
例えば、
パリはファッションの中心地でもあります。
そ
れゆえ数多くのメイクアップアーティストを育ててきました。
パリでメイクアップの技術を学ぶこ
とでテクニックはもちろん、
アーティストとしての感性を養うことも期待出来るでしょう。
また、
す
でにプロとして自国で活躍している方々が、
本場フランスへ留学に来ているといったことも多い
ため、
世界各地のエステやメイク事情を知ることができるチャンスかもしれません。
-8-
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Des leçons adaptées à chaque élève ! ：フランス語教室情報

生徒さんインタビュー

フランスで取得可能な資格
（エステ）
について

interview dʼun dʼélève

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に通い始めて半年、
京都市北区在住の内貴有文さんにお話をお伺いしま
した。
内貴さんは現在高校2年生で、
今年の9月よりのフランスのへ10ヶ月間留学さ
れる予定です。
フランスではホームステイをしながら現地の高校へ通います。

◎国家資格CAP（Certiﬁcat dʼAptitude Professionnelle, esthetique-cosmétique）
CAP
（セー・アー・ペー）
とは様々な分野に渡るフランス政府認定ディプロムです。
もち
ろん日本人でも条件を満たし、
試験に通れば取得が可能です。
（弊社AJ-France留学
センターにてサポートをさせていただいたお客様も、
CAP取得コースにご登録され、
様々な分野で続々とCAPを取得されています！）

ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
そもそも高校生のうちに英語圏以外の国へ留学したいと思っていて、
イタリア、
スペイン、
フランスを候補に挙げて最終的にフランスへ留学することを決めまし
た。
スペインだと留学を斡旋してくれる団体が実施する試験を受けなくていいので、
すごくいいなと考えていたのですが、
フ
ランスは試験があるとのことだったので、
せっかく留学するなら試験を受けて挑戦してみようと思い、
試験を受けたら無事
に合格したのでフランスになった、
という少し変な動機です
（笑）
。

◎国家資格BP（Le Brevet Professionnel Esthétique/Cosmétique - Parfumerie）
上記のCAPを取得した後、
さらに専門的な知識を深めたい場合は、
BP
（ベー・ペー）
と
いう国家資格取得を目指します。
BPを取得するには、
まずCAPを取得する必要があり、
さらに2年間の実務
経験が必要です。BP取得者は、
フランスでエステティ
ックサロン等を開業する資格が与えられます。

ーフランス語を勉強し始めて何か発見がありましたか。
はじめのうちは、
別の教育機関でグループレッスンでフランス語を勉強してい
たのですが、学校や行事でコンスタントに通う事が難しくなり、
すぐについて
いけなくなってしまいました。
その当時は、
順序立てて勉強するというより、
と
ぎれとぎれに勉強していたので、
ちんぷんかんぷんで何にもわからなかったの
ですが、
AJに通うようになってから、
特に最近は文章を組み立てられるように
なってきたのが実感できてとても楽しいです。
それに、
自分の言いたいことが
言えるようになったのが嬉しいです。

◎CIDESCO (Comité International dʼ Esthétique et de Cosmétologie)
CIDESCOは1946年に設立された世界的なエステティックの団体です。
エステ関係の公的
資格が確立されていない日本において、
CIDESCO認定資格は、
確かな信頼の証であり、
CIDESCO認定資格を有するエステティシャンは非常に高く評価される傾向にあります。
Dani Armengol Garreta

日本に留学している友達と。

ー今後の目標はなんですか。
留学を斡旋してくれる団体の理念が、
世界対戦中に戦場でアメリカ人が負傷兵の救護をしたところから始まったと聞いて
いるので、
国籍に関係なく、
まずは相手を理解しようと
する気持が大切だと考えて
います。それに、国際相互
理解が平和や将来に繋が
るのではないか、
とも考え
ています。
なので、僕もフラ
ンスでよりたくさんの国の
人と話をしてみたいです。
左／右 ： 今年の夏に開催された団体のキャンプにて。
同期の友達と留学前に交流しました。

株式会社AJ-France p10,p11 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
フランス語教室
☎: 075-703-0115
HP: www.aj-france.com
Mail: ecole@aj-france.com

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

交
通
ア
ク
セ
ス

Q: フランス語が全く話せないけど留学できるの？
A: 弊社AJ-France留学センターにご相談下さるお客様の多くが、
フランス語初
心者です。
もちろん、
すでにフランス語力がある方が、
学校選びや留学プランなどに
おいて選択肢の幅が広がりますが、
まず語学学校に数ヶ月間通い、
その後に専門学
校へ入学をするといったプランを立てることも可能です。
ただし、
エステの勉強には
医学用語等の専門用語も多く使われるため、
日常会話以上のフランス語力を求め
られることもしばしばあります。
Q: 留学費用・期間は？
A: 滞在する地域、学費、家賃、滞在方法、期間によって、費用は大きく異なります
が、少なくとも1年間で約250万円は必要となるでしょう。
（一例＜年間＞：60万
円／学費、
100万円／家賃、
10万円／光熱費、
15万円／保険、
15万円／航空チケ
ット料、
小遣い等）
＊尚、
学生ビザの場合、
年間964時間までの労働が可能です。
Q: 専門知識が無い未経験者でも留学できるの？
A: 学校やコースにもよりますが、
エステやメイクの初心者でも入学可能な学校が
あります。

,IV[]V\MUXTM
XTMQVLMVWJTM[[M
KuTuJZMZMb^W\ZMKuZuUWVQM
\ZILQ\QWVVMTTMLM UIZQIOM

lʼEcole Catherine SERTIN

メイクアップアーティストのジ
ャン・ピエール・フルリモン氏が
設立したメイクアップ専門学
校。
美容サロンや化粧品メーカ
ーへの就職を希望する人、
テレ
ビ、映画、舞台などで活躍する
メイクアップアーティストを目
指す人を対象としている。 ま
た、
行き届いた教育を行なうた
めに、各学期の定員を40名に
限定している。

＊期間：1ヶ月〜9ヶ月間
＊場所：5 Rue Decamps 75016-Paris
（ルーヴル美術館やパレ・ロワイヤルにも近い。
）
＊料金：約19万5千円〜約91万円
（1500ユーロ〜7000ユーロ）
＊コース：美容
（メイク）
、
写真、
テレビ・映画・ビデオ、
演劇、
アート

ExotissimoTravel

【学校紹介②（エステ）
】

Ecole privée de maquillage J. P. Fleurimon

=VRW]Z
Y]MTWVVM^M]\XI[W]JTQMZ
Y]MT¼WVW]JTQMZIRIUIQ[

京都市上京区烏丸通出水上る桜鶴円町361
tel:075-432-3851

エステ・メイクのフランス留学Q&A

【学校紹介①（メイク）
】

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

-12-

whl.travel

SPA、
エステ、香水、美容の専門
学校。
こちらの学校は、
フェイシ
ャル・スティーマー、高周波器、
超音波器、
バキューム器、
バイブ
レーション器等を備えており、
学
生は学校の様々な備品を使用で
きる。
実技は少人数授業であり、
教師の為の技術研修も、毎年セ
ミナーや学会実習の形で行われ
ている。
ia
ec

l !!

sp
＊期間：短期5日間〜12ヶ月間
個別にパンフレット
＊場所：9, rue Volney 75002-Paris
お取り寄せOK！
（マドレーヌ寺院とオペラ座の間）
＊料金：約1万3千円〜約85万8千円
（100ユーロ〜6600ユーロ＋道具代）
＊コース：SPA、
エステ等
＊国家資格CAP・BPやCIDESCOの取得を目指すコースあり
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Des leçons adaptées à tous! ：フランス語教室情報

BVU=V`HNL

おす
すめ
！
<ボンボワイヤージュ> 旅行会話レッスン 毎回4回完結のフランス語レッスンです。
旅行で役に立つフレーズを学びましょう！フランス旅行を計画されている方必見♪♪ボンジュ
ールの挨拶から学びますので、全くの初心者の方でもOK。
ショッピング、美術館巡り、蚤の市や
マルシェでお買い物、
カフェでのんびりパリジャン／パリジェンヌのようにフランスを満喫！！
ほんの少しでも話せるようになると、いつ
もの楽しい旅行が200％楽しくなります！
月4回(1ヶ月完結)

土曜日9h〜10h

受講料：10000円(入会金不要)
2名様から

NOUVEAU!!

ちびっこシェフアトリエ ~ cours de cuisine pour les petits ~

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

野菜を洗っ
たり、
上手にお料
理
できるよ！
！

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

グループレッスン、
テーマ別アトリエレッスン
〜 Le français sous toutes les coutures 〜
内容

レッスン回数

日時

担当講師

受講料など

楽々発音

発音記号が分かれば、
もう怖くな
い！書き取り
（dictée）
にも強くな
ります！

6回／3ヶ月
6時間

金曜日16h-17h
10月11日25日 11月8日22日
12月6日20日

Akiko

14000円

Petit Nicolasを
読もう！

フランスの国民的小説「Petit
Nicolas」
を音読しよう！ボキャブラ
リーを増やすのにも有効です。

6回／3ヶ月
6時間

グループ①：金曜日10h-11h
グループ②：木曜日14h-15h
日程は参加者同士で相談

Akiko

14000円
テキスト代実費

1ヶ月集中講座

1年分を1ヶ月で取得しよう！

40時間／月

平日月曜日〜金曜日
時間は受講者が選択

受講者が
選択

14万円
テキスト代実費
入会金無料！

ちびっこアトリエ

楽しく遊びながら習得しよう♪

2回／月
1レッスン45分

こりす組（2歳〜小学校入学前）
第2・第4土曜日 10h00-10h45

Charlotte
Yannick

5000円

アトリエデママン

小さなお子様と一緒に受けられ
ます。

6回／3ヶ月

月曜日 14h-15h30
10月7日21日、11月11日25日、
12月2日16日
受講者同士で日程調整可能

Akiko

21000円
定員：5名様

楽しく1から学ぼう

10回／3ヶ月
1レッスン90分

土曜日 14h-15h30
10月5日、12日、19日、26日
11月2日、9日、16日、30日
12月7日、14日

Akiko
Florian

29000円
テキスト代実費
定員：6名様

土曜日 11h15-12h45
10月5日、12日、19日、26日
11月2日、9日、16日、30日
12月7日、14日

Akiko
Charlotte

金曜日 18h-19h30
10月4日、11日、18日、25日
11月1日、8日、15日、29日
12月6日、13日

Charlotte
David

グループレッスン
（初級）

グループレッスン
（中級）

こんなことを何気なく学びます！
◆ 材料の名前
♥ 道具の名前
【開講スケジュール】
● 料理時に使う動詞
開催日
時間
♣ 皆と一緒に食べることの
10月26日
（土） 11h~12h50
楽しさ
こんなことをしましょう！
♤ 材料を切る
◇ お鍋に材料を入れる
♡ 道具を洗う
♧ 皆で楽しく食べる
◯ おかたづけをする

レシビ
Casse-croûte francais
フランス風サンドイッチ

● 日時

お天気だったら近くの植物園へOn y va !
（親付き添い500円）

Sablé
サブレ

自分の好きな形でサブレを焼いてみましょう！

12月14日
（土） 14h-15h50

Bûche de Noël
ブッシュ・ド・ノエル

クリスマス会を開催します！
かわいくデコレーションしたブッシュ・ド・ノエル
を食べて、
クリスマスをお祝いしましょう！

：2013年12月7日
（土）
2013年12月21日
（土）
● 時間 ：14時〜17時
● レベル ：初級〜上級まで
● 参加費 ：3800円（一般）
3500円（生徒）

※保険・材料費込

内容

11月23日
（土） 14h-15h50

お料理・お菓子レッスン 〜 Leçon de cuisine 〜

10回／3ヶ月
1レッスン90分

仏検3級程度

・ おしゃべりカフェ 〜salon de discussion〜
・ 文法アラカルト
・ 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
・ アトリエ・とらばーゆ
・ アトリエB.D.
・ はじめの一歩のフランス語
星の王子様 〜 Le Petit Prince 〜
※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。
＊入会金 別途必要

10回／3ヶ月
1レッスン90分

レベルチェック無料

29000円
テキスト代実費
定員：7名様

レベルチェック無料

29000円
テキスト代実費
定員：7名様

レベルチェック無料

スカイプレッスン
〜 Leçon par skype 〜
あなたの街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！
・最近忙しくて通学に時間を取れない
・京都は遠くて通えない、近に学校がない。
・とにかくフランス語を話す機会が欲しい！
・・・という方、
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にて受講OK！

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

フランス語教授法を熟知したプロの講師が、責任を持ってレッスンいた
しますので、教室に通っているのと同じ感覚で学ぶ事が可能です。

フランス語ネーミングサービス【

ここ
poin が
t !!

votre image en français 】

店名、社名、商品名やサービス名などに、
フランス語やフランス語的な横文字のネーミングがしたい方に
ピッタリ！起業をお考えの個人事業主様や新しくブランドを立ち上げたい方にもおすすめです。
ネイティ
ブのフランス人が、
目的やご希望に合わせてご提案させていただきます。
● お祝いの席でのレストランのメニュー名の考案
● 店名、社名、商品名やサービス名
●家族として新しく迎え入れる新しいペットの名前を
一緒に考えてほしい！というのもOKです。

AJ-France大人気レッスン、ガレット・デ・ロワを作りま
しょう！
パイ生地を上手く作るには「コツ」があります。
ジャン・ジャ
ックさんが上手に作れるレシピを伝授致します。
これでお
家でも簡単につくれちゃいます♪毎年定員オーバーになる
ほど人気のレッスンですので、お早めにご予約くださいね
☆お友達・ご家族そろってのご参加、
お待ちしています。
-10-

仏検4級程度

その他のイベント
アトリエレッスンなど

参加人数 6名まで
費用 2500円 (保険、材料費込み)
対象 2才6ヶ月〜小学校入学前
お持ちいただくもの エプロン、
タオル

※入会金：5000円別途必要

アトリエ

グループレッスン
（超入門）

おともだ
く協力し ちと仲良
な
使って野 がら包丁を
菜を切る
よ♪

フランスにもっと近づこう、
「学びたい」
を応援します

料金（一例） 相談料 ： 5000円〜／時間
まずはお客様の要望をお伺いし、
お見積もりをご案内いたします。
ネーミングには、
いくつかの
バリエーションをご案内し、
その中からお選びいただけます。
（できる限り登録可能な名前をご
提案するために、特許庁のオンラインデータベースでの簡易確認を行います。）
写真はイメージです。
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Des leçons adaptées à tous! ：フランス語教室情報

BVU=V`HNL

おす
すめ
！
<ボンボワイヤージュ> 旅行会話レッスン 毎回4回完結のフランス語レッスンです。
旅行で役に立つフレーズを学びましょう！フランス旅行を計画されている方必見♪♪ボンジュ
ールの挨拶から学びますので、全くの初心者の方でもOK。
ショッピング、美術館巡り、蚤の市や
マルシェでお買い物、
カフェでのんびりパリジャン／パリジェンヌのようにフランスを満喫！！
ほんの少しでも話せるようになると、いつ
もの楽しい旅行が200％楽しくなります！
月4回(1ヶ月完結)

土曜日9h〜10h

受講料：10000円(入会金不要)
2名様から

NOUVEAU!!

ちびっこシェフアトリエ ~ cours de cuisine pour les petits ~

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

野菜を洗っ
たり、
上手にお料
理
できるよ！
！

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

グループレッスン、
テーマ別アトリエレッスン
〜 Le français sous toutes les coutures 〜
内容

レッスン回数

日時

担当講師

受講料など

楽々発音

発音記号が分かれば、
もう怖くな
い！書き取り
（dictée）
にも強くな
ります！

6回／3ヶ月
6時間

金曜日16h-17h
10月11日25日 11月8日22日
12月6日20日

Akiko

14000円

Petit Nicolasを
読もう！

フランスの国民的小説「Petit
Nicolas」
を音読しよう！ボキャブラ
リーを増やすのにも有効です。

6回／3ヶ月
6時間

グループ①：金曜日10h-11h
グループ②：木曜日14h-15h
日程は参加者同士で相談

Akiko

14000円
テキスト代実費

1ヶ月集中講座

1年分を1ヶ月で取得しよう！

40時間／月

平日月曜日〜金曜日
時間は受講者が選択

受講者が
選択

14万円
テキスト代実費
入会金無料！

ちびっこアトリエ

楽しく遊びながら習得しよう♪

2回／月
1レッスン45分

こりす組（2歳〜小学校入学前）
第2・第4土曜日 10h00-10h45

Charlotte
Yannick

5000円

アトリエデママン

小さなお子様と一緒に受けられ
ます。

6回／3ヶ月

月曜日 14h-15h30
10月7日21日、11月11日25日、
12月2日16日
受講者同士で日程調整可能

Akiko

21000円
定員：5名様

楽しく1から学ぼう

10回／3ヶ月
1レッスン90分

土曜日 14h-15h30
10月5日、12日、19日、26日
11月2日、9日、16日、30日
12月7日、14日

Akiko
Florian

29000円
テキスト代実費
定員：6名様

土曜日 11h15-12h45
10月5日、12日、19日、26日
11月2日、9日、16日、30日
12月7日、14日

Akiko
Charlotte

金曜日 18h-19h30
10月4日、11日、18日、25日
11月1日、8日、15日、29日
12月6日、13日

Charlotte
David

グループレッスン
（初級）

グループレッスン
（中級）

こんなことを何気なく学びます！
◆ 材料の名前
♥ 道具の名前
【開講スケジュール】
● 料理時に使う動詞
開催日
時間
♣ 皆と一緒に食べることの
10月26日
（土） 11h~12h50
楽しさ
こんなことをしましょう！
♤ 材料を切る
◇ お鍋に材料を入れる
♡ 道具を洗う
♧ 皆で楽しく食べる
◯ おかたづけをする

レシビ
Casse-croûte francais
フランス風サンドイッチ

● 日時

お天気だったら近くの植物園へOn y va !
（親付き添い500円）

Sablé
サブレ

自分の好きな形でサブレを焼いてみましょう！

12月14日
（土） 14h-15h50

Bûche de Noël
ブッシュ・ド・ノエル

クリスマス会を開催します！
かわいくデコレーションしたブッシュ・ド・ノエル
を食べて、
クリスマスをお祝いしましょう！

：2013年12月7日
（土）
2013年12月21日
（土）
● 時間 ：14時〜17時
● レベル ：初級〜上級まで
● 参加費 ：3800円（一般）
3500円（生徒）

※保険・材料費込

内容

11月23日
（土） 14h-15h50

お料理・お菓子レッスン 〜 Leçon de cuisine 〜

10回／3ヶ月
1レッスン90分

仏検3級程度

・ おしゃべりカフェ 〜salon de discussion〜
・ 文法アラカルト
・ 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
・ アトリエ・とらばーゆ
・ アトリエB.D.
・ はじめの一歩のフランス語
星の王子様 〜 Le Petit Prince 〜
※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。
＊入会金 別途必要

10回／3ヶ月
1レッスン90分

レベルチェック無料

29000円
テキスト代実費
定員：7名様

レベルチェック無料

29000円
テキスト代実費
定員：7名様

レベルチェック無料

スカイプレッスン
〜 Leçon par skype 〜
あなたの街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！
・最近忙しくて通学に時間を取れない
・京都は遠くて通えない、近に学校がない。
・とにかくフランス語を話す機会が欲しい！
・・・という方、
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にて受講OK！

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

フランス語教授法を熟知したプロの講師が、責任を持ってレッスンいた
しますので、教室に通っているのと同じ感覚で学ぶ事が可能です。

フランス語ネーミングサービス【

ここ
poin が
t !!

votre image en français 】

店名、社名、商品名やサービス名などに、
フランス語やフランス語的な横文字のネーミングがしたい方に
ピッタリ！起業をお考えの個人事業主様や新しくブランドを立ち上げたい方にもおすすめです。
ネイティ
ブのフランス人が、
目的やご希望に合わせてご提案させていただきます。
● お祝いの席でのレストランのメニュー名の考案
● 店名、社名、商品名やサービス名
●家族として新しく迎え入れる新しいペットの名前を
一緒に考えてほしい！というのもOKです。

AJ-France大人気レッスン、ガレット・デ・ロワを作りま
しょう！
パイ生地を上手く作るには「コツ」があります。
ジャン・ジャ
ックさんが上手に作れるレシピを伝授致します。
これでお
家でも簡単につくれちゃいます♪毎年定員オーバーになる
ほど人気のレッスンですので、お早めにご予約くださいね
☆お友達・ご家族そろってのご参加、
お待ちしています。
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仏検4級程度

その他のイベント
アトリエレッスンなど

参加人数 6名まで
費用 2500円 (保険、材料費込み)
対象 2才6ヶ月〜小学校入学前
お持ちいただくもの エプロン、
タオル

※入会金：5000円別途必要

アトリエ

グループレッスン
（超入門）

おともだ
く協力し ちと仲良
な
使って野 がら包丁を
菜を切る
よ♪

フランスにもっと近づこう、
「学びたい」
を応援します

料金（一例） 相談料 ： 5000円〜／時間
まずはお客様の要望をお伺いし、
お見積もりをご案内いたします。
ネーミングには、
いくつかの
バリエーションをご案内し、
その中からお選びいただけます。
（できる限り登録可能な名前をご
提案するために、特許庁のオンラインデータベースでの簡易確認を行います。）
写真はイメージです。
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Des leçons adaptées à chaque élève ! ：フランス語教室情報

生徒さんインタビュー

フランスで取得可能な資格
（エステ）
について

interview dʼun dʼélève

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に通い始めて半年、
京都市北区在住の内貴有文さんにお話をお伺いしま
した。
内貴さんは現在高校2年生で、
今年の9月よりのフランスのへ10ヶ月間留学さ
れる予定です。
フランスではホームステイをしながら現地の高校へ通います。

◎国家資格CAP（Certiﬁcat dʼAptitude Professionnelle, esthetique-cosmétique）
CAP
（セー・アー・ペー）
とは様々な分野に渡るフランス政府認定ディプロムです。
もち
ろん日本人でも条件を満たし、
試験に通れば取得が可能です。
（弊社AJ-France留学
センターにてサポートをさせていただいたお客様も、
CAP取得コースにご登録され、
様々な分野で続々とCAPを取得されています！）

ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
そもそも高校生のうちに英語圏以外の国へ留学したいと思っていて、
イタリア、
スペイン、
フランスを候補に挙げて最終的にフランスへ留学することを決めまし
た。
スペインだと留学を斡旋してくれる団体が実施する試験を受けなくていいので、
すごくいいなと考えていたのですが、
フ
ランスは試験があるとのことだったので、
せっかく留学するなら試験を受けて挑戦してみようと思い、
試験を受けたら無事
に合格したのでフランスになった、
という少し変な動機です
（笑）
。

◎国家資格BP（Le Brevet Professionnel Esthétique/Cosmétique - Parfumerie）
上記のCAPを取得した後、
さらに専門的な知識を深めたい場合は、
BP
（ベー・ペー）
と
いう国家資格取得を目指します。
BPを取得するには、
まずCAPを取得する必要があり、
さらに2年間の実務
経験が必要です。BP取得者は、
フランスでエステティ
ックサロン等を開業する資格が与えられます。

ーフランス語を勉強し始めて何か発見がありましたか。
はじめのうちは、
別の教育機関でグループレッスンでフランス語を勉強してい
たのですが、学校や行事でコンスタントに通う事が難しくなり、
すぐについて
いけなくなってしまいました。
その当時は、
順序立てて勉強するというより、
と
ぎれとぎれに勉強していたので、
ちんぷんかんぷんで何にもわからなかったの
ですが、
AJに通うようになってから、
特に最近は文章を組み立てられるように
なってきたのが実感できてとても楽しいです。
それに、
自分の言いたいことが
言えるようになったのが嬉しいです。

◎CIDESCO (Comité International dʼ Esthétique et de Cosmétologie)
CIDESCOは1946年に設立された世界的なエステティックの団体です。
エステ関係の公的
資格が確立されていない日本において、
CIDESCO認定資格は、
確かな信頼の証であり、
CIDESCO認定資格を有するエステティシャンは非常に高く評価される傾向にあります。
Dani Armengol Garreta

日本に留学している友達と。

ー今後の目標はなんですか。
留学を斡旋してくれる団体の理念が、
世界対戦中に戦場でアメリカ人が負傷兵の救護をしたところから始まったと聞いて
いるので、
国籍に関係なく、
まずは相手を理解しようと
する気持が大切だと考えて
います。それに、国際相互
理解が平和や将来に繋が
るのではないか、
とも考え
ています。
なので、僕もフラ
ンスでよりたくさんの国の
人と話をしてみたいです。
左／右 ： 今年の夏に開催された団体のキャンプにて。
同期の友達と留学前に交流しました。

株式会社AJ-France p10,p11 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
フランス語教室
☎: 075-703-0115
HP: www.aj-france.com
Mail: ecole@aj-france.com

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

交
通
ア
ク
セ
ス

Q: フランス語が全く話せないけど留学できるの？
A: 弊社AJ-France留学センターにご相談下さるお客様の多くが、
フランス語初
心者です。
もちろん、
すでにフランス語力がある方が、
学校選びや留学プランなどに
おいて選択肢の幅が広がりますが、
まず語学学校に数ヶ月間通い、
その後に専門学
校へ入学をするといったプランを立てることも可能です。
ただし、
エステの勉強には
医学用語等の専門用語も多く使われるため、
日常会話以上のフランス語力を求め
られることもしばしばあります。
Q: 留学費用・期間は？
A: 滞在する地域、学費、家賃、滞在方法、期間によって、費用は大きく異なります
が、少なくとも1年間で約250万円は必要となるでしょう。
（一例＜年間＞：60万
円／学費、
100万円／家賃、
10万円／光熱費、
15万円／保険、
15万円／航空チケ
ット料、
小遣い等）
＊尚、
学生ビザの場合、
年間964時間までの労働が可能です。
Q: 専門知識が無い未経験者でも留学できるの？
A: 学校やコースにもよりますが、
エステやメイクの初心者でも入学可能な学校が
あります。

,IV[]V\MUXTM
XTMQVLMVWJTM[[M
KuTuJZMZMb^W\ZMKuZuUWVQM
\ZILQ\QWVVMTTMLM UIZQIOM

lʼEcole Catherine SERTIN

メイクアップアーティストのジ
ャン・ピエール・フルリモン氏が
設立したメイクアップ専門学
校。
美容サロンや化粧品メーカ
ーへの就職を希望する人、
テレ
ビ、映画、舞台などで活躍する
メイクアップアーティストを目
指す人を対象としている。 ま
た、
行き届いた教育を行なうた
めに、各学期の定員を40名に
限定している。

＊期間：1ヶ月〜9ヶ月間
＊場所：5 Rue Decamps 75016-Paris
（ルーヴル美術館やパレ・ロワイヤルにも近い。
）
＊料金：約19万5千円〜約91万円
（1500ユーロ〜7000ユーロ）
＊コース：美容
（メイク）
、
写真、
テレビ・映画・ビデオ、
演劇、
アート

ExotissimoTravel

【学校紹介②（エステ）
】

Ecole privée de maquillage J. P. Fleurimon

=VRW]Z
Y]MTWVVM^M]\XI[W]JTQMZ
Y]MT¼WVW]JTQMZIRIUIQ[

京都市上京区烏丸通出水上る桜鶴円町361
tel:075-432-3851

エステ・メイクのフランス留学Q&A

【学校紹介①（メイク）
】

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

-12-

whl.travel

SPA、
エステ、香水、美容の専門
学校。
こちらの学校は、
フェイシ
ャル・スティーマー、高周波器、
超音波器、
バキューム器、
バイブ
レーション器等を備えており、
学
生は学校の様々な備品を使用で
きる。
実技は少人数授業であり、
教師の為の技術研修も、毎年セ
ミナーや学会実習の形で行われ
ている。
ia
ec

l !!

sp
＊期間：短期5日間〜12ヶ月間
個別にパンフレット
＊場所：9, rue Volney 75002-Paris
お取り寄せOK！
（マドレーヌ寺院とオペラ座の間）
＊料金：約1万3千円〜約85万8千円
（100ユーロ〜6600ユーロ＋道具代）
＊コース：SPA、
エステ等
＊国家資格CAP・BPやCIDESCOの取得を目指すコースあり
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En En
France
France
: 留学情報
: 留学情報
Un peu dʼhistoire!

Plus belle la vie

Séjours en FRANCE
フランス留学

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・ワーキングホリデー・コ
ンペタンス・エ・タラン・フリーランス•研究者・就労•シェンゲンビザ等）
も安心サポート。
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！
●まずは初回無料カウンセリング
（お電話・スカイプ・ご来社など）
にて、
お気軽にご相談下さい！！
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、
有意義なフランス滞在を送りましょう。
※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
（日本国籍の場合）
★ 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〜
（3ヶ月以上）
★ 語学学校トータルプラン
¥65,000〜
★ 住居手配サポート
¥35,000〜
★ 各種翻訳
￥書類による

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

サポート一例 ：【専門学校トータルプラン
（3ヶ月以上の場合）
】 ＊サポート料：130000円
＊サポート内容＊

（キャンパスフランスの利用料20000円が別途必要となります。
）

■ メンバー登録料
■ カウンセリング
（希望予約制）
■ 好きな時にメール・電話で留学準備の相談対応
■ メンバー専用ページの閲覧案内
■ 滞在先手配
（1件分）

■ 専門学校／語学学校(提携外)
■ 入学手続き
（1校分）
■ 提携語学学校入学手続き
（希望制）
■ 学生ビザ申請サポート
■ 郵送返却
（希望制）

■ 抄本翻訳
（1通分）
■ 出発前オリエンテーション
■ 銀行のアポイントメント代行 *
(*銀行によってお受けできない場合あり)
■ 渡仏後のメール・電話でのアドバイス

Devenir Esthéticien et Maquilleur professionnel

エステ発祥の地フランスで、
エステティシャン・メイクアップアーティストを目指そう！

エステの歴史とは？？

フランスは昔から
「美
（Beauté）
」
に関わる産業が盛んな国。
中でもメイクとエステに関しては長い歴史
を誇り、
独自の技術が世界から注目されています。
「エステ」
の起源は、
18世紀のフランスにあると言わ
れています。
（古代エジプトでも、
バラ風呂や牛乳風呂といった
「美容術」
はあったようですが、
現在の所
謂
「エステ」
というものの起源はフランスとされています。
）
有名なのは、
何と言っても王妃マリーアント
ワネットでしょう。
香水、
コルセット、
歯を抜いての小顔作りまで、
飽くなき美容への追求は女性の永遠
のテーマなのかもしれません。

エステティックとは？？

エステティック
（仏：Esthétique）
やエステティシャン
（仏：Esthéticien）
はフランス語。
痩身、
脱毛、
美白
など全身を磨き、
美しさを追求する様々なテクニックがフランスで開発されてきました。
現在では、
リラ
クゼーションの意味も兼ねて使用されるようになりました。

Au Japon, contrairement à la France, il existe énormément de séries télévisées dʼorigine japonaise. En France,
si vous regardez le programme télévisé, vous ne verrez presque que des séries américaines comme « Prison
Break », « Dexter » ou autre. Bien sûr il existe des séries françaises, mais elles sont considérées, parfois à juste
titre, comme ringardes et sans budget ni originalité.
Je suis donc toujours un peu embêté quand un élève me demande ce quʼil y a comme série française à la télé.
Cependant, une série sʼest distinguée de toutes les autres ces dernières années par sa popularité et sa longévité : « Plus belle la vie ».
La série raconte la vie quotidienne des habitants du quartier « le Mistral » à Marseille. Les épisodes narrent
les joies et tracas des habitants en faisant référence à lʼactualité et abordent parfois des sujets de sociétés
comme lʼhomosexualité. Ces épisodes peuvent être suivis dʼépisodes tournant autour dʼintrigues policières,
ceci pour éviter une certaine lassitude.
Une lassitude qui ne sʼest visiblement pas encore manifestée, puisque la série en est à lʼheure actuelle à son
2285ème épisode, au rythme dʼun épisode par jour de la semaine. Cette série, la plus longue de lʼhistoire de la
télévision française, est suivie par une horde de fans qui ne rate pas un seul épisode (5 millions de téléspectateurs en moyenne) et discute de lʼintrigue sur les forums internet.
Bien sûr, avec un tel succès, la série a aussi ses détracteurs qui lui reprochent son côté gnangnan, son budget limité ou le mauvais jeu des acteurs.
Cependant, quʼils aient raison ou pas, le succès de cette série est diﬃcile à
nier, de même que son statut de phénomène de société.
Alors si vous aussi vous voulez goûter à « Plus belle la vie », nʼhésitez pas
et jetez-vous sur les DVDs (il y en a 100), cela peut-être un très bon entrainement pour votre compréhension du français ! À défaut, vous pouvez
toujours essayer les romans ou les jeux vidéo sur Nintendo DS « Plus belle
la vie ». (F)
http://www.plusbellelavie.fr/
ちょっと真面目なおはなし

謝らないフランス人

フランス人は滅多に謝りません。誰もが個人的な主張をするのが当然なフランスでは、
アピ
ールをすることが大事な能力の一つとみなしますが、
己を
「非」
として認めることはほとんどあ
りません。
フランスはローマ時代から人々の往来がとても多く、
また多民族国家の側面もある
ので、国を守る、
自分を守ることが然るべき手段であり、
これまで培われてきた文化なのかも
しれません。小学校では、
まず怒られる時の言い訳（謝らずに他の側面から反論する）
を学ぶ
といわれるほど、物事に対して
「悪い＝謝る」
という意識そのものが存在しないという前提で
なのです。
その片鱗は、
フランス人と実際に何気ない話をしているだけでも垣間見えるため、
驚くことがしばしばあります。
フランソワ・オランド大統領ですら謝らないと報道される程なの
で、
ここまでくるともはや天晴れです。
一方、謙遜を美徳とする日本では必要以上に
非を認めて謝ります。
あなたの周りにも
「とりあえ
ず」
という感覚で「すみません」
と言う人も多いのではないでしょうか。
マスメディアでも、不祥
事が起きたら謝罪会見なるものを重々しく開き、
スーツに身を包んだ、
良い歳をした人々が恭
しく
「申し訳有りません」
と頭を下げるシーンは、
ビートルズが日本に来日した時の騒動にも負
けず劣らずの勢いで取り上げますね。
お待ちかねのショータイムと言わんばかりに。
さて、謝るのが良いのか、謝らないのが良いのか。真実はどちらなのかー
満場一致でこれは謝るべき、
と判断する場合にはもちろん謝るべきですが、
その場しのぎで
謝ってやり過ごすのは良くないと考えます。
日本人特有の美徳とフランスの謝らない強情さと
自己アピール能力があれば、
もう怖いものなし、
ですね。
（S)

whl.travel

何故フランス？？

エステティシャンやメイクアップアーティストになるには、
日
本で勉強をして資格を取るといった道もあるでしょう。
ただ、
すでに身につけた知識やテクニッ
クを、
本場フランスでブラッシュアップすることも、
自分の未来の道を広げ、
箔をつけることに大
きな役割を果たすのではないでしょうか。
例えば、
パリはファッションの中心地でもあります。
そ
れゆえ数多くのメイクアップアーティストを育ててきました。
パリでメイクアップの技術を学ぶこ
とでテクニックはもちろん、
アーティストとしての感性を養うことも期待出来るでしょう。
また、
す
でにプロとして自国で活躍している方々が、
本場フランスへ留学に来ているといったことも多い
ため、
世界各地のエステやメイク事情を知ることができるチャンスかもしれません。
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コンパニオンは直訳すると、
仲間や付き添いなどの意。
日本では、
来賓の接遇をする女性
をイメージしますが、
今回ご紹介する
【compagnonnage】
とは、
フランスで何世紀も前

フランスの各家庭に1つは必ずある便利調理器具、野菜濾し器。
ハーブや野菜を手軽に細かく砕くことができます。
ちなみに魚も

から続く徒弟制度組合のことを指します。
職業の種類は、
パティシエや料理人から家具

職人や靴職人まで多種多様。
中世では、
道具を担いでフランスを徒歩で遍歴しながら、

骨ごとぐりんぐりんと砕くこともできちゃうすぐれもの。材料を
入れて回すだけのシンプルな作りです。大きなサイズだとミキサ
ーのようにスープやピューレ、
ポタージュを作る時に使えます。

La moulinette à ﬁnes herbes permet de hacher menu le persil et dʼautres ﬁnes herbes
aromatiques-sans les écraser pour conserver tous les arômes. On peut en trouver entre
6 et 16 €. Et si avec ces herbes hachées on se faisait des glaçons aux ﬁnes herbes !
Hachez les ﬁnes herbes et mettre les dans des bacs à glaçons. Remplir dʼeau ou dʼhuile
et placer au congélateur. A utiliser dans les 6 mois.

ラム
プチコ

コンパニョナージュとは？



Origines

『 Moulinette 』	

   野菜濾し器

Compagnonnage

伝統を守るコンパニョナージュ（徒弟制度組合）

各地の親方に弟子入りし、
職人としての腕を磨いていました。
現在も、
フランスには沢山

のコンパニョナージュの協会があり、
そこに登録をすれば、
研修・訓練をすると同時に職

業訓練校でプロの技術を学びながら、
フランス全土を周ることができます。
（このフラン

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

ス巡回を、
トゥール・ドゥ・フランスと言う）
長い場合、
10年以上もの時間をかけて、
自ら
の腕を磨きます。
まさに
「修行」
ですね。
研修の最後には、
磨いた技術の集大成としてマス

ターピースを作成し、
コンパニオンの権威に審査をしてもらいます。
審査に通れば、
晴れて

「compagnon」
の称号を得ることができます。
フランスで
「compagnon」
というと、
真の
職人といった認識があり、
compagnonがMOF
（Meilleur Ouvrier de France・国家最

優秀職人賞・その名誉は日本の
「人間国宝」
に相当するとも言われる）
を取得することも稀ではありません。
また、
コンパニョナー

La colocation en France

ーフランスのアパートのシェア事情ー

今まで家族とぬくぬく暮らしていた社会人1年生達は、昔は仕事を持ったら一人で、
またはカップルで
暮らすために家族の殻から飛び出していました。
しかし、近年では物件が高額になってきたため、
なか
なか家族を離れて一人暮らしをするのが難しく、
アパートのシェアをする学生が増えてきています。
も
ちろん経済的な問題もありますが、そのアットホームな感じが受けている様です。但し、
アパートシェ
アもアパート賃貸と同じようにきちんと手続きを取った後の入居となります。
日本の若者の間でシェ
アは流行っていますか？
En France, depuis quelques années maintenant, la colocation est devenue un moyen utile et
sûr de déménager. Autrefois, lorsque les enfants devenaient de jeunes adultes et quʼils possédaient un travail, ils «sʼenvolaient du cocon familial» pour emménager seuls ou en couple.
Bien sûr, le mariage ou le concubinage était aussi une des principales raisons dʼindépendance.
Avec les années, ce sont principalement les étudiants qui réalisaient une colocation, essentiellement pour des questions de coûts.
Mais avec la conjoncture économique et le prix de lʼimmobilier qui nʼa cessé dʼévoluer à la
hausse, les Français ont de plus en plus de mal à quitter la maison de leurs parents pour vivre
seul ou même pour aller étudier dans les grandes villes.
En France, ce nʼest plus seulement pour le côté économique mais aussi pour le
côté convivial de la colocation que les Français choisissent ce mode de vie.
Mais la colocation est aussi bien encadrée
que les locations traditionnelles : un bail est
signé entre le propriétaire et les colocataires (il est important que chaque membre de
la colocation soit inclus dans le contrat, par
mesure de protection) qui contient à peu
près les mêmes conditions quʼun contrat
traditionnel. Il est donc en général demandé
de verser une caution dʼun mois de loyer, parfois de fournir des garants pour chaque
colocataire ou est encore prévue une clause de solidarité. Cette clause signiﬁe que chaque colocataire est solidaire des autres et peut être amené à payer pour les autres si
ces derniers en sont incapables. Finalement, malgré les risques quʼil peut y avoir dans ce
genre de location, cela reste un des moyens les plus faciles de quitter le domicile familial
et dʼacquérir son indépendance, surtout à notre époque où lʼimmobilier est de moins en
moins abordable et où il est diﬃcile de subvenir à ses besoins avec un seul salaire.
Au Japon, la colocation existe-t-elle ? Est-elle couramment employée ? Est-elle aussi intéressante ? Y a-t-il les mêmes garanties demandées que pour une location traditionnelle ? (C)
-------- mémo ---------pour info en France quand tu veux déménager, tu dois fournir une attestation dʼemployeur pour justiﬁer que tu travailles bien,
plusieurs ﬁches de paie pour prouver ton salaire perçu; payer une avance sur loyer (un mois), les frais dʼagence lorsque tu
passes par une agence; et avoir des garants (dont le nombre varie en fonction de leurs salaires). Il faut que la somme des
salaires des garants soit au minimum le double du montant du loyer (à vériﬁer) pour pouvoir payer en cas de défaillance.
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ジュは、
ユネスコ世界無形文化遺産にも登録されています。

Comment faire?

コンパニョナージュの流れをご紹介

①コンパニョナージュの協会を選択し、
登録する
②ビザ申請&取得
③渡仏
④国家資格CAPやBEP等の取得のため、
CFAという機
関で実地研修をする
⑤トゥール・ドゥ・フランス開始
⑥通常、
約1年毎に場所を変えて、
研修を続ける
⑦約5年〜8年間の修行のあと、
マスターピースを作成
⑧Chef de compagnonが作品を審査
⑨審査に通れば、
「compagnon」
の称号が授与される
⑩compagnonとなった後は約2年間、
compagnonを目指す若者を受け入れ、
教育をする。
http://www.compagnons-du-devoir.com/
＊場合によって多少異なることがあります。

FAQ

プチインフォーメーション

質問

【職業例】

パン職人
石切り職人
パティシエ
手織りじゅうた
ん
靴職人
職工
屋根葺き職人 造
園技師
高級家具師
れんが職人
電気技師
蹄鉄工
馬具屋
皮革職人
画家
木工細工
電気工
石膏細工師
鍛冶屋
石工職人
指物師
樽職人

①コンパニョナージュの歴史
＊年齢制限はあるの？
コンパニョナージュの正式な発祥地はトゥーレーヌとされています
対象となるのは、16歳〜
が、
その起源は、
ソロモン王の時代に遡るとも言われています。
聖書
26歳くらいまでです。
時代ともなると、
もはや伝説の領域ですが、
実際の事実を確認され
＊初心者でもコンパニョナ
るのは中世後半頃。
閉鎖的になりがちだった職人たちが、
間欠的な
ージュに登録できるの？
失業に対処するために職を求めて町から町へと移動したことが発
いいえ、
すでにその分野で
端となっているようです。何世紀
ある程度の知識を持ってい
も前からの伝統が受け継がれて
る必要があります。
いるなんてとても素敵ですね。
＊外国人でもコンパニョナ
②コンパニョナージュの杖
ージュに登録できるの？
以前は、
トゥール・ドゥ・フランス
もちろん外国人でも登録可能です。
弊社AJ-Franceでサポートをさ
せていただき、
現在コンパニオンをされていらっしゃる方がいます。 （フランス巡回）を徒歩でしてい
たことから、現在でも開始時に
「
ただ、
かなり高度のフランス語が要求されるので、
まずは語学学校
杖
（Baton,Canne）
」
が渡されま
などに行き語学力を付けられることをお勧めします。-->> p6へ
す。今では、
その杖をついて歩く
ことは無いようですが、
杖は旅を
する職人の象徴であり、身を守
コンパニョナージュの博物館が発祥地トゥールにあります。
る武器でもあったそうです。
様々な分野の職人たちが、何年、時には何十年もかけて完成させた
最高傑作が展示されています。
＊通常料金：5,3ユーロ ／ ＊鑑賞所要時間：約1時間〜1時間半

Musée du Compagnonnage

Petites
informations

http://www.museecompagnonnage.fr/
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Une expérience inoubliable! : フランス留学体験記

ボルドーからのルポルタージュ
<< En direct de Bordeaux >>

フランス滞在中のSaoriさんから現地ルポル
タージュが届いています！Saoriさんは、パティシエ
の腕を磨くべく、フランスの伝統職人同業組合compagnonnage（コンパニョナージュ）に属し、名誉ある
「ル•コ
ンパニオン」を目指しフランス各地を巡回されています。
＊コンパニョナージュについての詳しい情報は、7ページをご覧下さい！

Mademoiselle MITSUNO Saori
留学先 ： ボルドーほかフランス各地
期間
： 2009年9月〜
ビザ
：コンペタンス•エ•タランビザ etc
留学準備期間 ： 約1年と少し
所属
： les compagnons du devoir
語学学校： Inﬂexyon（約3週間）etc
留学サポート：AJ-France（アージー•フランス）

私が滞在していたボルドーはフランスの南西部に位置してい
ます。TGBでパリまで約３時間、
トゥールーズには２時間、またす
ぐ隣にはヴァカンス地で有名なアルカッションがあります。ロー
カル電車で３０分、車では１時間ほどで到着できます。
夏場には海水浴に来る観光客でいっぱいで、私も何度かcompagnonsの友達と海水浴やピクニックをしました。
フランスの日
照時間は、夏はすごく長くて夜の１０時くらにならないと日が沈
まないので、夕方から海に行くと涼しくて気持ちいいのでお勧め
です。
町の形はすぐ横に流れるガロンヌ川に沿って三日月の形になっ
ていて、市のシンボルマークも３つの三日月を合わせたものにな
っています。気候は日本と似ていて湿気と雨が多く、今年は特に
多かったようで、私は飴細工のコンクールに友達２人と一緒に参
加したんで す 上↑compagnonsの仲間達と。たすきと杖はcompagnonsの象徴だそう。
が、湿気が酷くて直ぐに飴が溶け出してきて大変でした。
ボルドーはワインでも有名で、ボルドー周辺にはシャトーと呼
ばれるお城やワインを作っているところがたくさんあるので、
ワイ
ン好きの人にお勧めです。小高い丘になっているので、上のほう
にある教会からの景色は、なんだかジブリの世界に出てきそうな
ところでとてもきれいでした。
compagnonsには寮のようなところが各都市にあります。私
は毎年住む街が変わるので、そこにお世話になっています。です
が、今回は女の子だけが一つのお家を借りる形になっていて、一
部屋に二人から三人という感じでした。場所によっては、部屋は
別ですが男女混合のアパートの様なところもあります。食事は毎
回料理人さんが昼食と夕食を作ってくれ、皆で食堂で食べます。
私の働いていたパティスリーは、ボルドーから車で２０分のと
ころにありました。私のシェフのお祖父さんの世代に創業された
そうです。
私のお休みは土曜・日曜または水曜・木曜で、仕事は朝の５時
から１２時まで、土曜と日曜だけ朝の３時始まりでした。
また平日
は、寮に自習室があったので、体力的には少ししんどいのですが、
午後は他のパティシエさんたちとケーキを作ったりチョコレート
上↑ボルドーの広場にて
をしたりと練習ができ、
とてもいい経験になりました。また休日、
下↑Saoriさんが作ったgâteau。
カワイイうえに、
とってもおいしそう！
と言ってもパティシエは休日も働いている人が大半のため、友達
とどこかに出かけるときは午後からになり、近くのお城や海、美術館などボルドー観光をしていました。
今年の９月からはリヨンという街に行って働くことが決まって
いるので、今から少し緊張しています。住むところ、職場、友達す
べてが新しくなり、一からまた始めなければいけませんが、
きっと
たくさんの出会いがあるのでこれから楽しみでもあります。
【Saoriさんの留学費用の内訳】

AJ-Franceサポート料 ： 約196,000円
（前回の語学留学•ビザ申請サポート、翻訳料等を含めた5年間のサポート料金合計）
レジデンス： 約500€〜600€／月
（食事付き、
インターネット料金、光熱費など込み）
＊寮は、
コンパニョナージュの協会から紹介をしてもらいます。寮の料金以外で必要とな
るのは、
自分のお小遣いくらいだそうです。
スタージュのお給料もあります。
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上↑サンテミリオンの街並。静かでこじんまりとした雰囲気が素敵ですね。

フランスと京都をつなぐ【JJの対談シリーズ】

“ Kimono et Yukata a la conquête de la France ”

今回は、京都市の真ん中、四条にある
「京都きものレンタル和凛」
さんへお邪魔してお話を伺いました。創業
100年京都の老舗問屋
「瑞穂」
がレンタル着物を始めたのが2009年。
それを皮切りに、
今年の1月より、
フランスで在
仏日本人向けのレンタル着物事業を開始されました。
店舗運営・商品担当の岡西さんに、
レンタル着物をフランスでオープンさ
れるまでのお話を伺うべく、
ジャンジャックさんとの対談が実現しました！

いまの職業に出会うまで

【岡西さん
（以下岡）
】
以前3年程パリに、
語学学校に通いながら滞在
していたんです。
その時、
着物で何かしたいと思いながら自分の着物
をいくつか持って行ったのですが、
外国人のサイズには合わなくって・
・
・。
それから帰国して、
呉服業界で働きたい、
着物の仕事をしたいと考
えていたので、
ネットで今の仕事を見つけて応募しました。
【ジャンジャック
（以下J）
】
Cʼest bien! フランスの着物レンタルはいつ
から準備したのですか。
【岡】
去年の4月ぐらいからでしょうか。
まずは2012年の4月7日から
５月8日に開催されていた、
パリ・ブローニュの森の、 jardin dʼacclimatation
（アクリマタシオン庭園）
にて、
日本の春祭りに参加して、
様
子を見ながら準備した、
という感じでしょうか。
実際に準備した期間
は9ヶ月ぐらいかと思います。
【J】
それじゃあ、
トントンと上手くいっているのですね！ところで着物
はどうやって借りればいいですか。
フランス人も借りられる？
【岡】
レンタルの予約はインターネットから可能です。
着物は約50着
のなかから選んでいただき、
宅急便でご自宅までお届けします。
着付
けやヘアメイクなどをご希望の場合は、
スタッフが現地まで出向きま
す。
あいにく、
フランス人はまだ借りられないんです。
外国人はサイズ
が大きいので、
少し難しくて・
・
・。
ちなみに着物の配送はヤマトさんに
お願いしています。
日本の企業を使いたい気持もあるし、
フランス人
は働かないので
（笑）
。
【J】
フランス人は働かない！それは同感ですね
（笑）
。
【岡】
結婚式や七五三以外にも、
オペラを見に行く方やパーティーに

も着ていけるようなカジュアルな着物も増やしていっております。

オープンさせるにあたり、
一番大変だったこと

【岡】
「フランスで着物の発送レンタルをしよう！」
という考えに至る
までの、
アイデアを思いつく迄が大変でした。
Aclimatation公園での
イベント参加時に、
「イベント参加だけで終わらせるのではなく、
今後
の和凛のプラスになる何かにつなげていかなければ…」
と思い悩み
ました。
最初は、
日本へ観光で来られる方、
何か式典などに参加され
る方に和凛京都のフォーマルなお着物をご利用頂ければ…と思った
のですが、
それではフランスでなく別の外国でも構わないですし、
日
仏を繋ぐプロジェクトにはならないな、
と。
和凛、
きもの、
フランス…。何が出来るだろう？と雲をつかむ様な事
を、
毎夜毎夜、
静まり返った会社で考えていました。
アイデアが浮かんでから、
形にしていくのに付随して問題は沢山あり
ましたが、
やりたい事が見えている分、
解決もしやすかったです。

これからのこと

【J】
着物は管理や維持が難しいのではないですか。
【岡】今は汚れや修理があれば日本まで送って対応しているのです
が、
今後はいつか店舗を構えて、
全部現地で運営して、
もっと気軽に
利用できるようにしたいですね。
フランス人をはじめ外国人へのレン
タルも可能にしたいです。
この事業を機に、
着物の良さをひとりでも
多くの人に知ってもらえたら、
という気持ちです。

上左↑レンタル着物用に備えてある色とりどりの帯。色の鮮や
かさに思わず目を奪われます。
（和凛・京都本店）
上中央↑帯留め。
エレガントな大人スタイルや、
ガーリーでか
わいいスタイルがお好みの方にも選んでもらえるようにと、数
多い中から自由に選べます。
（和凛・京都本店）

上右↑京都本店の和凛さんでお話をお伺いしました。日本でフランス人
と日本人が一緒に仕事するなら、という真面目な話に花が咲きました。
下左←フランスでデモンストレーショ
ンをした時の様子。
岡西さん自ら着付
けていらっしゃいます。着物の赤が白
い肌に映えますね！
下右↓フランスでのレンタル事業をオ
ープンするにあたり、
プロモーション
撮影をした時の様子。
パリの雰囲気と
着物のミスマッチが逆に素敵ですね。

京都きものレンタル和凛

「Location de kimono WALIN
（フランス着物レンタル）
」
【ＨＰ】 http://walin.jp/france/
【お問い合わせ】
france@walin.jp
【TEL】
+81 75 343 1515
「京都きものレンタル和凛
（京都本店）
」
〒600-8417
京都市下京区松原通烏丸東入
俊成町444
【TEL】
075-343-1515
【ＨＰ】
http://walin.jp/
【営業時間】
10:00〜19:00
【定休日】
木曜日

レンタル料
● ｶｼﾞｭｱﾙ小紋
（ポリエステル）
：70€
●小紋
（正絹）
：170€
●訪問着：300€〜400€
●振袖：500〜600€
●引き振り袖セット：1200€
●男性着物：170€
（袴：+80€）
●黒留袖：500€
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Soyons gourmands!

京都のおいしいもの、
ショコラショー (chocolat chaud)

Culture et traditions

< la plante aux vertus cachées >

グルノーブルは近代的要素と田舎の風景が融合している街のひとつ。駅はモ
ダンで街中には路面電車が走っている。休みの日に、少し歩くとあちこちでマ
ルシェが開かれているので散歩するのも良い。駅前近くから中心部までの大
通り沿いや広場に、いろいろな店が並ぶ。
スキー用品を売っているのは、
グル
ノーブルならでは。散歩に疲れたら、
フランスで2番目に古いカフェ・ド・ラ・タ
ーブル・ロンド
（Le Café de la Table Ronde）
を訪れてみてはいかが。

ショコラショーとは、
ホットチョコレートのこと。一般的なホットココアとは異なり、
ショコラショーはチョコレートそのものから
作られています。濃厚なチョコレート本来の味わいを堪能できる贅沢な飲み物で、
フランスではカフェで気軽に楽しめます。
お店
によって味が違うので、
お気に入りのショコラショーを見つけるのも楽しいですね。
ちなみにチョコレートの語源は
「苦い水」
とい
う意味の
「chocolayre(ショコラトール）
からきています。固形のチョコレートを考案するまでは、
チョコレートといえば飲み物を
意味したほどその歴史は深いのです。
チョコレートの魅力に翻弄された偉人も数知れず・・・。
日本へは、15世紀ごろに薬用とし
て伝わったとされています。寒い冬はチョコレートたっぷりの、
あつあつのショコラショーで体の中から温まりましょう！
Chocolat
京都市中京区西ノ京
中保町52-1
円町駅から336m
ouvert : 11h30〜23h
月曜日（不定休）
tel : 075-200-7238
イートインOK！
ショコラショー 380yens〜
シュークリーム 170yens〜
スフレフロマージュ
250yens
フォンダンショコラ
300yens

Chocolat

みどころ

Marmotte73
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バスチーユ城砦
-FORT DE LA BASTILLE-

16世紀に建てられた城塞で、市街から展望台
まではロープウェイで約5分ほど。頂上では、町の
風景や周囲に広がり、
アルプスの山々の眺望が楽
しめる。夜に訪れるのもおすすめ！

乗り場：サンタンドレ教会近くに乗り場があります
営業時間：11h00〜（季節や曜日によって異なる）
定員：6人乗り
料金 大人料金：7,15€／学生料金：5,45€
http://www.bastille-grenoble.fr

Les sept merveilles du Dauphiné
Curiosités naturelles empreintes dʼhistoires et de légendes.
①Le mont Aiguille : « le mont inaccessible » culminant à 2097 mètres. ②La pierre percée : arche de pierre taillée par le peuple des
montagnes. ③Les cuves de Sassenage : cuves se remplissant par
le fond et donnant lieu à la légende de Mélusine. ④Les grottes de
la Balme : grottes encore aujourdʼhui partiellement explorées. ⑤La
fontaine ardente : ﬂamme sortant du sol due à la combustion de gaz
ou ensevelissement dʼun dragon. ⑥Le pont de Claix : construction
commandée par le Duc Lesdiguières. ⑦La tour sans venin : vestige
dʼun ancien château dont la terre, selon la légende, a la vertu de
protéger contre les serpents.

現役カメラマンがオーナーのショコラショー専門店。
白が基調の、
こじんまりとしていてとてもかわいらしい雰囲気のお店。
ショコラショーは5種類あり、
いずれもオーナー自らがこだわってベルギー、
フランス、
イタリアのチョコレートをブレンドしてい
る。苦み、酸味、甘さをバランスよく味わえるように工夫されているそう。
チョコレート独特の苦みや香りが引き立ち、程よい甘さ
でケーキに良く合う。
シュークリームも小麦粉、生クリーム共にこだわって作られているだけあって本当に美味しい。
コンセプト
は駄菓子屋だそうで、
キャラメルひとつから購入できる。夜遅くまでやっているので、仕事帰りに立ち寄るお客さんも多いとか。
GRAND COCO

京都市北区小山北上総町49-1
北大路ビブレ内1F

ビブレキッチン

ouvert : 10h-21h

定休日は北大路ビブレに準ずる

tel : 075−406−7207

テイクアウト、
ギフト有り
ショコラショー 380yens
板チョコ 250yens
エッグタルト 200yens
レアチーズタルト 240yens

GRAND COCO

Galler、chocoﬁno、Caluwé Artisanと3つのベルギーのチョコレートを扱う、
タケモトフーズが展開するチョコレート専門店。
世界各国の美味しい食べ物を、
という思いからオープンするに至ったこのお店は、全国に1店舗のみ。
自社ブレンドのクーベルチ
ュールチョコレートと生クリームを使用したショコラショーは、
あっさりしていて牛乳の香りが引き立つ。種類はビター、
ミルク、
ホワイトの3つがある。
その他、
パウンドケーキやタルトなども購入できる。
なかでも、
ジュエリーボックスにGallerのチョコレー
トが入ったものも！さすがはベルギー王室御用達のGaller。
プレゼントにするときっと喜ばれます！

Gastronomie

おいしいもの

グルノーブルには美味しいものがいっぱい！まずはローヌ・アルプ地方の Vercors-Sassenageという青カビのチーズをよく見かける。牛乳で作られるこの
チーズは
（ワインはもちろん）
ブルーの風味が強すぎず、
サラダにもよく合う。
フ
レンチレストランなどでよく見る
「◯◯のグルノーブル風」
は、
ブールノワゼット
(焦しバター)、
クルトン、
レモン、
ケーパーを使ったソースのこと。
いまでも家庭
で、
ニジマスやイサキなどと一緒によく食べられている。
それから、
グルノーブ
ルはなんといってもくるみが有名。八百屋さんには地元産のくるみが山積みに
されて量り売りしていたり、
ジャム、
ケーキ、
リキュールなどもある。
パン屋さん
にはくるみの形の容器に飴が入っているものが売られていたりもするほど。街
のお店には、
かわいらしいくるみを割るはさみが売っているのでお土産に◎。
Grenoble, cʼest aussi des produits régionaux gastronomiques. On
trouve des spécialités telles que le Gratin dauphinois, les Fromages (Saint-Marcellin, Saint-Félicien, la tomme de Belledonne ou de
Chartreuse), mais aussi venues dʼItalie toute proche les pâtes, dont
les ravioles, qui furent longtemps des mets de choix réservés aux
grandes occasions. Enﬁn on trouve les célèbre Noix de Grenoble
(AOC), et les Sirops Teisseire et Antésite.
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くるみ -NOIX-
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グルノーブル産のくるみは薄皮の渋み
が少なく、上品な香ばしさと強い甘みが特長
だといわれています。
古くから、美肌やキレイな髪の毛を作る働き
があるということで、女性に欠かせない食材。
記憶力アップや肝臓の働きを助けるという効
用もあるのです。
くるみはワイン、
チーズとの相
性もばっちりですね。

Grenoble...Coeur des Alpes

グルノーブル

グルノーブルはフランスの南東部に位置する都市。イゼール県の県都。首都
パリからは南東約574kmのところにある。
フランス・アルプスの山々に囲まれ
て、街の中をイゼール河という大きな川が流れている。人口は約16万人ほど
の小さな街で、パリからの所要時間は直通のTGVで約3時間ほど。商工業都
市でもある一方、
ローマ時代建設の古い町で、
ドーフィネ地方の商業・交通・文
化・観光の中心でもある。
また、大学や研究所が多いことから学生も多く、活気
溢れる街でもある。夏と冬には国内外から多くの観光客が集まる。
Grenoble se situe au coeur de la région Rhône-Alpes, au Sud-Est de
la France, dans le département de lʼIsère. La ville est entourée de 3
massifs : Chartreuse, Vercors et Belledonne.
Grenoble - Paris : 574 Km : 8 TGV directs par jour, en 3 heures, et
Nice nʼest quʼà 343 Km.
De nombreux musées jalonnent la ville, dont le musée de Grenoble
qui possède lʼune des plus importantes collections dʼart moderne de
France, et le musée dauphinois qui vous fera découvrir lʼhistoire de
la région. Près de Grenoble, au coeur du Vercors, la Grotte de Choranche est une merveilleuse porte ouverte sur le monde souterrain..
où vous verrez un rescapé de lʼépoque des dinosaures : le Protée.

ion !!
solut
votre
よう
感動し る旅に！
もっと
じ
感
から
観る旅

Sport d’été et d’hiver

グルノーブル・フット 38
-Grenoble Foot 38-

フランスサッカーリーグに所属するグル
ノーブル・フット38は、日本企業である株式会社
インデックスがオーナーで、松井大輔や大黒将志
が以前に在籍していた事がありました。当時はフ
ランスリーグ初の外資参入として話題となりまし
たね。現在は降格し、
インデックスは撤退してしま
したが、現地でマッチを見てみるのもツウのなせ
るワザ！チケットは5€から。
http://www.gf38.fr

Grenoble, capitale des Alpes françaises, est une ville de sports en
hiver. Bien évidemment, depuis 1968 et les Jeux Olympiques, mais
aussi, lors des beaux jours, où la montagne est présente partout.
Au programme : randonnée pédestre, cyclisme, VTT, ou périple à
dos dʼâne dans le Vercors ou en Chartreuse, sans parler des courses en haute montagne pour les plus agueeris durant lʼété.
Avec une neige fabuleuse, vous pourrez en haute saison vous adonner aux joies des sports dʼhiver dans les nombreuses stations de ski
autour de Grenoble : ski alpin, ski de fond, randonnée en raquettes
ou en traîneau à chiens.
-4-

暮らす気分で in パリ & フランス

スポーツの街

グルノーブルには起伏豊かな山岳地帯と、
その間を縫う谷に囲まれた地形の
恵みを受けてスキー場も多く、
ウィンタースポーツのメッカだ。県内のスキー
場は全部で36ヵ所あり、そのうち12ヶ所は国際級スキー場として利用でき
る。
これだけあるとスポーツをせずにはいられない！冬のスポーツはアルペン
スキー、
スノーボード、
フリーライド、山スキー、
ボブスレー、
クロスカントリー
スキーなどなんでもできる。
ちなみに夏のスポーツはマウンテンバイク、登山、
パラマウント、
ゴルフ、登山、
サイクリング、ロッククライミング、
サマースキー、
パラグライダーなどを楽しむことができる。
t
poin

IMA HOTELS

全ての取り扱いホテルと直接契約。
オーバーブッキングの心配がありません。細かいご要望も確実にホテルに伝わります。
（お得なキャンペーンもあります）

アパートメントホテル in パリ ＆ フランス (103軒)

キッチン付きのホテル、
インターネットOK
（無料）
、
広くて、
安くて、
快適、
安心、
安全、
追求すると・
・
・
アパートメントホテルは、ホテルとしてのサービスと安全性、
アパルトマンの居心地の良さ
（広い客室、キッチン付きなど）
を兼ね備えた、近年とりわけ
人気を集める新しいタイプの高級シティホテルです。
（セキュリティや設備面、料金の精算などで何かと問題の多い個人所有のアパートの短期貸しでは
ありません。
）安心してご利用いただけます。
もちろん１泊からご利用いただけます。

珠玉のプチホテルとシャトーホテル in パリ ＆ フランス (約200軒) あこがれのプチホテルでパリジャン、パリジェンヌに
なってみる。 （IMA HOTELS は日本人旅行者が海外で安心して宿泊できる世界各地のホテルをご紹介いたします。
）

l'essentiel pour vos besoins de voyage depuis 1985

http://www.imahotels.jp

ヨヤク

携帯もOK

ima@imahotels.jp

10時〜20時
0120-489-060【月〜金】
【土・日・祝】13時〜17時
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実りの秋！暑い夏が終わり、いよいよ2013年を締めくくる季節がやってきまし
たね。食べ物が一層美味しくなり、
身体を動かすにも心地よい季節です。
また、
クリスマスといえば小さい頃は天井に届くくらいの大きなツリーにオー
ナメントを飾り、
自分の身体がすっぽり入るくらいの毛糸の靴下を枕元に置い
て、
トナカイさんとサンタクロースに手紙を書いたものです。今年こそは会えた
らと願い、下がる瞼を押さえて待っていたのが懐かしい記憶の欠片です。
フランスのクリスマスはストラスブールのマルシェが有名ですね！ フランスに
いたころはストラスブールなんていつでも行けるなんて思っていて、結局行かず

0
100
〜 ¥ ゃう♪
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買
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で
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ジマイ。行っときゃ良かったと後悔しちゃう街のランキング、5本の指に入るほ
ど恋い焦がれています。
（S）

プチプライスでフランス気分！ シリーズ 石けん編
Jʼaime le savon !! フランスには、
良い香りでおしゃれな石けん
がたくさん♫フランスの石けんの歴史はとても古く、
また手づくり
のものも種類が豊富です。なんといってもマルセイユ石けんが有
名ですね。
日本の雑貨屋さんでも気軽に購入することができます
よ。
あなたのお気に入りきっとあるハズ！探してみてね。

1. CLEOPATRA シリーズ
ゴールドのパッケージがインパクト
大。フランスのスーパーで気軽に手
に入ります。
コストパフォーマンス高
◎ちなみに顔も洗える優れものです。
http://www.loreal-paris.fr/

2. asinus シリーズ
ロバのミルクが原料の石けん。南フラ
ンス、ピレネー山脈の麓で作られて
います。香料、着色料は一切使ってい
ない優しい香りがします。
http://www.asinus.fr/

特集

冬の街	
 GRENOBLE！

3. Roger & Gallet シリーズ
王室貴族・パリジェンヌお墨付きの
老舗ブランド。高級感溢れる香り高
い石けんです。

3

留学体験記「Bordeaux」
コンパニョナージュって？
メイクアップ留学・エステ留学案内

http://www.roger-gallet.fr

1

フランス語教室案内

4

NOUVEAU!!	
 「ちびっこシェフアトリエ」

『 Moulinette 』

Quʼest-ce que cʼest ?
プチコラム
「La colocation en France」
〜 京都とフランスをつなぐシリーズ 〜

京都きものレンタル和凛
“チョコレートは飲み物”

おすすめフランス語学習ツール
プチプライスでフランス気分♪

弊社はプライベートのフラン
ス語レッスンとフランス留学
サポートおよび代行手続き、
法 定 翻 訳をしている会 社で
す。
このフリーペーパーがすべ
てのフランス好きの方へ届き
ますように・・・

お申し込みは

¥1000以下で買えちゃう！ ー石けん編ー

配布先募集中！
フリーペーパーをあなたのオフィス、
お店、学校、教室に配布・設置しませ

んか？完全無料でお届けします！

Découv

http://www.rampalpatou.com/

【制作・発行】
株式会社AJ-FRANCE
〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1
【TEL】075-703-0115
【E-Mail】ecole@aj-france.com
【企画・構成・編集】
稲地 星良
【留学記事担当】
坂 眞理子
【写真協力】
仙石 夕子

京都のおいしいもの、
ショコラショー

re z e t l ’ e s p

4. Rampal Latour シリーズ
1828年創業の老舗ブランド。Bio石
けんがお勧めです。伝統製法を用い
た伝統的な石けんです。

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

rit Papier d’Arménie...

5. Marius Fabre シリーズ
マルセイユ石けん、5大ブランドのう
ちのひとつ。
なめらかな泡立ちです。

2
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フランス生活のプチカルネ N°2

http://www.marius-fabre.com/fr/

フランス生活で役立つヒント
を少しずつご紹介！

今回は、
フランス旅行や留学で
「あると便利
な
（カード編）」
をご紹介。現地で発行手続できるものもありますが、
「言葉が通じ
なくて、作れずじまい。。。」
といったことの無いよう、
日本で準備してから行かれる
と良いでしょう。
◎国際学生証（ISICカード）
国際学生証は、
ユネスコ承認の国際的に統一された学生身分証明書です。美術館
や観光スポット、娯楽施設などが学生割引で利用可能。
また、
日本国内でも利用
できる美術館や博物館等があります。対象者は、
日本の学生。
（教師が申請できる
「国際教員証」
もあります。）
フランス観光をお考えの学生さんにお勧め☆
＊発行手数料 ：1430円
＊申請書類：学生証のコピー又は在学証明証、
申請書（窓口又はWeb上から）、写真（3.3 2.8cm）
【お問い合わせ】大学生協事業センター：03-5307-1155／ http://www.isic.jp/

la france a petit
prix !!

◎ユースホステル会員証
ユースホステル
（YH）
とはフランス語でAuberge de jeunesse（オベルジュ ドゥ ジュネス）
といい、世界的な
「旅
の宿」
です。低料金で宿泊でき、世界80カ国に約4000のYHが存在します。
（ちな
みに、
日本にも約220ほどのYHがあります。）料金は国により、
またYHにより異な
りますが、平均1泊朝食付きで2,500円程度とかなりリーズナブル。入会に年齢制
限もなく手続も簡単。世界各国の美術館や博物館などの入場料、
また鉄道や飛行
機の運賃などでも割引の適応が受けられます。一生旅を続けたい方には、
「終身パ
ス」
という選択肢もあり！旅を通して、人と人との繋がりを感じたい方にお勧め☆
＊発行手数料： 2500円
（成人パス・満19歳以上・有効期限は発行日より1年間）
＊発行手数料 ：50000円
（終身パス・満26歳以上・ 有効期限は発行日から終身）
＊必要書類 ：申込書、
身分証明書
【お問い合わせ】
日本ユースホステル協会：03-5738-0546
ay
e
s
é
r
s
http://www.jyh.or.jp/index2fr.html
dʼO
mu

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

http://france-inet.com/
-2-
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おすすめ！フランス語学習ツール
「コレは良い」
と感じたフ
ランス語学習に役立つツー
ルをご紹介！初級から上級
の方まで、
それぞれのレベル
に応じて展開していますの
で、ぜひ試してみて下さい
ね。
テキストばかりとにらめ
っこしている方、
フランス語
学習の切り口を変えて、楽
しくフランス語習得しませ
んか？想像力を働かせて読
むと、
とても面白いですよ♪

“francais c’est plus sympa! ”
LAROUSSE CONJUGAISON

1,659円(内税)

動詞の活用表ばかりが載っている
「活用表ブック」
です。動詞の活用は、
フランス人でも苦労するほど
難解でややこしいものも中にはあるのです。
この
1冊があれば、動詞の活用で悩むこともグッと減り
ます。動詞の活用表は、各出版社より販売されてい
ますが、今回はこちらをご紹介します。
変化形の発音記号つきは本書だけ!
よく使う101の単語の変化形が見やすい表で一
目瞭然。他の活用表にはない発音記号付きなので
難しい変化形の発音もすぐにわかります。

Le français nʼest pas uniquement cours et devoirs,
grammaire et conjugaison. Cʼest aussi les voyages,
le rêve, et la gastronomie.
Amusez-vous en lisant des livres, des contes ou
des BDs en regardant des ﬁlms ou encore en cuisinant, et enrichissez votre vocabulaire français !!!
欧明社 -OMEISHA-

販売価格：

LES BAGARRES DU PETIT
NICOLAS

販売価格：
893円(内税)

フランスの国民的小説「プチニコラシリーズ」
のポ
ケット版。
日本のサザエさん、
といったところでし
ょうか。
ニコラが学校や毎日の生活の中で起きた
ことを綴っている、
ほんわかする物語です。子供向
けや未収録原作シリーズ、
ポケット版などで楽し
めます。初級から中級の方におすすめ。2009年
には映画化もされました。作者の一人はもうい
ませんが、2014年にはシリーズのひとつ、
「Les
Vacances du Petit Nicolas」
が未収録のお話を
加えて刊行されるそうです。
（ﬁgaroHPより）

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

【HP】http://www.omeisha.com

.9,56)3,
グルノーブル

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♪

ボンジュールフランス。
時が一瞬にして過ぎ去り、
鬱蒼とした世界に住む私達が求めるのは、
人との繋がりと壮大な自然。
癒され、
感動することができる場所。
五感を研ぎすませて目や耳、
手に触って感じるのは、
自分が生きているという確認と煌めく未来。
休息し、
発見することができる場所。
私達は結局のところ、
旅をせずにはいられない。
生きている限り追い求めてしまう。
追い求めるには新しいものに触れたくなる
（もちろ
ん新しいだけでなく、
自分を形成するに必要不可欠な人間を愛しながら）
。
新しいものに触れるには旅に出たくなる。
パリからTGVに飛び乗り、
ほんの3時間ほどで到着するスポーツの街、
グルノーブル。
グルノーブルは京都の地形に良く似ている。
三つの山脈が差し迫るような地形を縫うようにして二つの河が流れているところがまった
く同じだ。
京都は北西の賀茂川と北東の高野川が南へ下って合流し、
鴨川になり、
北・東・西の三つの方位を山に囲まれた絵に描いたよ
うな盆地だし、
グルノーブルもまわりはアルプス山脈に囲まれ、
イゼール河が流れて、
都市はずれで合流しY字形を作っている。
夏はと
びきり暑く、
冬はとことん寒いのだ。
そんな街を風を切り、
ひたすら歩いてみる。
Grenoble et Kyoto présent plusieurs similitudes géographiques : toutes les deux bâties au conﬂuent
de 2 rivières entourées de montagnes, ces deux villes sont chaudes lʼété et froides en hiver.
Par ailleurs, Grenoble accueille régulièrement des joueurs de foot japonais, notamment Daisuke
Matsui et Masashi Oguro.
-18-

-3-
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◯京都府
京都市

北区

中京区

Café salon 北山店 ★

LʼAMi DU PAiN 北山店 ★

チャコット 京都店

Café Eins(アインス) ★

ラジオカフェ株式会社
京都芸術センター

ラ・ドログリー京都北山店★

フレンチキュイジーヌ ティアレ

Happy Graphic Gallery

シナモ

和雑貨 鈴木松風堂

Hair studio A.R.S
amelie

Alphabet

さらさ3

Café barbatica

さらさ花遊小路

Charme kitayama

マユミデンタルクリニック

Tocoha

料理教室 アンパルフェ

椿姫（町家サロン）

Taiwa 京都調理師学校

Noinah
COM

ROSE MARY
洋食屋パセリ

下京区

京都ゴルフ倶楽部

WORLD1 京都北山店

raisin
eﬁsh

小佐々歯科

brasserie Cafe Onze

大谷大学グローバルスクエア

プチロール

京都シネマ

INOBUN 北山店

Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)

La muse

カフェトラベラーズハイ

nao炬乃座

猫町カフェ

アクエリエル京都 ★

le vieux logis ★

同志社大学今出川キャンパス
Cafe1001

右京区
南区

雑貨店おやつ

パン工房RK

東山区

Le pique-assiette

伏見区

LINDEN BAUM
Be-baba

la voiture

カフェ日杳

京都大学大学院文学研究科

（フランス語学フランス文学研究室）
osteria bastille ★
Paris bis ★

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

敬称略・順不同
★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

京都市立芸術大学

くいな橋しばたデンタルクリニック

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

石の蔵はやし

原田ゆりえバレエ研究所
フラワーサロン・SCHOOL
SUKUSUKU co.,ltd.

salon de the JAMIN

Studio Ko*a

富田林市 オレンジ カウンティＣafe
MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室

meeno

箕面市

アンティークショップantique arles

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

函館市

◯福岡県
◯大分県

学校法人 野又学園 函館自動車学校

日田市

日田リベルテ
（映画館）

鹿児島市

鹿児島大学法文学部

宮崎市

宮崎大学

◯鹿児島県
◯宮崎県

教育文化学部

ご協力店舗のご紹介

ポパンクールカフェ

堺市

restaurant café ROUTE26

café et bar Que sera sera
café eden

◯兵庫県
神戸市
中央区

Café de paris

ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
TRITON CAFE 北野店

神戸焼菓子処 ぱ・ど・どぅ
兵庫区

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

垂水区

Dona Dona

福山市

福山大学

東広島市 広島大学

◯岡山県
岡山市

総合科学部

山陽学園大学
岡山大学
文学部フランス語教室

◯愛知県

Mirabelle

名古屋市

salon & D＋design associates

木津川市 ヨシキデンタルクリニック

◯奈良県

名古屋大学文学研究科
フランス文学第２研究室

京丹波町 Dans La Foret
奈良市

Mardi Mardi

生駒市

ケリノスギャラリーカフェ

絵本とコーヒーのパビリオン

和モダンキッチン Nico Style

リンカネ ★

明日香村 コッコロカフェ

曽爾高原ファームガーデン

◯滋賀県

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

アクエリエル京都 様

地下鉄「鞍馬口」
にほど近いハーブティー&エッセンシ
ャルオイル専門店。
アロマテラピートリートメントのほ
か、
アロマセッションも有り。アロマセラピーアドバイ
ザー、
ベビーマッサージ教室なども開講しています。
京都市北区小山下総町38-7
TEL 075-406-1320

学務部国際交流課

名古屋市立大学人文社会学部
国際文化学科

大津市

札幌市

北九州市

ミルク工房 そら

曽爾村

東北大学

◯北海道

徳島市

（フランス語圏言語文化学研究室）

Tea&Life

都大路タクシー

ビストロ ハル ★

Ivy Ballet

仙台市

大阪市立大学大学院

住吉区

◯広島県

みなみ会館

西京区

printz

中京区

パーシモン

細見美術館

よしだデンタルクリニック

バレエ ノイ フューレ

厚木市

◯徳島県

BISTRO POISSON-ROUGE

Bon Bon Cafe

ガケ書房

川崎市

cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨

Café Frosch

Ma cantine

Farafel garden

亜細亜大学法学部上田研究室

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）

LA BARAKA

上京区

kiki driving school ★

武蔵野市

港区

阿倍野区 辻調グループフランス校事務局

吹田市

PYLONES 烏丸

Evantail

プチミュゼ

アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

LE JOURNAL

ノイカフェ千里店

petit japonais

La Porte du Ciel Blue

エポーレ カルチャースクール

浪速区

東大阪市 icomadesign ＋ comacafe

北山ランタン

くみこアレルギークリニック ★

cafe and bar Sole de Mare

INOBUN 四条本店

Belleピアノ教室

ガーデンミュージアム比叡

パーティーランドなんば店

アエレカフェ

aux bacchanales

ベロボディア インペリアル アーツバレエ目黒

吉祥寺

◯宮城県

CAFE BIGOUDENE

豊中市

Café marble

Radio Bagel

プリデリグラフィックラボ

STERAカフェ

京都産業大学

Zanny

株式会社studio y

	

   	

   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

◯神奈川県

クレープリーアルション

高槻市

a peu pres

欧明社

小平市
府中市

OMIYAGE

アロマカルチャースクール大阪 ★

石川工業

Cafe de Naiki

目黒区
中央区

茨木市

-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

THE BURGER COMPANY

CHARKHA*チャルカ

arc sept

新風館

chocolat

OKIDOKI北山店

十三シアターセブン

カフェモード
中央区

サラサPausa麩屋町

CIRCUS COFFEE

世田谷区

ANDS

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

APA KABAR?

千代田区

エスモード大阪(ファッションの学校)

有限会社クラフトボックス

アンヌ・モネ 京都店 ★

京都造形芸術大学

西区

エスモード東京(ファッションの学校)

LeCordonBleu Japan Tokyo
ONLY FREE PAPER

graf

淀川区

DOux CAFE

Studio ilunga

雑貨店カナリア

Café independant

ピッツェリアバールシンパティア ★

恵文社一乗寺店

国立国際美術館

Guignol

森恵寿バレエスタジオBAP

ネイルサロン ルアン ★

◯東京都

スピリットヨガ

JAMPOT

A table

Lʼourson qui boiit ★

ノートルダム女子大学

渋谷区

Café kosci

タージマハルエベレスト北山店 ★

Alsace

カフェ実身美

北区

bouchon

mechant Loup

Les amoureuses ★

太陽カフェ

◯山梨県
甲府市

kolme kyoto

S-Beaut ★

賀茂窯

テアトル梅田

CAFE PULPO

ネイルサロン北山アリューム ★

さらさ西陣

◯大阪府
大阪市

Chez Luc

CAVA ★

ロイヤルボディコンシャス ★

左京区

Grenier dʼor

◯福井県
福井市

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

青山高原カントリークラブ

富山市

和田朝子舞踊研究所

◯富山県
◯新潟県
新潟市

夢シネマ株式会社
十日町シネマパラダイス
プチデジュパン

ビストロ ボンモルソー
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様

パリの路地裏にあるようなおしゃれなビストロ。
こじん
まりとした店内はフランスのムード満点です。
リヨン料
理中心の家庭的なフランス料理を楽しめます。
京都市中京区寺町通錦小路上ル円福寺前町274
TEL 075-212-8851

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

¥0
gratuit!

■ 特集 Grenoble！＆フランス留学体験記
■ Nouveau!! ちびっこシェフアトリエ
■ プチコラム - La colocation en France ■ 京都とフランスをつなぐ “レンタル着物京都 和凛”

