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◯京都府

comme chez michel

京都市 北区

Café salon 烏丸店

CAVA ★

京都文具屋

Café salon 北山店 ★

beau bel belle

ネイルサロン北山アリューム ★

中京区

S-Beaut ★

bouchon

ロイヤルボディコンシャス ★
Les amoureuses ★

Lʼourson qui boiit ★

タージマハルエベレスト北山店 ★
LʼAMi DU PAiN 北山店 ★

ネイルサロン ルアン ★

Café Eins(アインス) ★

Grenier dʼor
Chez Luc

CAFE PULPO

mechant Loup
kolme kyoto
Café kosci
A table

ピッツェリアバールシンパティア ★

チャコット 京都店

ラ・ドログリー京都北山店 ★

ラジオカフェ株式会社

アンヌ・モネ 京都店 ★

Hair studio A.R.S

Happy Graphic Gallery
amelie

Alphabet

APA KABAR?

Café barbatica

Café independant
京都芸術センター

有限会社クラフトボックス

フレンチキュイジーヌ ティアレ
和雑貨 鈴木松風堂

シナモ

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

CIRCUS COFFEE

さらさ3

Noinah

さらさ花遊小路

COM

Taiwa 京都調理師学校

Charme kitayama
Tocoha
OKIDOKI北山店
ROSE MARY

THE BURGER COMPANY
洋食屋パセリ
賀茂窯

さらさ西陣

サラサPausa麩屋町
椿姫（町家サロン）

料理教室 アンパルフェ
新風館

chocolat

石川工業 -手作りお菓子 道具・食材の店
Cafe de Naiki
下京区

絵本とコーヒーのパビリオン

和モダンキッチン Nico Style
生駒市

ケリノスギャラリーカフェ

リンカネ ★

堺市

restaurant café ROUTE26
café et bar Que sera sera
吹田市

横浜市

トラベルイノベーションジャパン
川崎市

バレエ ノイ フューレ
厚木市

明日香村

café eden

Ivy Ballet

曽爾村

神戸市

夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス

コッコロカフェ
曽爾高原ファームガーデン

◯滋賀県

mado cafe

大津市

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

◯大阪府
大阪市北区

テアトル梅田

スピリットヨガ

カフェ実身美

国立国際美術館
雑貨店カナリア
graf

JAMPOT
Guignol

デスティネ
淀川区

十三シアターセブン
西区

CHARKHA*チャルカ
arc sept

エスモード大阪(ファッションの学校)
ANDS

カフェモード
OMIYAGE

中央区

京都ゴルフ倶楽部

INOBUN 四条本店

アロマカルチャースクール大阪 ★

Belleピアノ教室

Café marble

クレープリーアルション

北山ランタン

raisin

パーティーランドなんば店

小佐々歯科

petit japonais

浪速区

大谷大学グローバルスクエア

京都シネマ

阿倍野区

プリデリグラフィックラボ

京都産業大学

a peu pres

WORLD1 京都北山店

aux bacchanales

Radio Bagel

eﬁsh

cafe and bar Sole de Mare

brasserie Cafe Onze

cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨

La Porte du Ciel Blue

ポパンクールカフェ

CAFE BIGOUDENE

◯新潟県

◯兵庫県

灘区

神戸大学国際コミュニケーションセンター

新潟市

プチデジュパン

中央区

◯富山県

富山市

ル・コルドン・ブルー・パリ(株)

◯福井県

福井市

BISTRO POISSON-ROUGE

◯山梨県

甲府市

Dona Dona

◯長野県

ブラッセリー・ラルドワーズ

ビストロ・ブランシェ

和田朝子舞踊研究所

Café de paris

TRITON CAFE 北野店

レストランジャルダン

神戸焼菓子処 ぱ・ど・どぅ

DOux CAFE

BRASSERIE LʼOBABON
兵庫区

神戸アートヴィレッジセンター

松本市

北佐久郡

ブラッスリー シュエット

◯岐阜県

関市

明石市

◯静岡県

静岡市

西宮市

◯愛知県

西区

ワインショップアミ

兵庫県立大学
モンテメールバレエ
FioreBalletStudio
Café du SOLEIL
福知山市

petite clochette プティクロ

◯北海道

Grenoble

名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室

愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻

札幌市

わいん商アン・ベロ

石の蔵はやし

Vin nature Mazenta

函館市

学校法人 野又学園 函館自動車学校

豊田市

◯青森県

弘前市

愛知工業大学 基礎教育センター

◯宮城県

仙台市

アトリエ レ・フェ

弘前大学フランス語部会
東北大学

◯東京都

◯三重県
四日市市

HOLY HOUSE STUDIO&CAFE

渋谷区

エスモード東京(ファッションの学校)

いなべ市

新宿区

津市

LeCordonBleu Japan Tokyo

青山高原カントリークラブ

◯岡山県

千代田区

山陽学園大学

くみこアレルギークリニック ★

Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)

大阪市立大学大学院

世田谷区

◯広島県

Evantail

カフェトラベラーズハイ
上京区

茨木市

Bon Bon Cafe

Studio Ko*a

猫町カフェ

アクエリエル京都 ★

STERAカフェ

恵文社一乗寺店

Cafe1001

オレンジ カウンティＣafe

南区

アエレカフェ

西京区

大阪大学フランス文学研究室

printz

京都市立芸術大学

icomadesign ＋ comacafe

LINDEN BAUM

Le pique-assiette

住吉区

（フランス語圏言語文化学研究室）

La muse

LA BARAKA

Alsace

Café Frosch

salon de the JAMIN

Farafel garden

le vieux logis ★

高槻市

太陽カフェ
Ma cantine

ガケ書房

同志社大学今出川キャンパス

ノートルダム女子大学

1.2.3 Un.Deux.Trois

京都造形芸術大学

富田林市
豊中市

MinaMusicStudio(ピアノ教室)

細見美術館

みなみ会館

パン工房RK

雑貨店おやつ

東大阪市

東山区

箕面市

ガーデンミュージアム比叡

よしだデンタルクリニック
Be-baba

cafe Green

カフェ日杳

くいな橋しばたデンタルクリニック

la voiture

伏見区

京都大学大学院文学研究科

Tea&Life

montique

同志社女子大学

（フランス語学フランス文学研究室）
中京区

osteria bastille ★
Paris bis ★

ビストロ ハル ★

京田辺市

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

ビストロボンモルソー ★

ヨシキデンタルクリニック

うさぎのアトリエ

Dans La Foret

Mari Gold ★

ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★
風呂敷専門店 京都唐草屋 ★

京丹波町

◯奈良県
奈良市

Mardi Mardi

敬称略・順不同 ★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

meeno

アンティークショップantique arles

ノイカフェ千里店

Zanny

福山市

株式会社studio y

福山大学

目黒区

広島大学

シェソア フランス菓子教室

東広島市

ベロボディア インペリアル アーツバレエ目黒

◯徳島県

中央区

◯福岡県

ブーランジェリー ロラソ

エポーレ カルチャースクール
港区

総合科学部
徳島市

原田ゆりえバレエ研究所
北九州市

フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU

◯熊本県

CHOCOLaT Cafe Bistrot

小平市

◯大分県

プチミュゼ

日田市

日田リベルテ
（映画館）

吉祥寺
アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

◯宮崎県

宮崎市

府中市

宮崎大学

武蔵野市

鹿児島大学法文学部

◯神奈川県

decco

kiki driving school ★
亜細亜大学法学部上田研究室

フランス留学サポート
☎: 075-201-1530
HP: france-ryugaku.com
Mail: sejour@aj-france.com
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

ヨ
ン

学務部国際交流課

ビストロ・シェケン

21コミュニティ

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

〒603-8054

岡山市

岡山大学文学部フランス語教室

欧明社

光
の
街

La vertu pour guide,
la chance pour compagne リ

北欧おうちカフェ ｔｉｎä*ｔｉｎä

早稲田大学フランス語フランス文学

コース

nao炬乃座

Lyon,

新城市

港区

INOBUN 北山店

ボンジュール、
フランス。

salon & D＋design associates

辻調グループフランス校事務局

PYLONES 烏丸

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

Mirabelle

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）

京都府立大学

LE JOURNAL

名古屋市

プチロール

左京区

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

教育文化学部

◯鹿児島県
◯沖縄県

鹿児島市

那覇市

A découvrir !
offre speciale des
écoles pour nos
lecteurs
読者だけの留学特典！

[ouvert]

月〜土：10h-21h
日：10h〜17h
祝日開校
不定休校日有

e
AJ-Franc

◆ 京都市営地下鉄烏丸線 北山駅4番出口より徒歩5分
◆ お車でお越しの方へは無料駐車場あり

¥0

gratuit!
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■ 特集 Lyon！＆フランス留学インタビュー
■ Nouveau!! Nordic Garden × AJ-France コラボイベント
■ イベント情報 - フランス留学への第一歩：ワークショップ ■ レシピ・ア・ラ・モード “Clafoutis”
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«MERE et BOUCHON»
Lʼhistoire de la gastronomie lyonnaise a longtemps été
caractérisée par tendances : la première issue de la tradition bourgeoise, (les Mères, des cuisinières dʼexcellence
qui ouvrir leur restaurant) et la seconde née de la culture
populaire (les Bouchons).
De nos jours, Lyon a su conserver et valoriser ses traditions, tout en permettant a la gastronomique lyonnais de
se diversiﬁer et de sʼouvrir à de nouvelles tendances.

特集
留学インタビュー「留学を通して新しい世界へ」
"La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain
que la découverte d'une étoile".

フィトセラピー留学案内

フランス留学への第一歩：ワークショップ

[ Anthelme Brillat-Savarin ]

語学学校Inﬂexyon、accent françaisより
「Le Journal」読者様へのお得な特典

Lunch Menu
〜テラス ランチ〜
お一人様 ￥2,000

フランス生活のプチカルネ
Le-Journal編集スタッフのちょっと一息 pause café

La boutique des Anges
〜パリ ランチ〜
お一人様 ￥3,500

La Minute dʼAkane
フランス語教室案内

Skypeレッスン

コラボレーションレッスン avec Nordic Garden

interview dʼun dʼélève 生徒さんインタビュー

Quʼest-ce que cʼest ?

Moulin à fromage

プチコラム Bon anniversaire au Vieux Lyon
レシピ・ア・ラ・モード

ʻʻClafoutisʼʼ

プチプライスでフランス気分♪
ーハンドクリーム編ー

フリーペーパー「Le Journal」
はプライベートのフランス語
レッスンとフランス留学サポ
ートおよび代行手続き、法定
翻訳を運営する会社が作成し
ています。
このフリーペーパー
がすべてのフランス好きの方
へ届きますように・・・

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

お申し込みは

おすすめ！フランス語学 習ツール

Découv

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！

re z e t l ’ e s p

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

rit Papier d’Arménie...

〜贅沢ランチ〜
お一人様 ￥4,800

Dinner Menu
〜テラス ディナー〜
お一人様 ￥5,500
神戸北野異人館通りのランドマーク的存在、異人館倶楽部



の最上階にあるレストラン、
カフェ･テラス･ド･パリ。
開放的で明るい店内の雰囲気はまるでパリのよう・・・。
テラスからは神戸異人館が一望できる絶好のロケーション。
そんなオシャレで洗練された空間で味わえるのは「美味しい
ものをお腹いっぱい食べてほしいから」というシェフの心意
気が詰まった、本場フランス仕込みのフレンチ。

カップル、
ご家族はもちろん、
様々な集い、
ウェディングの
二次会などにも
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/

ご予約・お問い合わせ
http://www.terrasse-de-paris.jp/

〜贅沢フルコース〜
お一人様 ￥8,000
〜特選シェフおまかせフルコース〜
お一人様 ￥12,000

Quelque soit votre souhait une table
vous attend à la terrasse de paris.

- Repas en famille - Repas en Amoureux - Banquet de mariage-

TEL.078-252-1113

en francais c’est plus sympa !
PREPARATION A LʼEXAMEN DU

「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♪

DELF A1 AVEC CD AUDIO

販売価格 ： 3,240円(内税)

フランス国民教育省が認定した唯一の公
式フランス語資格（ディプロム）、DELF・
DALF（デルフ・ダルフ）の受験対策用テキ
ストです。シリーズなので、A1だけでなく、
A2、B1、B2用のテキストもあります。
アクティビティ、練習問題、模擬試験と3部
構成。口頭表現のテスト用のカラーカード
が巻末についています。

Le français, ce nʼest pas uniquement cours, 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-

Lyon

STEVE JOBS
販売価格 ： 1,447円(内税)

米アップルの共同創業者で前最高経営責任
者スティーブ・ジョブス氏の本人公認ビオグ
ラフィー、
フランス語版。
アップル創設の経緯から、iPhone/iPadの
誕生秘話、
そして引退まで、
スティーブ・ジョ
ブズ自身がすべてを明らかに。彼の全貌を
垣間みる唯一無二の記録です。
この本なしでは未来を語ることができない
ほど、現代人のバイブルとして親しまれてい
ます。

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

ion !!
solut
e
r
t
vo
よう
感動し る旅に！
もっと
じ
から感
観る旅

”

リヨン

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♪

IMA HOTELS
暮らす気分で in パリ & フランス

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

携帯もOK

ヨヤク

ima@imahotels.jp

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

ボンジュール、
フランス。
ユネスコの世界遺産にも登録されている旧市街、 絹織物の産地などが魅力的な街だ。
パリより小さく、
でもニースより大きくて、
都会過
ぎず、
田舎過ぎず、
とても住みやすい。
綺麗な街並みが多くの人を魅了する。
美食家をうならせるリヨン料理の食材が、
ソーヌ川沿い2キロメートル以上のマルシェに並ぶ。
他のマルシェと少し違うのは、
おいしい
物にこだわる主婦から名店のシェフまでが真剣な面持ちで食材を選んでいるところ。
買いだめをせず、
鮮度にもこだわるリヨン市民。
マ
ルシェにてローヌ･アルプ地方の方々から集まった新鮮な野菜やブレス鶏など地元産の肉類やチーズなどを買い求める。
また、
「星の王子様」
で有名なサン＝テグジュペリの出生地でもある。
ʻʻ心で見なくちゃ、
ものごとはよく見えないってことさ。
かんじんなことは、
目に見えないんだよʼʼ
真実は、
色あせることもなく、
ずっと人の心に残って生きるのだ。
リヨンへ行って彼と一緒に心の旅に出るのも悪くない。
Lyon autrefois appelée Lugdunum et ancienne capitale des Gaules constitue la troisième commune
de France. Sa prospérité économique est due dʼabord au monopole de la soie, puis à lʼapparition des
industries notamment textiles. Mais il nʼest pas possible de parler de Lyon sans parler de cuisine,
de ses spécialités à base de cochon, mais aussi des quenelles, des cardons et de son plus renommé
représentant Paul Bocuse.

リヨン
フランスの南東部に位置する都市で、
ローヌ＝アルプ地域圏の首府、
ローヌ県の県庁所在地、
リヨン。 パリのリヨン駅からTGVで約2時
間、
ローヌ・アルプ地域圏の首府リヨンはフランス第2の都市。
リヨンと言えば、
ブション
（bouchon）
！ブションとはコルク栓という意味
で、
いわゆるワインの栓の事を指しますが、
リヨンでの
「ブション」
はワインの栓と、郷土料理、地元料理であるリヨン料理を提供する、庶
民的な雰囲気のレストランをブションと呼びます。
リヨン料理といえば、贓物料理のアバ料理アバ
（Abats）、鶏や魚をすり身を使った料
理クネル
（Quenelle）、青カビチーズ、
ソーセージなど、有名で美味しいものがたくさん！
他にもキール
（kir）、クッサン・ド・リヨン
（Coussin de Lyon）
なども有名です。芸術では ギニョール
（Guiginol）、絹織物など。

Une des manifestations les plus
célèbres de la période de Noël en
France, cʼest la Fête des Lumières à Lyon, mais en réalité elle nʼa
aucun rapport avec Noël, à part la
proximité de sa date, le 8 décembre.
La Fête des Lumières, aussi appelée « la Fête du 8 Décembre » ou
« la Fête des Illuminations » auparavant, est une célébration populaire qui se déroule tous les ans
pendant quatre journées consécutives aux environs du 8 décembre
(cette année, elle se tiendra du 5
au 8 décembre).
Ses origines
La ville de Lyon vénère la Vierge
Marie depuis le 15e siècle et se
protège en 1643 contre la peste
qui touche la France dès lors. Chaque année suivante, les notables et
marchands lyonnais décidèrent de
rendre hommage à la Vierge Marie
en cas dʼarrêt de cette maladie.
En 1850, les chefs religieux lyonnais ont annoncé un concours pour
une statue qui serait mise sur la
Basilique, au sommet de la colline
de Fourvière qui surplombe la ville.
En 1852, lʼinauguration de lʼœuvre
du sculpteur gagnant devait être le

8 septembre (date de la Nativité
ou anniversaire de la naissance de
la Vierge Marie). Mais, le matin du
8 décembre, un fort orage éclate
et la Saône - le ﬂeuve au pied de
Fourvière ‒ a débordé et inondé le
chantier : la cérémonie est décalée
au 8 décembre (date de lʼImmaculée Conception).
Pour fêter la nouvelle statue, quelques Lyonnais avaient lʼintention
dʼilluminer leurs maisons et appartements avec des bougies, mais le
mauvais temps ce jour-là oblige
une deuxième remise de date, au
12 décembre.
Néanmoins, après une accalmie, les
habitants de Lyon qui avaient tant
attendu la célébration, décident
spontanément dʼallumer toutes
leurs bougies et illuminations aux
fenêtres et puis descendent dans
la rue pour chanter « Vive Marie »
et regarder la ville illuminée dʼun
bout à lʼautre.
Avec la célébration de ce geste
répandu et convivial, qui a aussi
poussé les chefs religieux à allumer
la chapelle de Fourvière, la Fête
des lumières est née.

Clafoutis
リムーザン地方の伝統菓子、
クラフティはいわゆるママンの味だ。各家庭にそれぞれの味がある。
発祥はリムーザンだが、
フランス全土で親しまれるお手軽なお菓子のひとつだ。
サクランボを入れるのが一般的だが、他にもスモモ、
ラズベリー、
ブラックベリー、
クランベリー、
リンゴなど、多用な果物で作ることができる。

Ingrédients :

◆
◆
◆
◆
◆

Des pommes
◆ 1/4 litre de lait
80 g de farine
◆ 125 g de sucre
1 pincée de sel
◆ 4 œufs
1 sachet de sucre vanillé
60 g de beurre fondu.

Autre présentation : clafoutis aux pommes en ramequins individuels.
Autre présentation : clafoutis framboises pour 2 personnes présenté retourné.

Préparation :
Placer les oeufs entiers dans le mixer, le blender ou
un saladier.
Ajouter le sucre et une pincée de sel.
Faire blanchir le mélange oeufs + sucre au blender
ou au fouet.
Ajouter le beurre fondu refroidi.
Puis le lait et mélanger.
et en dernier la farine tamisée.
Répartir les cerises dénoyautées dans un plat beurré
et fariné.
Puis verser lʼappareil sur les cerises.
Mettre le clafoutis aux cerises au four à 180 pendant
environ 45 mn.

ンス
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*日本語のレシピはAJ-FranceのHPで紹介しています！
http://www.aj-france.com/clafoutis.html

プチプライスでフランス気分！ シリーズ 砂糖＆塩編
フランスのハンドクリームをご紹介！
オーガニック素材にこだわる商品、香りにこだわる商品、赤ちゃん
の肌にも塗れる優しい商品など、
フランスにはハンドクリームの
種類が豊富にあります。
ローズ、
ラベンダー、
マンダリン、
ローズマ
リーなど、
乙女心をくすぐる香りばかり。ハンドクリームで、気軽
にフランスを肌で感じてみては？

1. Nuxe ニュクス
http://americas.nuxe.com/en/

2. Caudalie コーダリー
CRÈME GOURMANDE MAINS
ET ONGLES
http://www.caudalie.com/

3. BIODERMA ビオテルマ
Atoderm

2

Crème lavante

http://www.bioderma.com/en/home.
html

4. Oliviers & Co オリヴィエ＆コー
http://www.oliviers-co.com/en/

1

3

5. & other stories
アンドアザーストーリー
SHINJUKU BLOOM MINI HAND
CREAM

5

http://www.saintlouis-sucre.com/fr/

6. Institut Karité Paris
アンスティチュ カリテ パリ
http://www.institutkariteparis.com/

4

6

boutique/liste̲rayons.cfm

Moulin à fromage

チーズグレーター

セミハードタイプ、
ハードタイプのチーズを削るための道具。上のくぼみの中にチーズ
を入れて、取っ手をぐるぐると回すだけでチーズが切れる優れもの。パスタやピザ、
サ
ラダにかけて食べたい時に活躍すること間違いなし。荒く削ったり、細かく削ったり
等の調節ができるので、
チーズの種類や好みに合わせて調理できる。
この他に、
おろし器のようなタイプもある。
Conçu pour être utilisé aussi bien à table quʼen cuisine, le moulin à fromage est dans
presque toutes les maisons. On sʼen sert pour râper du fromage à pâte dure (ou pâte
cuite pressée) tels que le Gruyère, le Parmesan le Comté lʼEmmental, ou mi-dure tels que
le Cheddar, lʼEdam…

ラム
プチコ

Bon anniversaire au Vieux Lyon

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

ー リヨン歴史地区ー

1998年にユネスコ世界遺産に登録されたリヨン、
サン・ジャン教会の付近の石畳の道が入り組んだ旧市街は、車が通れないような細い
道が多く、建物の回廊や中庭を伝って他の道へ抜けるtraboules（抜け道）
も張り巡らされています。
これはリヨン独特のもので、元々は織
物業者が品物を雨に濡らさないように使っていたものだったとか。抜け道を探して散策してみるのも面白いですよ。
Le Vieux Lyon est le
quartier médiéval et
Renaissance de Lyon.
Situé en bordure de
Saône, au pied de la
colline de Fourvière.
cʼest lʼun des quartiers les plus vastes
concernant cette période (avec Venise) qui

est encore resté intact de nos jours.
«Un quartier classé oui, mais un quartier vivant», tel est
aujourdʼhui le mot dʼordre de Véronique Nether, présidente
de lʼassociation Renaissance du Vieux Lyon, quʼà lʼépoque
Edouard Herriot, maire de Lyon (1905-1940 / 1945-1957),
qualiﬁait de «ramassis de taudis, tout juste bon pour lʼéquarissage».
Le Vieux Lyon célèbre en cette année 2014 le cinquantenaire
de son classement en «secteur sauvegardé».
«Une fois le quartier classé, tout était à inventer», explique à
lʼAFP Madame Nether, et le quartier «insalubre» et «défavorisé» a bien changé.

Depuis le paysage du Vieux Lyon sʼest transformé, sans pour
autant devenir un quartier-musée comme Venise ou Dubrovnik.
Restaurants et autres commerces se sont substitués aux
échoppes dʼartisans et petits commerces, et après lʼinscription
du Vieux Lyon sur la liste du patrimoine mondial de lʼUNESCO
en 1998, la fréquentation touristique a augmenté de 30%
dʼaprès lʼassociation RVL.
Petit bémol : ces mêmes ruelles, pavées, sont source de soucis
pour les riverains tout autant que pour les touristes ou les employés qui les parcourent, comme cette factrice du Vieux Lyon
«Au niveau boulot, cʼest épuisant: les pentes, les pavés... Par
contre, cʼest un coin magniﬁque».
Cʼest un quartier avec beaucoup de cachet et qui attire beaucoup de monde, et il peut devenir un quartier phare de Lyon
si lʼéquilibre naturel entre touristes et habitants est conservé.
«Il y a de très beaux appartements et les cours intérieures
sont magniﬁques», témoigne une Lyonnaise en balade dans
les ruelles. «Pour accéder à ces cours il faut emprunter les
traboules, longs couloirs sombres emblématiques du quartier,
très recherchés par les touristes pour leur architecture parfois
spectaculaire».
http://www.vieux-lyon.org/

Depuis, chaque année la fête persiste. Chaque 8 décembre, les
Lyonnais installent et allument au
bords de leurs fenêtres des verres
colorés contenant une bougie spéciale «le lumignon» et puis vont en
ville pour proﬁter de lʼillumination
et partager de bons moments avec
leurs amis et concitoyens.
La Fête des Lumières est aussi très
touristique ; nʼoublions pas que
lʼorigine du nom « Lyon » vient de
« Lugdunum » du temps où les Romains avaient conquis la ville.
Avec les Plans Lumières de 1989
et 2004, Lyon est devenu une référence mondiale dans le domaine
de lʼéclairage urbain, et la ville met
en valeur ce savoir-faire pendant la
Fêtes des Lumières qui sʼexporte
dorénavant aussi bien à Pékin, à
Montréal quʼà Dubaï.
Les Lyonnais sont très attachés à
cette Fête quʼils célèbrent même
quand ils habitent aux quatre coins
du monde !

光の祭典
毎年12月8日前後の4日間催される、
リヨ
ンで最も有名で賑わうイベント。
ヨーロッパの中でも他に類を見ない祭典
で、2001年から毎年フランス内外の観
光客合わせて400万人が、この日のため
に訪れています。
光の祭典の4日間、街中のショーウィンド
ーは飾られ、リヨンの中心街や主だった
建造物にも色鮮やかな生気が吹き込ま
れます。
通りに面した家々の窓際には蝋燭が灯
り、全てのイルミネーションは音楽やショ
ーで彩られ、街は幻想的な雰囲気を醸し
出します。
この祭典は、世界中のライトアップ専門
家が集まり、街づくりのモデルにもなって
います。澄み切った寒空の下、輝く光のパ
フォーマンスは目を奪われます。
リヨンのひとびとがフルヴィエールの丘
にあるノートルダム聖堂のマリア像に祈
りを捧げたところ、流行が治まったこと
で、聖母マリア「無原罪のお宿り」の祝日
の12月8日に、感謝を込めてリヨンの街
や窓辺をほのかな明かりで灯したことに
由来しているのだとか。
http://www.lumieres.lyon.fr

Une expérience inoubliable ! : フランス留学インタビュー

interview d’un élève
今回は1ヶ月集中コースをご受講のFukukawa Arimasaさんへお話をお伺いしました。Fukukawaさんは、 今夏よりパリに
パリへ出発す
住むため、AJ-Franceの翻訳サービスを利用してビジタービザを取得されました。Photogragerとして活動している彼が、
る少し前に、
当教室で1ヶ月間、
フランス語の集中レッスンを受けてくださいました。趣味はサッカー。

留学生（wakanaさん）
留学コーディネーター（AJ-Franceスタッフ）
弊社AJ-Franceの留学サポートを利用し、留学したwakanaさん。
AJ-Franceのスタッフがパリ訪問をした際に叶ったインタビューを書き下ろしました。
留 学 コ ー ディ
ネーター ( 以 下
M )：こ の 度 は
AJ-France(ア
ー ジ ー・フラン
ス) の 留 学サポ
ートをご利用下
さいまして、
どう
もありがとうご
ざいました。順
調にフランス生
活を送られてい
ますか？
W a k a n a さん
(以下Wさん)：こちらこそ、
どうもありがとうございまし
た。AJ-Franceさんには、留学準備からビザ申請、そし
て渡仏から帰国まで大変お世話になりました。お陰様
で、
楽しく順調にフランス生活を送っています！
M：現 在 、語 学
学校ILFに通学
されています
ね。学校の印象
はいかがです
か？
Wさん：以前少
しだけ別の語学
学校（パリ市内）
に通っていたの
ですが 、その学
校に比べ、ILFは
小規模で親しみ
やすく、
アットホ
ームです。発言の機会が多いというのも、
とても気に入
りました。授業は基本的にテキストを中心に行われます
が、講師が「とにかく喋ること。喋らないと上達しない！」
という方針だったため、
よく生徒同士で2人組になり会
話をするといった流れになり、オーラルレッスンの面も
充実していました。
また、週に1回、一人ずつ約15分間の
プレゼンテーションがあり、好きなテーマについて話す
という機会がありました。プレゼンの後は質問タイムに
なり、意見交換などをしました。
日本ではあまりこういっ
た形式の授業がないので、人前で話す練習という意味で
も、
とてもよい経験になりました。

M: 学校以外には、
どのような体験をされていますか？
Wさん：月に1〜2回、CIMOというマクロビオティックの
料理教室に通っています。その教室では、
フランス人の
講師がフランス流のマクロビを教えて下さいます。講義
(約1時間)と実技があり、合計でたっぷり6時間ほどのレ
ッスンです。現地のフランス人と触れ合う機会にもなり、
講師も生徒も親切な方が多く、
フランス語の上達にも役
立っています。
ワイワイととても楽しい雰囲気です。
フラ
ンス流のマクロビをを通して、人と交流を持つことがと
ても楽しく感じています。
実技
M：留学後のご予定は？
Wさん：語学学校ILFの講師から、ふとしたことから「
phytothérapie（フィトセラピー）」
というものがあるよ
という話を聞き、私がしたいことはこれだ！と思い 、将来
はフィトセラピストになろうと考えています。以前から、
メディカルアロマセラピー等に興味は持っていたのです
が、勉強をしようというほどのところまではいかなかった
んです。
そんな時に、
フィトセラピーはメディカルアロマセ
ラピーも含んでいて、
さらにアジアの漢方や、
ヨーロッパ
の自然療法の流れも汲んでいるということを知り、留学
後に是非勉強してみたいと思う様になりました。
現在は、
パリのpharmacie（薬局）
やHerboristerie（薬
草販売店）巡りをしています。
よく行くHerboristerieで
は、
フィトセラピストの方とお知り合いになり、役に立つ
お話、面白お話
をお伺いするこ
とが ありま す。
フランスででき
る限りのことを
吸収したいと思
っているのでと
ても有 意 義で、
Herboristerie
で過ごす時 間
がとても幸せで
す。また、風邪を
引いた時にその
方のところを訪
れると、問 診を
してくれ、症状に効くハーブティー等を薦めてくれます。
とても頼れる存在です！友達がエッフェル塔に行ってい
る間ですら、
「じゃあ私はpharmacieに行ってくる！」
とい
うことがよくあるぐらい通いつめています(笑)。

フランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
昨年ヨーロッパの旅をしたとき、
パリに住む人と知り合いに
なりました。
私が写真が好きなのを知って、
フランスでは、
アルルの写真祭
やパリフォトなど、写真に関するイベントが盛んで、
いいものを
吸収できると教えてくれました。
結果的に住むことが決まったの
でフランス語を一から学ぼうと思いました。

今回フランスへ行ってどんなことをしたいか、
等の計画
パリを本拠地にして、
時々旅に出て、
フランスの田舎の素晴ら
し

しさも味わいたいです。滞在中に、
フランス人の友人や旅人仲
間がたくさんできたら幸せです。
まだ具体的なプランは立ててい
ませんが、
人との関係や出会いを大切にしながら色んな写真を
撮りたいと思います。

今後の目標は何ですか。
はじめはフランス語とフランス人との生活に慣れることと、
撮
りたい場所やテーマを探ることを考えています。
パリに住みます
が、
パリ以外の場所にも行ってフランスの面白さを自分なりに
発見したいと思います。
【後記】
フランス語に苦手意識があったのにも
かかわらず、知らず知らずのうちに、
自
分でも驚くほど進歩した実感があり、
フランス人の友人からも
「すごい！」
と
褒められたのだそう。
「覚えることは大変だけど、数人の講
師からレッスンを受けられたので、
語学
だけでなく、
フランスでの生活に役立
つことも様々教わることができ、
とても
良かった。追いつめられることなく、楽
しめた。
」
と感想をいただきました。
（S）

左上：フランスの友人たちと
右上：ノートルダム大聖堂前
下左：キブロン
（ブルターニュ）
下中：ベニスでの一枚
下右：ニースの浜辺
下中以外 Fukukawaさん撮影

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

Cours intensif

Atelier du DELF et DALF
に受かろう講座

DELF・DALF（デルフ・ダルフ）
とは、
フランス国民教育省が認定
した唯一の公式フランス語資格（ディプロム）で、
フランスの大
学、専門学校その他、世界に認知され、通用する資格です。
AJ-Franceでは、生徒様一人一人のペースやレベルに合わせ
て、試験に向けて万全の準備をします。
プライベートレッスンで、
自分の苦手な分野を克服しながら学習するため、試験だけのた
めのフランス語ではなく、実践的にもフランス語が使えるように
レッスンします。生徒様と講師間のフォローアップに力を入れて
いるので、安心してレッスンしていただけます。

通常の個人レッスンや集中レッスンで対応。
まずは無料体験レッスンをさせ
ていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

Les autres ateliers

ヶ月集中講座

1年分をギュッと1ヶ月でレッスンします。
もう間に合わない、
どう
しよう、
とお困りの方へ。
フランス語を短期間で集中的にプライ
ベートレッスンをするコースです。
フランス留学の出発前、
ワーキ
ングホリデーの出発前、
出張前の学習に最適です。
フランス語学
習ゼロからのスタートで、1ヶ月で基礎はもちろん、現在形、複合
過去，近接未来など、
すぐに実践につなげることが可能です。
通学の他スカイプレッスンでもOK
ご希望の時間帯や曜日をお聞きしてから、40時間のプランニングを作成い
たします。空きがあれば土日もOK !!
144000円テキスト代実費
入会金無料！

その他のテーマ別アトリエ

※入会金：5150円別途必要。
お友達紹介の場合は2570円
※初項会話レッスン以外は体験レッスンOK

アトリエ

内容

レッスン回数

日時

担当講師

受講料など

プライベートレッスン
(スカイプレッスン可)

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

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

受講者が選択

受講者が
選択

1ヶ月4回14400円
3ヶ月6回22630円
テキスト代実費

Bon vayage!!
旅行会話

旅で注意する事柄やお金のやりとりを 1ヶ月4回
実践、旅行会話集内の文章もスラスラ （完結）
読んでみましょう。

毎週土曜日9h-10h
5週ある月は最終週のレッスン
はありません。

Akiko

お料理レッスン

詳細はp.12へ

月1回

土曜日 14h〜17h

JeanJacques

3600円
3910円
（ゲスト）

グループレッスン
超入門

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

3ヶ月10回

土曜日 14h15〜15h45
7月12日、19日、26日
8月2日、9日、23日、30日
9月6日、13日、20日

Adelie
Akiko

29830円
テキスト代実費

グループレッスン
中級

間接代名詞 lui leur から学びます
少人数 のグループなので、
グループな
のにひとりひとりのペースに合わせ
て進みます

3ヶ月10回

土曜日 11h15〜12h45
7月12日、19日、26日
8月2日、9日、23日、30日
9月6日、13日、20日

Charlotte
Akiko

29830円
テキスト代実費

ちびっこアトリエ

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

月2回

第2・第4 土曜日
10h〜10h45

Charlotte
Yannick

5150円

詳細はp.13へ

月1回

土曜日 時間は開催月により
変動します

Yannick

2570円
3090円
（ゲスト）

赤ちゃんがまだ小さくてなかなか動け
ないお母さんのためのアトリエ。子供
に歌ってあげられる童謡も歌います。
赤ちゃんと一緒にお越し下さい。

3ヶ月6回

Akiko

21600円

アトリエデママン

アトリエシャンソン

受講者が歌いたいシャンソンをフラン
ス語で。歌った後は爽快 ！

3ヶ月6回

第2・第4 土曜日
10h〜10h55

Florian

14400円

Petit Nicolasを読
もう！

フランスの国民的絵本、
「プチニコラ」
を楽しく読みます。

3ヶ月6回

第2・第4 金曜日
10h〜10h55

Akiko

14400円
本代実費

ちびっこシェフア
トリエ

第2・第4 月曜日
14h〜15h30
（16hまで教室を開放）

http://www.aj-france.com/

10300円
テキスト代不要
入会金無料！

車いすの方のご受講可能

＊Wakanaさんはインタビューをさせていただいた後、
無事留学を終えてご帰国されました。現在は夢に向っ
て、月に一度東京のフィトセラピーの学校に通学されて
います。
その学校の校長先生はパリ第13大学（フランス
にはフィトセラピストの国家資格があり。）
をご卒業され
ており、
レッスンではフランス語も出てくるので、留学経
験が 活かされているということを実感されているとのこ
とです。有言実行のWakanaさん、素敵です。
（M）
【Wakanaさんの留学プラン】
2013年5月から1年間の語学留学
語学学校：ILF（パリ）
滞在方法：アパート

初回無料カウンセリング
（お電話・スカイプ・ご来社など）
メンバー登録（登録料：5000円）
サポート料のお支払い（提携校：無料／提携校外：30000円〜）
語学学校のご紹介とご決定
語学学校の登録開始
語学学校へ授業料支払い（国際送金をしていただきます*）

利用サポート：
語学学校トータルプラン
（3ヶ月以上）
＊、翻訳
＊弊社AJ-Franceの語学学校トータルプランには、滞
在先手配（1件分）、提携語学学校入学手続き、学生ビザ
申請手続き代行、キャンパスフランスの手続き代行、戸
籍抄本翻訳、渡仏後のメール・電話でのサポートなどが
含まれております。
トータルプランは、留学するのに何が
必要なの？面倒な手続は全部まかせたい！そんな方のた
めに、留学に必要なサービスを旅行ツアープランの様に
詰め込んだプランです。
＊弊社では初回カウンセリング（ご来社もしくはお電話）
を無料でしております。留学にご興味をお持ちの方はお
気軽に弊社までご連絡下さいませ。
メール問い合わせ：sejour@france-ryugaku.com
お電話問い合わせ：075-201-1530

イルフ フランス語学院

語学学校の登録完了
語学学校から学校登録書が到着
フランスへご出発！

*多少前後することもございますが、上記がおおまかな流れとなり
ます。
*料金の透明性を確保するために、
お客様が学校の銀行口座に授業
料の正規料金を国際送金するという仕組みになっております。国際
送金の方法については、弊社から丁寧にご案内申し上げます。
*語学学校登録手続き代行サポートには、学生ビザ申請サポートや
住居手配サポートは含まれません。
*語学学校登録手続き代行サポートに加え、住居手配サポートなど
も含んだトータルプランもございます。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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ILF (Institut de Langue Françqise)は、Wakanaさん
（p.6）
が
登録した語学学校です。

Adresse : 6 rue Daubigny 75017 PARIS
Tél : (+33) 1 45 63 24 00
Fax : (+33) 1 45 63 07 09

1986年に設立されたフランス語の語学学校。
週6時間、10時間、20時間のコース、夜間コース、DELF／
DALF対策コース、個人レッスン等、多彩なコースが特徴です。
凱旋門シャンゼリーゼ通りからも近く、RERやメトロの駅からも
5分という便利な場所にありながらもアットホームな雰囲気で
す。
パリアカデミーと労働省から正式な認定を受けています。年
間を通して、一般フランス語レッスンを中心に、商業フランス語
コースや夜間コースなども提供しています。
また、
フランス文明や
文学などオプションコースを設けているほか、
フランス料理コー
スなども開講しています。
登録料：50ユーロ
授業料（一例）
：200ユーロ／1週間
（4週間未満の登録の場合、週20時間のコース）

Séjours en FRANCE

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

Atelier enfants

cours de cuisine pour les petits

ちびっこシェフアトリエ

こんなことを学びます！
◆ 材料の名前
♥ 道具の名前
● 料理時に使う動詞
♣ 皆と一緒に食べることの
楽しさ

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

「phyto」
とは植物、
「thérapie」
とは療法のこと。
フィトセラピーとは、薬草、海草、
ハーブ、草花等の自然
の植物を使う自然植物療法です
（場合にもよるが、病気の予防も可能）。紀元は古代エジプトの王朝期
まで遡ると言われており、現在は特にヨーロッパ、
フランスで発達し、広まりました。
フィトセラピーの魅
力は何と言っても化学薬品を使わないというところにあります。一般的に医師から処方される薬は即
効性があり、強い治癒力を持っています。
ただその反面、
「副作用のない薬はない」
と
言われているのも現状です。
フィトセラピーでは自然の力を借り、
自らの治癒能力や
免疫力を高めるという方法で体調不良やトラブルを解消するため、副作用に悩まさ
れることがないと言われています。
フィトセラピーは、漢方、
ハーブ（薬草療法）、
アロマテラピー（芳香療法）、
タラソテラ
ピー、
アーユルヴェーダなどの療法を包括しています。具体的には、
自然の植物を用
い、食す 、飲む、嗅ぐ、塗布す る等、様々な方法で植物の力を体
に取り入れます。
La phytothérapie, cʼest lʼemploi de plantes ou de médicaments à base de plantes (poudres, ampoules, infusions…) pour soigner naturellement les diﬀérents
maux du corps humain. Mais attention, à lʼautomédication, phytothérapie ne veux pas dire
sans danger dʼou
lʼintérêt de suivre
une formation solide et reconnue.

【lʼEcole Lyonnaise de Plantes Médicinales et des Savoirs Naturels】
こちらはリヨンにあるフィトセラピーやアロマセラピーの専門学校です。
エルボリスト
（Herboriste）
で
あるPatrice de Bonnevalによって設立。薬用植物の日常の使用法やプロフェッショナルとしての使
用法を学ぶことが可能。設立以来、様々な年代の5000人もの生徒を受け入れてきました。入学条件は
特になく
（授業を理解するために、
ある程度のフランス語力は必要）、遠方にお住まいの方は「e-learning」
という通信教育制度も利用可能。
（数回の現地Stage必須。）
＊Herboristeコース：3年間、1780ユーロ〜2268ユーロ／年
＊Conseiller en produits naturelsコース：1年、1840ユーロ〜2268ユーロ／年
その他、
アロマテラピー、薬用植物、家庭用薬草、
自然コスメティックのコース、短期コース等あり。
＊場所：13 rue Alsace Lorraine 69001 LYON
Fondée en 1983 lʼécole lyonnaise de plantes médicinales et des
savoirs naturels sʼest donnée pour objectif de permettre à chacun
dʼaccéder à la connaissance des plantes médicinales et de leur
utilisation, pour un usage familial ou professionnel.
こちらの学校にご興味をお持ちの方は、是非AJ-Franceへご相談下さいませ。
コンタクト情報はp.9へ。

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
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【開講スケジュール】
参加人数：6名まで
費用：2570 yens、
一般の方は3090 yens

開催日

(保険、材料費込み)

対象：2才6ヶ月〜未就学児
小学低学年の方は相談応
お持ちいただくもの：
エプロン、
タオル

レシビ

内容

7月26日
（土） 11h~12h50

時間

Couscous
クスクス

アフリカ発祥のクスクスを味わってみ
よう！

8月23日
（土） 11h-12h50

Salade niçoise
ニース風サラダ

トマトや黒オリーブでサラダを作りま
す！

9月27日
（土） 11h-12h50

Quiche
キッシュ

卵と生クリーム、
チーズがあれば簡単で
美味しいキッシュのできあがり！

×
北欧のギャラリーショップ&手仕事サロン
「ノルディック
ガーデン」
とフランス語教室「AJ-France」の1日限定コ
ラボレーションレッスンです。
11h30〜12h30
フランス語を描いてオリジナルTシャツをつくろう！
ワークショップ
（3歳以上〜中学生）
14h00〜15h15
おいしいフランスといっしよに♪
「旅行に役立つフランス語レッスン」vol1（大人）
※フランス人講師が担当します
参加費：3,240円
（税込）／定員：6名
BREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ）Nordic Garden
〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目4-9 4F
Tel＆Fax 06-6345-3038 info@nordicgarden.jp
（お問い合わせはお電話・メールにて）

ATELIER d’une
journée
-peinture
-Bon voyage
7/21

à AJ-France

AJ-FRANCEでは、
ワークショップの開催を予定しています。

今回のテーマは
「短期留学」

Le français de A à Z
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＊尚、
ワークショップの日程は、人数が揃い次第、皆様のご希望の日
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LECON
PAR SKYPE
ç

!
Bonjo ur

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！ 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でOK！

・京都は遠くて通えない、
近に学校がない。

p.12〜p.14のお問い合わせは下記へ
Tel : 075-703-0115
HP : http://www.aj-france.com
Mail : ecole@aj-france.com
Facebook : AJFrance

・とにかくフランス語を話す機会が欲しい！

・
・
・という方の他、
通学と組み合わせて
ご利用いただけます。

京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

LECON
DE CUISINE
ç

nos rencontres gourmandes

お菓子・料理アトリエ

フランス人と一緒に、
フランス語でレシピを読みながら気軽にお料理
を楽しみませんか？少人数制で楽しく料理をしながら自然にフランス
語に馴染んでいただけるレッスン内容です。フランス語初心者OK！

＊入会金、
テキスト代別途必要です

ここ

Une cuisine est
toujours nouvelle
quand elle est
bonne !

レシビ

7月19日
（土） 14h~17h

Taboulet, salade ʻpoivron et poulpeʼ
タブレ
（クスクス）
とパプリカと蛸のサラダ

8月30日
（土） 14h~17h

Dessert léger
デセールライト
（夏のデザート）

9月20日
（土） 14h~17h

Tarte Tatin
タルトタタン
（リンゴの逆さタルト）

ées
F
es
L
r
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A

1レッスン55分
1ヶ月4回コース：¥14400
3ヶ月6回コース：￥22630

が
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 point !!
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。

〒603-8054

時間

早い目にお申し込み下さいませ。）

en août et septembre
（8月・9月）

スカイプレッスン

京都のフランス語教室、AJFrance（アージー・フラン
ス）
です！経験豊富な日本人
とフランス人講師がプライベ
ートで楽しくレッスンをして
います。
イベント
（不定期）
やアトリ
エレッスンも開講しています！フラ
ンス語、
はじめてみませんか。

開催日

時をお伺いして決定致します。
（人数には限りがございますので、
お

短期留学をアレンジさせていた
だいたお客様をゲストとしてお迎
えし、
インタビュー形式で貴重な
体験を語っていただいたり、短期
留学に関するスケジュール感な
どをご説明させていただきます！
3ヶ月未満のフランス滞在をお考
えの方は、是非弊社までお気軽
にご連絡下さいませ。詳細情報を
お伝え致します。

【レッスン料】
◎3600 yens（会員）
◎3910 yens（ゲスト）

Transmettez vos sentiments les plus précieux
avec de jolies ﬂeurs préservées de qualité
可愛らしく、
上品なプリザーブドフラワーとともに、
あなたの大切な気持ちも一緒にお届けいたします。

http://les-fees.net
愛知県新城市庭野字東萩野20
090-7858-1861（ 10：00 〜 18：00 ） info@les-fees.net
〒441-1331
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Un cours de cuisine chez notre Chef Armand : Une étoile au Bottin Gourmand, Une
toque rouge au Gault & Milau et membre du
Club des 100 meilleurs Chefs du Monde.

Armandシェフのお料理レッスンをプレゼント。一つ星レストラン
Bottin Gourmand、Gault & Milauのtoque rouge (赤いコック
帽)で、
「100 meilleurs Chefs du Monde」
の会員でもある彼の
レッスンは、受講者に定評があるレッスンのひとつです。
この学校は1クラス最大10人の徹底した少人数制で とてもアット
ホームな雰囲気です。校長先生は東京に在住経験あるので、
日本
人留学生に深い理解を持っています。
モンペリエの街の中心街に
位置しているので、
買い物にも交通にも便利です。

Lʼoccasion de decouvrir pour
nos lecteurs un veritable bouchon lyonnais.

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

フランスへのプチ留学・長期留学ならAJ-FRANCEにお任せ！！

3名様以上でオーダー
メイドレッスン承ります。

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）¥65,000〜
★ 語学学校トータルプラン
★ 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
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エルボリストリー（Herboristerie）
という言葉を聞いたことがあるだろうか。
エルボリストリーとは薬草薬局のこと。
フランスでは、
フランス革命の頃から
存在している。
パリで最も有名と言われているエルボリストリーは
「GRANDE
HERBORISTERIE」
というお店。生物学者でもあり、薬学博士でもある店主
が営んでいる。以前は数多くあったエルボリストリーだが、現在も残る店は数
えるほどだ。
というのも、
フランスでは1941年にエルボリストリーの職業活
動について定められた法が廃止されたという背景がある。戦前には、
エルボリ
ストのためのDiplômeが存在したが、戦後にそのDiplômeが無くなり、現在も
エルボリストの資格はないままである。薬剤師は制限内だと薬用植物を販売
することが可能だが、薬用植物だけを販売することは禁止されている。現在で
は、制限はあるものの、治療目的でないという条件のもとであれば、一部の薬
用植物を一般の店でも販売できるようになったため、町中でも少しずつ薬用
植物を売っている様子が見られるようになった。
薬用植物は、
植物から抽出したエキス、
クリーム、
ゲル、
石けん、
精油、
ハーブティー
等、
様々なかたちで販売されている。

La Boutique des Anges

い日常を
の何気な
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、
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ご紹介。
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PARIS
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La Minute d’Akane
どこからパリを見渡そう？

大好きなパリの街。丸ごと見下ろしたいなと思ったら
どこへ行きますか？
エッフェル塔、
モンパルナスタワー、
モンマルトルの丘、、、
どこからの景色も素敵ですね。
でも今度は少し変わったところから眺めてみませんか？
風に揺られて、地上を遠く見下ろしながら空中散歩気分
で、
なんていかがでしょう？
１５区にあるアンドレ・シトロエン公園にパリ唯一の観
光で乗れる気球 があります。
気球自身の高さが３５ｍもあり、
１２階建ての建物に匹
敵する大きさなので存在感ばつぐん。
それがゆっくりと１５０ｍの高さまで上がっていき、パリ
の市街地 を眺める旅に連れて行ってくれます。

天使グッズ専門店
モンマルトルのふもとにある天使グッズだけを集めたお店。
天使がモチーフのブローチやアクセサリー、壁時計やラン
プスタンドなどの雑貨、
はがきやシールなどに至るまで、
全
てが天使で埋め尽くされている。 オブジェだけでなく、
バッ
グなども豊富。
小さな店内は、
壁一面、
天井の隅々まで天使がたくさん！
所狭しとこれでもか、
というほど天使だらけ。
お店番をしているマダムがとても優しく、
笑顔で迎え入れて
くれる、
パリへ行くなら必ず訪れたくなるお店のひとつだ。

滞空時間は１０分ほどと短めなので、写真撮影に気を
取られているとあっという間に地上、現実の世界へと連
れ帰られてしまいますのでご注意 を！
ちなみにこの気球、観光目的だけではなく、
パリの大気汚
染観測をしており、気球の模様についたLEDライトの色
で汚染状況を知ることが出来ます。
広い芝生や温室植物園、夏には地面から湧き出る噴水、
色分けされた花で作られたいくつものお庭のあるこの公
園ではお散歩やピクニックものんびり楽しめますよ。
Ballon de Paris
http://www.ballondeparis.com/fr/infopratique/infos-pratiques
Le parc André-Citroën
http://equipement.paris.fr/parc-andre-citroen-1791

小さくなっていく地上の人たちやすぐ脇を流れるセー
ヌ河を行きかう船を見ている間に、建物に隠れていたエ
ッフェル塔がみるみる姿をあらわにし、
遠くにはサクレクール寺院、
ラ・デフォンスの高層ビル群
まで、他の展望スポットとはまた違った角度から素敵な
景色 を見ることが出来ます。
ケーブルでつながれているとはいえ風に揺られてゆーー
ーっくりと動く気球。

www.boutiquedesanges.fr/boutique

article par Akane
お寿司とワイン、ボサノバと青い空を愛する一児の母。勉強と仕事のため
に海外生活。在住５カ国目のフランスはパリに５年目。世界あちこちへの
旅と人との出会いが好き。
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à AJ-France

AJ-FRANCEでは、
ワークショップの開催を予定しています。

今回のテーマは
「短期留学」

Le français de A à Z
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LECON
PAR SKYPE
ç

!
Bonjo ur

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！ 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でOK！

・京都は遠くて通えない、
近に学校がない。

p.12〜p.14のお問い合わせは下記へ
Tel : 075-703-0115
HP : http://www.aj-france.com
Mail : ecole@aj-france.com
Facebook : AJFrance

・とにかくフランス語を話す機会が欲しい！

・
・
・という方の他、
通学と組み合わせて
ご利用いただけます。

京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

LECON
DE CUISINE
ç

nos rencontres gourmandes

お菓子・料理アトリエ

フランス人と一緒に、
フランス語でレシピを読みながら気軽にお料理
を楽しみませんか？少人数制で楽しく料理をしながら自然にフランス
語に馴染んでいただけるレッスン内容です。フランス語初心者OK！

＊入会金、
テキスト代別途必要です

ここ

Une cuisine est
toujours nouvelle
quand elle est
bonne !

レシビ

7月19日
（土） 14h~17h

Taboulet, salade ʻpoivron et poulpeʼ
タブレ
（クスクス）
とパプリカと蛸のサラダ

8月30日
（土） 14h~17h

Dessert léger
デセールライト
（夏のデザート）

9月20日
（土） 14h~17h

Tarte Tatin
タルトタタン
（リンゴの逆さタルト）

ées
F
es
L
r
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A

1レッスン55分
1ヶ月4回コース：¥14400
3ヶ月6回コース：￥22630

が
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 point !!
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。

〒603-8054

時間

早い目にお申し込み下さいませ。）

en août et septembre
（8月・9月）

スカイプレッスン

京都のフランス語教室、AJFrance（アージー・フラン
ス）
です！経験豊富な日本人
とフランス人講師がプライベ
ートで楽しくレッスンをして
います。
イベント
（不定期）
やアトリ
エレッスンも開講しています！フラ
ンス語、
はじめてみませんか。

開催日

時をお伺いして決定致します。
（人数には限りがございますので、
お

短期留学をアレンジさせていた
だいたお客様をゲストとしてお迎
えし、
インタビュー形式で貴重な
体験を語っていただいたり、短期
留学に関するスケジュール感な
どをご説明させていただきます！
3ヶ月未満のフランス滞在をお考
えの方は、是非弊社までお気軽
にご連絡下さいませ。詳細情報を
お伝え致します。

【レッスン料】
◎3600 yens（会員）
◎3910 yens（ゲスト）

Transmettez vos sentiments les plus précieux
avec de jolies ﬂeurs préservées de qualité
可愛らしく、
上品なプリザーブドフラワーとともに、
あなたの大切な気持ちも一緒にお届けいたします。

http://les-fees.net
愛知県新城市庭野字東萩野20
090-7858-1861（ 10：00 〜 18：00 ） info@les-fees.net
〒441-1331
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Un cours de cuisine chez notre Chef Armand : Une étoile au Bottin Gourmand, Une
toque rouge au Gault & Milau et membre du
Club des 100 meilleurs Chefs du Monde.

Armandシェフのお料理レッスンをプレゼント。一つ星レストラン
Bottin Gourmand、Gault & Milauのtoque rouge (赤いコック
帽)で、
「100 meilleurs Chefs du Monde」
の会員でもある彼の
レッスンは、受講者に定評があるレッスンのひとつです。
この学校は1クラス最大10人の徹底した少人数制で とてもアット
ホームな雰囲気です。校長先生は東京に在住経験あるので、
日本
人留学生に深い理解を持っています。
モンペリエの街の中心街に
位置しているので、
買い物にも交通にも便利です。

Lʼoccasion de decouvrir pour
nos lecteurs un veritable bouchon lyonnais.

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

フランスへのプチ留学・長期留学ならAJ-FRANCEにお任せ！！

3名様以上でオーダー
メイドレッスン承ります。

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）¥65,000〜
★ 語学学校トータルプラン
★ 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

Séjours en FRANCE

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

Atelier enfants

cours de cuisine pour les petits

ちびっこシェフアトリエ

こんなことを学びます！
◆ 材料の名前
♥ 道具の名前
● 料理時に使う動詞
♣ 皆と一緒に食べることの
楽しさ

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

「phyto」
とは植物、
「thérapie」
とは療法のこと。
フィトセラピーとは、薬草、海草、
ハーブ、草花等の自然
の植物を使う自然植物療法です
（場合にもよるが、病気の予防も可能）。紀元は古代エジプトの王朝期
まで遡ると言われており、現在は特にヨーロッパ、
フランスで発達し、広まりました。
フィトセラピーの魅
力は何と言っても化学薬品を使わないというところにあります。一般的に医師から処方される薬は即
効性があり、強い治癒力を持っています。
ただその反面、
「副作用のない薬はない」
と
言われているのも現状です。
フィトセラピーでは自然の力を借り、
自らの治癒能力や
免疫力を高めるという方法で体調不良やトラブルを解消するため、副作用に悩まさ
れることがないと言われています。
フィトセラピーは、漢方、
ハーブ（薬草療法）、
アロマテラピー（芳香療法）、
タラソテラ
ピー、
アーユルヴェーダなどの療法を包括しています。具体的には、
自然の植物を用
い、食す 、飲む、嗅ぐ、塗布す る等、様々な方法で植物の力を体
に取り入れます。
La phytothérapie, cʼest lʼemploi de plantes ou de médicaments à base de plantes (poudres, ampoules, infusions…) pour soigner naturellement les diﬀérents
maux du corps humain. Mais attention, à lʼautomédication, phytothérapie ne veux pas dire
sans danger dʼou
lʼintérêt de suivre
une formation solide et reconnue.

【lʼEcole Lyonnaise de Plantes Médicinales et des Savoirs Naturels】
こちらはリヨンにあるフィトセラピーやアロマセラピーの専門学校です。
エルボリスト
（Herboriste）
で
あるPatrice de Bonnevalによって設立。薬用植物の日常の使用法やプロフェッショナルとしての使
用法を学ぶことが可能。設立以来、様々な年代の5000人もの生徒を受け入れてきました。入学条件は
特になく
（授業を理解するために、
ある程度のフランス語力は必要）、遠方にお住まいの方は「e-learning」
という通信教育制度も利用可能。
（数回の現地Stage必須。）
＊Herboristeコース：3年間、1780ユーロ〜2268ユーロ／年
＊Conseiller en produits naturelsコース：1年、1840ユーロ〜2268ユーロ／年
その他、
アロマテラピー、薬用植物、家庭用薬草、
自然コスメティックのコース、短期コース等あり。
＊場所：13 rue Alsace Lorraine 69001 LYON
Fondée en 1983 lʼécole lyonnaise de plantes médicinales et des
savoirs naturels sʼest donnée pour objectif de permettre à chacun
dʼaccéder à la connaissance des plantes médicinales et de leur
utilisation, pour un usage familial ou professionnel.
こちらの学校にご興味をお持ちの方は、是非AJ-Franceへご相談下さいませ。
コンタクト情報はp.9へ。

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
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【開講スケジュール】
参加人数：6名まで
費用：2570 yens、
一般の方は3090 yens

開催日

(保険、材料費込み)

対象：2才6ヶ月〜未就学児
小学低学年の方は相談応
お持ちいただくもの：
エプロン、
タオル

レシビ

内容

7月26日
（土） 11h~12h50

時間

Couscous
クスクス

アフリカ発祥のクスクスを味わってみ
よう！

8月23日
（土） 11h-12h50

Salade niçoise
ニース風サラダ

トマトや黒オリーブでサラダを作りま
す！

9月27日
（土） 11h-12h50

Quiche
キッシュ

卵と生クリーム、
チーズがあれば簡単で
美味しいキッシュのできあがり！

×
北欧のギャラリーショップ&手仕事サロン
「ノルディック
ガーデン」
とフランス語教室「AJ-France」の1日限定コ
ラボレーションレッスンです。
11h30〜12h30
フランス語を描いてオリジナルTシャツをつくろう！
ワークショップ
（3歳以上〜中学生）
14h00〜15h15
おいしいフランスといっしよに♪
「旅行に役立つフランス語レッスン」vol1（大人）
※フランス人講師が担当します
参加費：3,240円
（税込）／定員：6名
BREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ）Nordic Garden
〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目4-9 4F
Tel＆Fax 06-6345-3038 info@nordicgarden.jp
（お問い合わせはお電話・メールにて）

ATELIER d’une
journée
-peinture
-Bon voyage
7/21

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

Cours intensif

Atelier du DELF et DALF
に受かろう講座

DELF・DALF（デルフ・ダルフ）
とは、
フランス国民教育省が認定
した唯一の公式フランス語資格（ディプロム）で、
フランスの大
学、専門学校その他、世界に認知され、通用する資格です。
AJ-Franceでは、生徒様一人一人のペースやレベルに合わせ
て、試験に向けて万全の準備をします。
プライベートレッスンで、
自分の苦手な分野を克服しながら学習するため、試験だけのた
めのフランス語ではなく、実践的にもフランス語が使えるように
レッスンします。生徒様と講師間のフォローアップに力を入れて
いるので、安心してレッスンしていただけます。

通常の個人レッスンや集中レッスンで対応。
まずは無料体験レッスンをさせ
ていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

Les autres ateliers

ヶ月集中講座

1年分をギュッと1ヶ月でレッスンします。
もう間に合わない、
どう
しよう、
とお困りの方へ。
フランス語を短期間で集中的にプライ
ベートレッスンをするコースです。
フランス留学の出発前、
ワーキ
ングホリデーの出発前、
出張前の学習に最適です。
フランス語学
習ゼロからのスタートで、1ヶ月で基礎はもちろん、現在形、複合
過去，近接未来など、
すぐに実践につなげることが可能です。
通学の他スカイプレッスンでもOK
ご希望の時間帯や曜日をお聞きしてから、40時間のプランニングを作成い
たします。空きがあれば土日もOK !!
144000円テキスト代実費
入会金無料！

その他のテーマ別アトリエ

※入会金：5150円別途必要。
お友達紹介の場合は2570円
※初項会話レッスン以外は体験レッスンOK

アトリエ

内容

レッスン回数

日時

担当講師

受講料など

プライベートレッスン
(スカイプレッスン可)

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

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

受講者が選択

受講者が
選択

1ヶ月4回14400円
3ヶ月6回22630円
テキスト代実費

Bon vayage!!
旅行会話

旅で注意する事柄やお金のやりとりを 1ヶ月4回
実践、旅行会話集内の文章もスラスラ （完結）
読んでみましょう。

毎週土曜日9h-10h
5週ある月は最終週のレッスン
はありません。

Akiko

お料理レッスン

詳細はp.12へ

月1回

土曜日 14h〜17h

JeanJacques

3600円
3910円
（ゲスト）

グループレッスン
超入門

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

3ヶ月10回

土曜日 14h15〜15h45
7月12日、19日、26日
8月2日、9日、23日、30日
9月6日、13日、20日

Adelie
Akiko

29830円
テキスト代実費

グループレッスン
中級

間接代名詞 lui leur から学びます
少人数 のグループなので、
グループな
のにひとりひとりのペースに合わせ
て進みます

3ヶ月10回

土曜日 11h15〜12h45
7月12日、19日、26日
8月2日、9日、23日、30日
9月6日、13日、20日

Charlotte
Akiko

29830円
テキスト代実費

ちびっこアトリエ

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

月2回

第2・第4 土曜日
10h〜10h45

Charlotte
Yannick

5150円

詳細はp.13へ

月1回

土曜日 時間は開催月により
変動します

Yannick

2570円
3090円
（ゲスト）

赤ちゃんがまだ小さくてなかなか動け
ないお母さんのためのアトリエ。子供
に歌ってあげられる童謡も歌います。
赤ちゃんと一緒にお越し下さい。

3ヶ月6回

Akiko

21600円

アトリエデママン

アトリエシャンソン

受講者が歌いたいシャンソンをフラン
ス語で。歌った後は爽快 ！

3ヶ月6回

第2・第4 土曜日
10h〜10h55

Florian

14400円

Petit Nicolasを読
もう！

フランスの国民的絵本、
「プチニコラ」
を楽しく読みます。

3ヶ月6回

第2・第4 金曜日
10h〜10h55

Akiko

14400円
本代実費

ちびっこシェフア
トリエ

第2・第4 月曜日
14h〜15h30
（16hまで教室を開放）

http://www.aj-france.com/

10300円
テキスト代不要
入会金無料！

車いすの方のご受講可能

＊Wakanaさんはインタビューをさせていただいた後、
無事留学を終えてご帰国されました。現在は夢に向っ
て、月に一度東京のフィトセラピーの学校に通学されて
います。
その学校の校長先生はパリ第13大学（フランス
にはフィトセラピストの国家資格があり。）
をご卒業され
ており、
レッスンではフランス語も出てくるので、留学経
験が 活かされているということを実感されているとのこ
とです。有言実行のWakanaさん、素敵です。
（M）
【Wakanaさんの留学プラン】
2013年5月から1年間の語学留学
語学学校：ILF（パリ）
滞在方法：アパート

初回無料カウンセリング
（お電話・スカイプ・ご来社など）
メンバー登録（登録料：5000円）
サポート料のお支払い（提携校：無料／提携校外：30000円〜）
語学学校のご紹介とご決定
語学学校の登録開始
語学学校へ授業料支払い（国際送金をしていただきます*）

利用サポート：
語学学校トータルプラン
（3ヶ月以上）
＊、翻訳
＊弊社AJ-Franceの語学学校トータルプランには、滞
在先手配（1件分）、提携語学学校入学手続き、学生ビザ
申請手続き代行、キャンパスフランスの手続き代行、戸
籍抄本翻訳、渡仏後のメール・電話でのサポートなどが
含まれております。
トータルプランは、留学するのに何が
必要なの？面倒な手続は全部まかせたい！そんな方のた
めに、留学に必要なサービスを旅行ツアープランの様に
詰め込んだプランです。
＊弊社では初回カウンセリング（ご来社もしくはお電話）
を無料でしております。留学にご興味をお持ちの方はお
気軽に弊社までご連絡下さいませ。
メール問い合わせ：sejour@france-ryugaku.com
お電話問い合わせ：075-201-1530

イルフ フランス語学院

語学学校の登録完了
語学学校から学校登録書が到着
フランスへご出発！

*多少前後することもございますが、上記がおおまかな流れとなり
ます。
*料金の透明性を確保するために、
お客様が学校の銀行口座に授業
料の正規料金を国際送金するという仕組みになっております。国際
送金の方法については、弊社から丁寧にご案内申し上げます。
*語学学校登録手続き代行サポートには、学生ビザ申請サポートや
住居手配サポートは含まれません。
*語学学校登録手続き代行サポートに加え、住居手配サポートなど
も含んだトータルプランもございます。
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ILF (Institut de Langue Françqise)は、Wakanaさん
（p.6）
が
登録した語学学校です。

Adresse : 6 rue Daubigny 75017 PARIS
Tél : (+33) 1 45 63 24 00
Fax : (+33) 1 45 63 07 09

1986年に設立されたフランス語の語学学校。
週6時間、10時間、20時間のコース、夜間コース、DELF／
DALF対策コース、個人レッスン等、多彩なコースが特徴です。
凱旋門シャンゼリーゼ通りからも近く、RERやメトロの駅からも
5分という便利な場所にありながらもアットホームな雰囲気で
す。
パリアカデミーと労働省から正式な認定を受けています。年
間を通して、一般フランス語レッスンを中心に、商業フランス語
コースや夜間コースなども提供しています。
また、
フランス文明や
文学などオプションコースを設けているほか、
フランス料理コー
スなども開講しています。
登録料：50ユーロ
授業料（一例）
：200ユーロ／1週間
（4週間未満の登録の場合、週20時間のコース）

Une expérience inoubliable ! : フランス留学インタビュー

「留学を通して新しい世界へ」

今回は1ヶ月集中コースをご受講のFさんへお話をお伺いしました。Fさんは、
今夏よりパリに住むため、AJ-Franceの翻訳サ
ービスを利用してビジタービザを取得されました。Photogragerとして活動している彼が、
パリへ出発する少し前に、
当教室で1ヶ月間、
フランス語の集中レッスンを受けてくださいました。趣味はサッカー。

留学生（wakanaさん）

×

留学コーディネーター（AJ-Franceスタッフ）
弊社AJ-Franceの留学サポートを利用し、留学したwakanaさん。
AJ-Franceのスタッフがパリ訪問をした際に叶ったインタビューを書き下ろしました。
留 学 コ ー ディ
ネーター ( 以 下
M )：こ の 度 は
AJ-France(ア
ー ジ ー・フラン
ス) の 留 学サポ
ートをご利用下
さいまして、
どう
もありがとうご
ざいました。順
調にフランス生
活を送られてい
ますか？
W a k a n a さん
(以下Wさん)：こちらこそ、
どうもありがとうございまし
た。AJ-Franceさんには、留学準備からビザ申請、そし
て渡仏から帰国まで大変お世話になりました。お陰様
で、楽しく順調にフランス生活を送っています！
M：現 在 、語 学
学校ILFに通学
されています
ね。学校の印象
はいかがです
か？
Wさん：以前少
しだけ別の語学
学校（パリ市内）
に通っていたの
ですが 、その学
校に比べ、ILFは
小規模で親しみ
やすく、
アットホ
ームです。発言の機会が多いというのも、
とても気に入
りました。授業は基本的にテキストを中心に行われます
が、講師が「とにかく喋ること。喋らないと上達しない！」
という方針だったため、
よく生徒同士で2人組になり会
話をするといった流れになり、オーラルレッスンの面も
充実していました。
また、週に1回、一人ずつ約15分間の
プレゼンテーションがあり、好きなテーマについて話す
という機会がありました。プレゼンの後は質問タイムに
なり、意見交換などをしました。
日本ではあまりこういっ
た形式の授業がないので、人前で話す練習という意味で
も、
とてもよい経験になりました。
-6-

生徒さんインタビュー interview d’un élève

M: 学校以外には、
どのような体験をされていますか？
Wさん：月に1〜2回、CIMOというマクロビオティックの
料理教室に通っています。その教室では、
フランス人の
講師がフランス流のマクロビを教えて下さいます。講義
(約1時間)と実技があり、合計でたっぷり6時間ほどのレ
ッスンです。現地のフランス人と触れ合う機会にもなり、
講師も生徒も親切な方が多く、
フランス語の上達にも役
立っています。
ワイワイととても楽しい雰囲気です。
フラ
ンス流のマクロビをを通して、人と交流を持つことがと
ても楽しく感じています。
実技
M：留学後のご予定は？
Wさん：語学学校ILFの講師から、ふとしたことから「
phytothérapie（フィトセラピー）」
というものがあるよ
という話を聞き、私がしたいことはこれだ！と思い、将来
はフィトセラピストになろうと考えています。以前から、
メディカルアロマセラピー等に興味は持っていたのです
が、勉強をしようというほどのところまではいかなかった
んです。
そんな時に、
フィトセラピーはメディカルアロマセ
ラピーも含んでいて、
さらにアジアの漢方や、
ヨーロッパ
の自然療法の流れも汲んでいるということを知り、留学
後に是非勉強してみたいと思う様になりました。
現在は、
パリのpharmacie（薬局）
やHerboristerie（薬
草販売店）巡りをしています。
よく行くHerboristerieで
は、
フィトセラピストの方とお知り合いになり、役に立つ
お話、面白お話
をお伺いするこ
とが ありま す。
フランスででき
る限りのことを
吸収したいと思
っているのでと
ても有 意 義で、
Herboristerie
で過ごす時 間
がとても幸せで
す。また、風邪を
引いた時にその
方のところを訪
れると、問 診を
してくれ、症状に効くハーブティー等を薦めてくれます。
とても頼れる存在です！友達がエッフェル塔に行ってい
る間ですら、
「じゃあ私はpharmacieに行ってくる！」
とい
うことがよくあるぐらい通いつめています(笑)。

フランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
昨年ヨーロッパの旅をしたとき、
パリに住む人と知り合いに
なりました。
私が写真が好きなのを知って、
フランスでは、
アルルの写真祭
やパリフォトなど、写真に関するイベントが盛んで、
いいものを
吸収できると教えてくれました。
結果的に住むことが決まったの
でフランス語を一から学ぼうと思いました。

今回フランスへ行ってどんなことをしたいか、
等の計画
パリを本拠地にして、
時々旅に出て、
フランスの田舎の素晴ら

しさも味わいたいです。滞在中に、
フランス人の友人や旅人仲
間がたくさんできたら幸せです。
まだ具体的なプランは立ててい
ませんが、
人との関係や出会いを大切にしながら色んな写真を
撮りたいと思います。

今後の目標は何ですか。
はじめはフランス語とフランス人との生活に慣れることと、
撮
りたい場所やテーマを探ることを考えています。
パリに住みます
が、
パリ以外の場所にも行ってフランスの面白さを自分なりに
発見したいと思います。

し

【後記】
フランス語に苦手意識があったのにも
かかわらず、知らず知らずのうちに、
自
分でも驚くほど進歩した実感があり、
フランス人の友人からも
「すごい！」
と
褒められたのだそう。
「覚えることは大変だけど、数人の講
師からレッスンを受けられたので、
語学
だけでなく、
フランスでの生活に役立
つことも様々教わることができ、
とても
良かった。追いつめられることなく、楽
しめた。
」
と感想をいただきました。
（S）

左上：フランスの友人たちと
右上：ノートルダム大聖堂前
下左：キブロン
（ブルターニュ）
下中：ベニスでの一枚
下右：ニースの浜辺
下中以外Fさん撮影

-15-

Moulin à fromage

チーズグレーター

セミハードタイプ、
ハードタイプのチーズを削るための道具。上のくぼみの中にチーズ
を入れて、取っ手をぐるぐると回すだけでチーズが切れる優れもの。パスタやピザ、
サ
ラダにかけて食べたい時に活躍すること間違いなし。荒く削ったり、細かく削ったり
等の調節ができるので、
チーズの種類や好みに合わせて調理できる。
この他に、
おろし器のようなタイプもある。
Conçu pour être utilisé aussi bien à table quʼen cuisine, le moulin à fromage est dans
presque toutes les maisons. On sʼen sert pour râper du fromage à pâte dure (ou pâte
cuite pressée) tels que le Gruyère, le Parmesan le Comté lʼEmmental, ou mi-dure tels que
le Cheddar, lʼEdam…

ラム
プチコ

Bon anniversaire au Vieux Lyon

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

ー リヨン歴史地区ー

1998年にユネスコ世界遺産に登録されたリヨン、
サン・ジャン教会の付近の石畳の道が入り組んだ旧市街は、車が通れないような細い
道が多く、建物の回廊や中庭を伝って他の道へ抜けるtraboules（抜け道）
も張り巡らされています。
これはリヨン独特のもので、元々は織
物業者が品物を雨に濡らさないように使っていたものだったとか。抜け道を探して散策してみるのも面白いですよ。
Le Vieux Lyon est le
quartier médiéval et
Renaissance de Lyon.
Situé en bordure de
Saône, au pied de la
colline de Fourvière.
cʼest lʼun des quartiers les plus vastes
concernant cette période (avec Venise) qui

est encore resté intact de nos jours.
«Un quartier classé oui, mais un quartier vivant», tel est
aujourdʼhui le mot dʼordre de Véronique Nether, présidente
de lʼassociation Renaissance du Vieux Lyon, quʼà lʼépoque
Edouard Herriot, maire de Lyon (1905-1940 / 1945-1957),
qualiﬁait de «ramassis de taudis, tout juste bon pour lʼéquarissage».
Le Vieux Lyon célèbre en cette année 2014 le cinquantenaire
de son classement en «secteur sauvegardé».
«Une fois le quartier classé, tout était à inventer», explique à
lʼAFP Madame Nether, et le quartier «insalubre» et «défavorisé» a bien changé.

Depuis le paysage du Vieux Lyon sʼest transformé, sans pour
autant devenir un quartier-musée comme Venise ou Dubrovnik.
Restaurants et autres commerces se sont substitués aux
échoppes dʼartisans et petits commerces, et après lʼinscription
du Vieux Lyon sur la liste du patrimoine mondial de lʼUNESCO
en 1998, la fréquentation touristique a augmenté de 30%
dʼaprès lʼassociation RVL.
Petit bémol : ces mêmes ruelles, pavées, sont source de soucis
pour les riverains tout autant que pour les touristes ou les employés qui les parcourent, comme cette factrice du Vieux Lyon
«Au niveau boulot, cʼest épuisant: les pentes, les pavés... Par
contre, cʼest un coin magniﬁque».
Cʼest un quartier avec beaucoup de cachet et qui attire beaucoup de monde, et il peut devenir un quartier phare de Lyon
si lʼéquilibre naturel entre touristes et habitants est conservé.
«Il y a de très beaux appartements et les cours intérieures
sont magniﬁques», témoigne une Lyonnaise en balade dans
les ruelles. «Pour accéder à ces cours il faut emprunter les
traboules, longs couloirs sombres emblématiques du quartier,
très recherchés par les touristes pour leur architecture parfois
spectaculaire».
http://www.vieux-lyon.org/

Depuis, chaque année la fête persiste. Chaque 8 décembre, les
Lyonnais installent et allument au
bords de leurs fenêtres des verres
colorés contenant une bougie spéciale «le lumignon» et puis vont en
ville pour proﬁter de lʼillumination
et partager de bons moments avec
leurs amis et concitoyens.
La Fête des Lumières est aussi très
touristique ; nʼoublions pas que
lʼorigine du nom « Lyon » vient de
« Lugdunum » du temps où les Romains avaient conquis la ville.
Avec les Plans Lumières de 1989
et 2004, Lyon est devenu une référence mondiale dans le domaine
de lʼéclairage urbain, et la ville met
en valeur ce savoir-faire pendant la
Fêtes des Lumières qui sʼexporte
dorénavant aussi bien à Pékin, à
Montréal quʼà Dubaï.
Les Lyonnais sont très attachés à
cette Fête quʼils célèbrent même
quand ils habitent aux quatre coins
du monde !

光の祭典
毎年12月8日前後の4日間催される、
リヨ
ンで最も有名で賑わうイベント。
ヨーロッパの中でも他に類を見ない祭典
で、2001年から毎年フランス内外の観
光客合わせて400万人が、この日のため
に訪れています。
光の祭典の4日間、街中のショーウィンド
ーは飾られ、リヨンの中心街や主だった
建造物にも色鮮やかな生気が吹き込ま
れます。
通りに面した家々の窓際には蝋燭が灯
り、全てのイルミネーションは音楽やショ
ーで彩られ、街は幻想的な雰囲気を醸し
出します。
この祭典は、世界中のライトアップ専門
家が集まり、街づくりのモデルにもなって
います。澄み切った寒空の下、輝く光のパ
フォーマンスは目を奪われます。
リヨンのひとびとがフルヴィエールの丘
にあるノートルダム聖堂のマリア像に祈
りを捧げたところ、流行が治まったこと
で、聖母マリア「無原罪のお宿り」の祝日
の12月8日に、感謝を込めてリヨンの街
や窓辺をほのかな明かりで灯したことに
由来しているのだとか。
http://www.lumieres.lyon.fr

リヨン
フランスの南東部に位置する都市で、
ローヌ＝アルプ地域圏の首府、
ローヌ県の県庁所在地、
リヨン。 パリのリヨン駅からTGVで約2時
間、
ローヌ・アルプ地域圏の首府リヨンはフランス第2の都市。
リヨンと言えば、
ブション
（bouchon）
！ブションとはコルク栓という意味
で、
いわゆるワインの栓の事を指しますが、
リヨンでの
「ブション」
はワインの栓と、郷土料理、地元料理であるリヨン料理を提供する、庶
民的な雰囲気のレストランをブションと呼びます。
リヨン料理といえば、贓物料理のアバ料理アバ
（Abats）、鶏や魚をすり身を使った料
理クネル
（Quenelle）、青カビチーズ、
ソーセージなど、有名で美味しいものがたくさん！
他にもキール
（kir）、クッサン・ド・リヨン
（Coussin de Lyon）
なども有名です。芸術では ギニョール
（Guiginol）、絹織物など。

Une des manifestations les plus
célèbres de la période de Noël en
France, cʼest la Fête des Lumières à Lyon, mais en réalité elle nʼa
aucun rapport avec Noël, à part la
proximité de sa date, le 8 décembre.
La Fête des Lumières, aussi appelée « la Fête du 8 Décembre » ou
« la Fête des Illuminations » auparavant, est une célébration populaire qui se déroule tous les ans
pendant quatre journées consécutives aux environs du 8 décembre
(cette année, elle se tiendra du 5
au 8 décembre).
Ses origines
La ville de Lyon vénère la Vierge
Marie depuis le 15e siècle et se
protège en 1643 contre la peste
qui touche la France dès lors. Chaque année suivante, les notables et
marchands lyonnais décidèrent de
rendre hommage à la Vierge Marie
en cas dʼarrêt de cette maladie.
En 1850, les chefs religieux lyonnais ont annoncé un concours pour
une statue qui serait mise sur la
Basilique, au sommet de la colline
de Fourvière qui surplombe la ville.
En 1852, lʼinauguration de lʼœuvre
du sculpteur gagnant devait être le

8 septembre (date de la Nativité
ou anniversaire de la naissance de
la Vierge Marie). Mais, le matin du
8 décembre, un fort orage éclate
et la Saône - le ﬂeuve au pied de
Fourvière ‒ a débordé et inondé le
chantier : la cérémonie est décalée
au 8 décembre (date de lʼImmaculée Conception).
Pour fêter la nouvelle statue, quelques Lyonnais avaient lʼintention
dʼilluminer leurs maisons et appartements avec des bougies, mais le
mauvais temps ce jour-là oblige
une deuxième remise de date, au
12 décembre.
Néanmoins, après une accalmie, les
habitants de Lyon qui avaient tant
attendu la célébration, décident
spontanément dʼallumer toutes
leurs bougies et illuminations aux
fenêtres et puis descendent dans
la rue pour chanter « Vive Marie »
et regarder la ville illuminée dʼun
bout à lʼautre.
Avec la célébration de ce geste
répandu et convivial, qui a aussi
poussé les chefs religieux à allumer
la chapelle de Fourvière, la Fête
des lumières est née.

Clafoutis
リムーザン地方の伝統菓子、
クラフティはいわゆるママンの味だ。各家庭にそれぞれの味がある。
発祥はリムーザンだが、
フランス全土で親しまれるお手軽なお菓子のひとつだ。
サクランボを入れるのが一般的だが、他にもスモモ、
ラズベリー、
ブラックベリー、
クランベリー、
リンゴなど、多用な果物で作ることができる。

Ingrédients :

◆
◆
◆
◆
◆

Des pommes
◆ 1/4 litre de lait
80 g de farine
◆ 125 g de sucre
1 pincée de sel
◆ 4 œufs
1 sachet de sucre vanillé
60 g de beurre fondu.

Autre présentation : clafoutis aux pommes en ramequins individuels.
Autre présentation : clafoutis framboises pour 2 personnes présenté retourné.

Préparation :
Placer les oeufs entiers dans le mixer, le blender ou
un saladier.
Ajouter le sucre et une pincée de sel.
Faire blanchir le mélange oeufs + sucre au blender
ou au fouet.
Ajouter le beurre fondu refroidi.
Puis le lait et mélanger.
et en dernier la farine tamisée.
Répartir les cerises dénoyautées dans un plat beurré
et fariné.
Puis verser lʼappareil sur les cerises.
Mettre le clafoutis aux cerises au four à 180 pendant
environ 45 mn.

ンス
フラ おう♪
わ
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も
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産に
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タ
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*日本語のレシピはAJ-FranceのHPで紹介しています！
http://www.aj-france.com/clafoutis.html

プチプライスでフランス気分！ シリーズ 砂糖＆塩編
フランスのハンドクリームをご紹介！
オーガニック素材にこだわる商品、香りにこだわる商品、赤ちゃん
の肌にも塗れる優しい商品など、
フランスにはハンドクリームの
種類が豊富にあります。
ローズ、
ラベンダー、
マンダリン、
ローズマ
リーなど、
乙女心をくすぐる香りばかり。ハンドクリームで、気軽
にフランスを肌で感じてみては？

1. Nuxe ニュクス
http://americas.nuxe.com/en/

2. Caudalie コーダリー
CRÈME GOURMANDE MAINS
ET ONGLES
http://www.caudalie.com/

3. BIODERMA ビオテルマ
Atoderm

2

Crème lavante

http://www.bioderma.com/en/home.
html

4. Oliviers & Co オリヴィエ＆コー
http://www.oliviers-co.com/en/

1

3

5. & other stories
アンドアザーストーリー
SHINJUKU BLOOM MINI HAND
CREAM

5

http://www.saintlouis-sucre.com/fr/

6. Institut Karité Paris
アンスティチュ カリテ パリ
http://www.institutkariteparis.com/

4

6
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«MERE et BOUCHON»
Lʼhistoire de la gastronomie lyonnaise a longtemps été
caractérisée par tendances : la première issue de la tradition bourgeoise, (les Mères, des cuisinières dʼexcellence
qui ouvrir leur restaurant) et la seconde née de la culture
populaire (les Bouchons).
De nos jours, Lyon a su conserver et valoriser ses traditions, tout en permettant a la gastronomique lyonnais de
se diversiﬁer et de sʼouvrir à de nouvelles tendances.

特集
留学インタビュー「留学を通して新しい世界へ」
"La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain
que la découverte d'une étoile".

フィトセラピー留学案内

フランス留学への第一歩：ワークショップ

[ Anthelme Brillat-Savarin ]

語学学校Inﬂexyon、accent françaisより
「Le Journal」読者様へのお得な特典

Lunch Menu
〜テラス ランチ〜
お一人様 ￥2,000

フランス生活のプチカルネ
Le-Journal編集スタッフのちょっと一息 pause café

La boutique des Anges
〜パリ ランチ〜
お一人様 ￥3,500

La Minute dʼAkane
フランス語教室案内

Skypeレッスン

コラボレーションレッスン avec Nordic Garden

interview dʼun dʼélève 生徒さんインタビュー

Quʼest-ce que cʼest ?

Moulin à fromage

プチコラム Bon anniversaire au Vieux Lyon
レシピ・ア・ラ・モード

ʻʻClafoutisʼʼ

プチプライスでフランス気分♪
ーハンドクリーム編ー

フリーペーパー「Le Journal」
はプライベートのフランス語
レッスンとフランス留学サポ
ートおよび代行手続き、法定
翻訳を運営する会社が作成し
ています。
このフリーペーパー
がすべてのフランス好きの方
へ届きますように・・・

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

お申し込みは

おすすめ！フランス語学 習ツール

Découv

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！

re z e t l ’ e s p

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

rit Papier d’Arménie...

〜贅沢ランチ〜
お一人様 ￥4,800

Dinner Menu
〜テラス ディナー〜
お一人様 ￥5,500
神戸北野異人館通りのランドマーク的存在、異人館倶楽部



の最上階にあるレストラン、
カフェ･テラス･ド･パリ。
開放的で明るい店内の雰囲気はまるでパリのよう・・・。
テラスからは神戸異人館が一望できる絶好のロケーション。
そんなオシャレで洗練された空間で味わえるのは「美味しい
ものをお腹いっぱい食べてほしいから」というシェフの心意
気が詰まった、本場フランス仕込みのフレンチ。

カップル、
ご家族はもちろん、
様々な集い、
ウェディングの
二次会などにも
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/

ご予約・お問い合わせ
http://www.terrasse-de-paris.jp/

〜贅沢フルコース〜
お一人様 ￥8,000
〜特選シェフおまかせフルコース〜
お一人様 ￥12,000

Quelque soit votre souhait une table
vous attend à la terrasse de paris.

- Repas en famille - Repas en Amoureux - Banquet de mariage-

TEL.078-252-1113

en francais c’est plus sympa !
PREPARATION A LʼEXAMEN DU

「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♪

DELF A1 AVEC CD AUDIO

販売価格 ： 3,240円(内税)

フランス国民教育省が認定した唯一の公
式フランス語資格（ディプロム）、DELF・
DALF（デルフ・ダルフ）の受験対策用テキ
ストです。シリーズなので、A1だけでなく、
A2、B1、B2用のテキストもあります。
アクティビティ、練習問題、模擬試験と3部
構成。口頭表現のテスト用のカラーカード
が巻末についています。

Le français, ce nʼest pas uniquement cours, 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-

Lyon

STEVE JOBS
販売価格 ： 1,447円(内税)

米アップルの共同創業者で前最高経営責任
者スティーブ・ジョブス氏の本人公認ビオグ
ラフィー、
フランス語版。
アップル創設の経緯から、iPhone/iPadの
誕生秘話、
そして引退まで、
スティーブ・ジョ
ブズ自身がすべてを明らかに。彼の全貌を
垣間みる唯一無二の記録です。
この本なしでは未来を語ることができない
ほど、現代人のバイブルとして親しまれてい
ます。

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

ion !!
solut
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r
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よう
感動し る旅に！
もっと
じ
から感
観る旅

”

リヨン

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♪

IMA HOTELS
暮らす気分で in パリ & フランス

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

携帯もOK

ヨヤク

ima@imahotels.jp

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

ボンジュール、
フランス。
ユネスコの世界遺産にも登録されている旧市街、 絹織物の産地などが魅力的な街だ。
パリより小さく、
でもニースより大きくて、
都会過
ぎず、
田舎過ぎず、
とても住みやすい。
綺麗な街並みが多くの人を魅了する。
美食家をうならせるリヨン料理の食材が、
ソーヌ川沿い2キロメートル以上のマルシェに並ぶ。
他のマルシェと少し違うのは、
おいしい
物にこだわる主婦から名店のシェフまでが真剣な面持ちで食材を選んでいるところ。
買いだめをせず、
鮮度にもこだわるリヨン市民。
マ
ルシェにてローヌ･アルプ地方の方々から集まった新鮮な野菜やブレス鶏など地元産の肉類やチーズなどを買い求める。
また、
「星の王子様」
で有名なサン＝テグジュペリの出生地でもある。
ʻʻ心で見なくちゃ、
ものごとはよく見えないってことさ。
かんじんなことは、
目に見えないんだよʼʼ
真実は、
色あせることもなく、
ずっと人の心に残って生きるのだ。
リヨンへ行って彼と一緒に心の旅に出るのも悪くない。
Lyon autrefois appelée Lugdunum et ancienne capitale des Gaules constitue la troisième commune
de France. Sa prospérité économique est due dʼabord au monopole de la soie, puis à lʼapparition des
industries notamment textiles. Mais il nʼest pas possible de parler de Lyon sans parler de cuisine,
de ses spécialités à base de cochon, mais aussi des quenelles, des cardons et de son plus renommé
représentant Paul Bocuse.
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◯京都府

comme chez michel

京都市 北区

Café salon 烏丸店

CAVA ★

京都文具屋

Café salon 北山店 ★

beau bel belle

ネイルサロン北山アリューム ★

中京区

S-Beaut ★

bouchon

ロイヤルボディコンシャス ★
Les amoureuses ★

Lʼourson qui boiit ★

タージマハルエベレスト北山店 ★
LʼAMi DU PAiN 北山店 ★

ネイルサロン ルアン ★

Café Eins(アインス) ★

Grenier dʼor
Chez Luc

CAFE PULPO

mechant Loup
kolme kyoto
Café kosci
A table

ピッツェリアバールシンパティア ★

チャコット 京都店

ラ・ドログリー京都北山店 ★

ラジオカフェ株式会社

アンヌ・モネ 京都店 ★

Hair studio A.R.S

Happy Graphic Gallery
amelie

Alphabet

APA KABAR?

Café barbatica

Café independant
京都芸術センター

有限会社クラフトボックス

フレンチキュイジーヌ ティアレ
和雑貨 鈴木松風堂

シナモ

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

CIRCUS COFFEE

さらさ3

Noinah

さらさ花遊小路

COM

Taiwa 京都調理師学校

Charme kitayama
Tocoha
OKIDOKI北山店
ROSE MARY

THE BURGER COMPANY
洋食屋パセリ
賀茂窯

さらさ西陣

サラサPausa麩屋町
椿姫（町家サロン）

料理教室 アンパルフェ
新風館

chocolat

石川工業 -手作りお菓子 道具・食材の店
Cafe de Naiki
下京区

絵本とコーヒーのパビリオン

和モダンキッチン Nico Style
生駒市

ケリノスギャラリーカフェ

リンカネ ★

堺市

restaurant café ROUTE26
café et bar Que sera sera
吹田市

横浜市

トラベルイノベーションジャパン
川崎市

バレエ ノイ フューレ
厚木市

明日香村

café eden

Ivy Ballet

曽爾村

神戸市

夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス

コッコロカフェ
曽爾高原ファームガーデン

◯滋賀県

mado cafe

大津市

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

◯大阪府
大阪市北区

テアトル梅田

スピリットヨガ

カフェ実身美

国立国際美術館
雑貨店カナリア
graf

JAMPOT
Guignol

デスティネ
淀川区

十三シアターセブン
西区

CHARKHA*チャルカ
arc sept

エスモード大阪(ファッションの学校)
ANDS

カフェモード
OMIYAGE

中央区

京都ゴルフ倶楽部

INOBUN 四条本店

アロマカルチャースクール大阪 ★

Belleピアノ教室

Café marble

クレープリーアルション

北山ランタン

raisin

パーティーランドなんば店

小佐々歯科

petit japonais

浪速区

大谷大学グローバルスクエア

京都シネマ

阿倍野区

プリデリグラフィックラボ

京都産業大学

a peu pres

WORLD1 京都北山店

aux bacchanales

Radio Bagel

eﬁsh

cafe and bar Sole de Mare

brasserie Cafe Onze

cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨

La Porte du Ciel Blue

ポパンクールカフェ

CAFE BIGOUDENE

◯新潟県

◯兵庫県

灘区

神戸大学国際コミュニケーションセンター

新潟市

プチデジュパン

中央区

◯富山県

富山市

ル・コルドン・ブルー・パリ(株)

◯福井県

福井市

BISTRO POISSON-ROUGE

◯山梨県

甲府市

Dona Dona

◯長野県

ブラッセリー・ラルドワーズ

ビストロ・ブランシェ

和田朝子舞踊研究所

Café de paris

TRITON CAFE 北野店

レストランジャルダン

神戸焼菓子処 ぱ・ど・どぅ

DOux CAFE

BRASSERIE LʼOBABON
兵庫区

神戸アートヴィレッジセンター

松本市

北佐久郡

ブラッスリー シュエット

◯岐阜県

関市

明石市

◯静岡県

静岡市

西宮市

◯愛知県

西区

ワインショップアミ

兵庫県立大学
モンテメールバレエ
FioreBalletStudio
Café du SOLEIL
福知山市

petite clochette プティクロ

◯北海道

Grenoble

名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室

愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻

札幌市

わいん商アン・ベロ

石の蔵はやし

Vin nature Mazenta

函館市

学校法人 野又学園 函館自動車学校

豊田市

◯青森県

弘前市

愛知工業大学 基礎教育センター

◯宮城県

仙台市

アトリエ レ・フェ

弘前大学フランス語部会
東北大学

◯東京都

◯三重県
四日市市

HOLY HOUSE STUDIO&CAFE

渋谷区

エスモード東京(ファッションの学校)

いなべ市

新宿区

津市

LeCordonBleu Japan Tokyo

青山高原カントリークラブ

◯岡山県

千代田区

山陽学園大学

くみこアレルギークリニック ★

Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)

大阪市立大学大学院

世田谷区

◯広島県

Evantail

カフェトラベラーズハイ
上京区

茨木市

Bon Bon Cafe

Studio Ko*a

猫町カフェ

アクエリエル京都 ★

STERAカフェ

恵文社一乗寺店

Cafe1001

オレンジ カウンティＣafe

南区

アエレカフェ

西京区

大阪大学フランス文学研究室

printz

京都市立芸術大学

icomadesign ＋ comacafe

LINDEN BAUM

Le pique-assiette

住吉区

（フランス語圏言語文化学研究室）

La muse

LA BARAKA

Alsace

Café Frosch

salon de the JAMIN

Farafel garden

le vieux logis ★

高槻市

太陽カフェ
Ma cantine

ガケ書房

同志社大学今出川キャンパス

ノートルダム女子大学

1.2.3 Un.Deux.Trois

京都造形芸術大学

富田林市
豊中市

MinaMusicStudio(ピアノ教室)

細見美術館

みなみ会館

パン工房RK

雑貨店おやつ

東大阪市

東山区

箕面市

ガーデンミュージアム比叡

よしだデンタルクリニック
Be-baba

cafe Green

カフェ日杳

くいな橋しばたデンタルクリニック

la voiture

伏見区

京都大学大学院文学研究科

Tea&Life

montique

同志社女子大学

（フランス語学フランス文学研究室）
中京区

osteria bastille ★
Paris bis ★

ビストロ ハル ★

京田辺市

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

ビストロボンモルソー ★

ヨシキデンタルクリニック

うさぎのアトリエ

Dans La Foret

Mari Gold ★

ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★
風呂敷専門店 京都唐草屋 ★

京丹波町

◯奈良県
奈良市

Mardi Mardi

敬称略・順不同 ★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

meeno

アンティークショップantique arles

ノイカフェ千里店

Zanny

福山市

株式会社studio y

福山大学

目黒区

広島大学

シェソア フランス菓子教室

東広島市

ベロボディア インペリアル アーツバレエ目黒

◯徳島県

中央区

◯福岡県

ブーランジェリー ロラソ

エポーレ カルチャースクール
港区

総合科学部
徳島市

原田ゆりえバレエ研究所
北九州市

フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU

◯熊本県

CHOCOLaT Cafe Bistrot

小平市

◯大分県

プチミュゼ

日田市

日田リベルテ
（映画館）

吉祥寺
アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

◯宮崎県

宮崎市

府中市

宮崎大学

武蔵野市

鹿児島大学法文学部

◯神奈川県

decco

kiki driving school ★
亜細亜大学法学部上田研究室

フランス留学サポート
☎: 075-201-1530
HP: france-ryugaku.com
Mail: sejour@aj-france.com
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

ヨ
ン

学務部国際交流課

ビストロ・シェケン

21コミュニティ

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

〒603-8054

岡山市

岡山大学文学部フランス語教室

欧明社

光
の
街

La vertu pour guide,
la chance pour compagne リ

北欧おうちカフェ ｔｉｎä*ｔｉｎä

早稲田大学フランス語フランス文学

コース

nao炬乃座

Lyon,

新城市

港区

INOBUN 北山店

ボンジュール、
フランス。

salon & D＋design associates

辻調グループフランス校事務局

PYLONES 烏丸

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

Mirabelle

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）

京都府立大学

LE JOURNAL

名古屋市

プチロール

左京区

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

教育文化学部

◯鹿児島県
◯沖縄県

鹿児島市

那覇市

A découvrir !
offre speciale des
écoles pour nos
lecteurs
読者だけの留学特典！

[ouvert]

月〜土：10h-21h
日：10h〜17h
祝日開校
不定休校日有

e
AJ-Franc

◆ 京都市営地下鉄烏丸線 北山駅4番出口より徒歩5分
◆ お車でお越しの方へは無料駐車場あり

¥0

gratuit!
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■ 特集 Lyon！＆フランス留学インタビュー
■ Nouveau!! Nordic Garden × AJ-France コラボイベント
■ イベント情報 - フランス留学への第一歩：ワークショップ ■ レシピ・ア・ラ・モード “Clafoutis”

