◯京都府

Grenier d’or

京都市 北区

bouchon

CAVA ★

CAFE PULPO

Café salon 北山店 ★

Chez Luc

ネイルサロン北山アリューム ★

mechant Loup
kolme kyoto

ロイヤルボディコンシャス ★
S-Beaut ★

Café kosci

L’ourson qui boiit ★

チャコット 京都店

L’AMi DU PAiN 北山店 ★

ラジオカフェ株式会社

Café Eins(アインス) ★

有限会社クラフトボックス

Les amoureuses ★

タージマハルエベレスト北山店 ★

A table

Café independant
京都芸術センター

ネイルサロン ルアン ★

ピッツェリアバールシンパティア ★

フレンチキュイジーヌ ティアレ

ラ・ドログリー京都北山店 ★

シナモ

アンヌ・モネ 京都店 ★
Hair studio A.R.S

和雑貨 鈴木松風堂

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

Happy Graphic Gallery

さらさ3

Alphabet

さらさ花遊小路

amelie

サラサPausa麩屋町

APA KABAR?

椿姫（町家サロン）

Charme kitayama

料理教室 アンパルフェ

曽爾村

曽爾高原ファームガーデン

◯滋賀県

大津市

◯兵庫県

◯新潟県

神戸市

夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス

灘区

神戸大学国際コミュニケーションセンター

◯富山県

富山市

WARMS

ル・コルドン・ブルー・パリ(株)

◯福井県

福井市

◯大阪府

BISTRO POISSON-ROUGE

◯山梨県

甲府市

株式会社プラネットリビングなぎさ

Café de paris

TRITON CAFE 北野店

レストランジャルダン

大阪市北区

神戸焼菓子処 ぱ・ど・どぅ

DOux CAFE

Dona Dona

カフェ実身美

ブラッセリー・ラルドワーズ

ビストロ・ブランシェ

国立国際美術館

兵庫区

雑貨店カナリア

神戸アートヴィレッジセンター

北佐久郡

graf

西区

◯岐阜県

関市

JAMPOT

兵庫県立大学

Guignol

明石市

静岡市

デスティネ

モンテメールバレエ

◯静岡県

淀川区

西宮市

◯愛知県

西区

Café du SOLEIL

arc sept

petite clochette プティクロ

十三シアターセブン

BRASSERIE L’OBABON

名古屋市

Mirabelle

OKIDOKI北山店

ANDS
石川工業 -手作りお菓子 道具・食材の店カフェモード

札幌市

THE BURGER COMPANY

下京区

学校法人 野又学園 函館自動車学校

INOBUN 四条本店

洋食屋パセリ

a peu pres

賀茂窯

Café marble

さらさ西陣

aux bacchanales

京都ゴルフ倶楽部

raisin

京都産業大学

eﬁsh

Belleピアノ教室

petit japonais

WORLD1 京都北山店

brasserie Cafe Onze

北山ランタン

Radio Bagel
小佐々歯科

京都シネマ

プチロール

PYLONES 烏丸

La Porte du Ciel Bleu

Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)

大谷大学グローバルスクエア
左京区

京都府立大学

nao炬乃座

カフェトラベラーズハイ
LA BARAKA

くみこアレルギークリニック ★

上京区

INOBUN 北山店

Café Frosch

Evantail

La muse

太陽カフェ

Bon Bon Cafe

アクエリエル京都 ★

同志社大学今出川キャンパス

Alsace

Cafe1001

Ma cantine

1.2.3 Un.Deux.Trois

Farafel garden
猫町カフェ

ガケ書房

南区

みなみ会館
西京区

恵文社一乗寺店

雑貨店おやつ

ノートルダム女子大学

京都市立芸術大学

京都造形芸術大学

東山区

細見美術館

Le pique-assiette

ガーデンミュージアム比叡

cafe Green

パン工房RK
printz

よしだデンタルクリニック

伏見区

くいな橋しばたデンタルクリニック

Tea&Life

LINDEN BAUM

京田辺市

Be-baba

同志社女子大学

la voiture

京丹後市

カフェ日杳

京都大学大学院文学研究科

(有)丹後ジャージー牧場ミルク工房

（フランス語学フランス文学研究室）
montique

中京区

osteria bastille ★
Paris bis ★

ビストロ ハル ★

ビストロボンモルソー ★
Mari Gold ★

うさぎのアトリエ

ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★
風呂敷専門店 京都唐草屋 ★
comme chez michel
Café salon 烏丸店
beau bel belle
京都文具屋

そら

木津川市

ヨシキデンタルクリニック
京丹波町

Dans La Foret

◯奈良県
奈良市

Mardi Mardi

絵本とコーヒーのパビリオン

和モダンキッチン Nico Style
生駒市

ケリノスギャラリーカフェ

リンカネ ★
明日香村

コッコロカフェ

敬称略・順不同 ★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

福知山市

エスモード大阪(ファッションの学校)

◯北海道

OMIYAGE

北堀江CHARBON

ブラッスリー シュエット

Grenoble

FioreBalletStudio

CHARKHA*チャルカ

松本市

ワインショップアミ

新風館

ROSE MARY

◯長野県

テアトル梅田

スピリットヨガ

Tocoha

Cafe de Naiki

和田朝子舞踊研究所

ブルーベリーフィールズ紀伊国屋

Taiwa 京都調理師学校

chocolat

プチデジュパン

中央区

mado cafe

CIRCUS COFFEE

COM

新潟市

salon & D＋design associates
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

函館市

プリデリグラフィックラボ

◯宮城県

仙台市

ワールドバリュー・ツアーズ

CAFE BIGOUDENE

◯東京都

cafe and bar Sole de Mare

エスモード東京(ファッションの学校)

クレープリーアルション

東北大学

パーティーランドなんば店

渋谷区

辻調グループフランス校事務局

コース

cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨 新宿区
早稲田大学フランス語フランス文学
阿倍野区

新城市

アトリエ レ・フェ

◯三重県
四日市市

北欧おうちカフェ ｔｉｎä*ｔｉｎä

港区

住吉区

世田谷区

青山高原カントリークラブ

株式会社studio y

山陽学園大学

salon de the JAMIN

目黒区

◯広島県

ベロボディア インペリアル アーツバレエ目黒

福山市

高槻市

ブーランジェリー ロラソ
中央区

富田林市

エポーレ カルチャースクール

東広島市

港区

◯徳島県

豊中市

21コミュニティ
小平市

◯福岡県

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ） 欧明社

津市

◯岡山県

大阪市立大学大学院

Zanny

茨木市

シェソア フランス菓子教室

プチミュゼ

東大阪市

アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

箕面市

kiki driving school ★

icomadesign ＋ comacafe

岡山市

岡山大学文学部フランス語教室

福山大学
広島大学

学務部国際交流課
総合科学部
徳島市

原田ゆりえバレエ研究所

MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室

北九州市

フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU

◯熊本県

吉祥寺
府中市

ビストロ・シェケン

CHOCOLaT Cafe Bistrot

◯大分県

日田市

meeno

武蔵野市

日田リベルテ
（映画館）

ノイカフェ千里店

◯神奈川県

宮崎大学

堺市

トラベルイノベーションジャパン

café et bar Que sera sera

バレエ ノイ フューレ

アンティークショップantique arles
ポパンクールカフェ
restaurant café ROUTE26
吹田市

café eden

亜細亜大学法学部上田研究室

◯宮崎県

宮崎市

教育文化学部

横浜市

◯鹿児島県

川崎市

◯沖縄県

鹿児島市

鹿児島大学法文学部
decco

那覇市

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

厚木市

Ivy Ballet

株式会社AJ-France
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
〒603-8054

La ville où le soleil
ne se couche jamais

HOLY HOUSE STUDIO&CAFE
いなべ市

千代田区

アエレカフェ

Montpellier,

愛知工業大学 基礎教育センター

浪速区

京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

モンペリエ

pâtisserie AZUR
豊田市

LeCordonBleu Japan Tokyo

オレンジ カウンティＣafe

太陽が眠らない街

Le Plaisir du pain
PEU・CONNU

STERAカフェ

ボンジュール、
フランス。

Vin nature Mazenta

弘前市

弘前大学フランス語部会

Studio Ko*a

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

わいん商アン・ベロ

アロマカルチャースクール大阪 ★

（フランス語圏言語文化学研究室）

LE JOURNAL

愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻

石の蔵はやし

◯青森県

中央区

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

[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!

N 27
2014年10・11・12月号
発行：AJ-France

■特集 Montpellier！＆フランス留学インタビュー
■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 “QUICHE au roquefort”
Wolfgang Staudt

«La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller.»

LE JOURNAL

36

夢を実現するための最善の方法は目を覚ますことだ。

N°27 PARCE QUE
VOUS AIMEZ LA FRANCE

Paul Valéry

SOMMAIRE

8

10

11
12
15
16
17
18

特集

太陽が眠らない街 Montpellier
留学レポート
「研究者から見るフランス」
アート留学案内
フランス留学への第一歩：ワークショップ
語学学校Inflexyon、accent françaisより
「Le Journal」読者様へのお得な特典
フランス生活のプチカルネ「SNCFのチケット購入」
Le Journal編集スタッフのちょっと一息 pause café

La Minute d’Akane
フランス語教室案内 Skypeレッスン

お菓子・料理アトリエ

Interview d’un élève 生徒さんインタビュー

『 Cassole en Terre 』
L’Académie Universelle du cassoulet

Qu’est-ce que c’est ?

プチコラム

レシピ・ア・ラ・モード

‘‘Quiche

au roquefort’’

ちょこっとメモ ロックフォールチーズ
おすすめ！フランス語学 習ツール

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！

フリーペーパー「Le Journal」
はプライベートのフランス語
レッスンとフランス留学サポ
ートおよび代行手続き、法定
翻訳を運営する会社が作成し
ています。
このフリーペーパー
がすべてのフランス好きの方
へ届きますように・・・
【制作・発行】
株式会社AJ-FRANCE
〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1
【TEL】075-703-0115
【E-Mail】ecole@aj-france.com
【企画・構成・編集】 仙石 夕子
【留学記事担当】 坂 眞理子

お申し込みは

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

D é c o u v re z l ’ e s p r i t d u P a p i e r d ’ A r m é n

ie

...

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-

おすすめ！フランス語学習ツール en francais c’est plus sympa !
「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♪

Pénélope au Louvre
販売価格： 2,862円(内税)
ペネロペとルーブル美術館コラボレーション
した仕掛け絵本。
おじいちゃんとルーブル美術館を訪れたペネ
ロぺがいたずらをしながらミロのヴィーナス
やモナ・リザなどの美術作品を紹介してくれ
ます。美術館共同編集なので美術作品が
実物のように挿入されていて大人も楽しめ
る絵本です。

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-

Montpellier

[DVD] MON VOISIN TOTORO
販売価格 ： 2,646円(内税)
フランスでも人気のジブリ映画の名作
『となりのトトロ』
のフランス語版DVD。
音声はフランス語と日本語、字幕はフランス
語で、楽しみながらフランス語の勉強をした
い方に最適です。

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。

PAL方式のDVDは、日本製のプレイヤー（NTSC方式）では
再生ができません。
PA L 方 式 対 応のプレイヤーもしくはマルチプレイヤー 、
DVD再生環境のあるパソコンでご視聴ください。

〒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
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感動し る旅に！
もっと
じ
から感
観る旅

”

MONTPELLIER
モンペリエ

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

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
-18-

ボンジュール、
フランス。
地中海から10kmのモンペリエ。
古くから医学を中心とした学園都市として栄え、
現在も世界中から学生が集まるほか、
エコな街
としても有名だ。
広い歩行者用エリアや自転車専用道路ができたりと環境保護を推進している街でもある。
フランス南部の
「生活を
楽しみ、
心豊かに暮らす」
といったライフスタイルを体験するには理想的な場所ではないだろうか。
何より、
晴天日が1年のうち300日以上といわれるモンペリエには、
パリをはじめ国内外から大勢の人が太陽を求めて訪れる。
太陽にあたって体調と心を整える行為は、
誰しもが求める。
どうしてモンペリエが好きかとか、
パリは寒かったとか、
そんなことはひとまず置いておいて、
まずはピクニックに出かけよう。

Construite il y a 10 siècles, Montpellier, située dans le département de l’Hérault au sud ouest de la France, fut la
deuxième ville du pays et une capitale économique et culturelle importante. A 10 km de la mer Méditerranée,
cette ville et ses ruelles médiévales, ses fontaines d’époque, sans oublier ses hôtels particuliers des XVIIe et
XVIIIe siècles, vous enchantera. Montpellier est facile d’accès : l’aéroport international de Montpellier se situe
à 8 km du centre ville, soit 10 mn en voiture et il est également facile de s’y rendre en TGV : située en plein coeur
de ville, la Gare de Montpellier est à 200 mètres de la place de la Comédie.
-3-

Montpellier モンペリエ

Quiche au roquefort

パリからTGVで約3時間半。

フランス南西部ラングドック=ルシヨン地方の首府、
エロ―県の県庁所在地モンペリエはフランス第8の都市。

チーズ好きにはたまらない、
ロックフォールチーズを使ったキッシュ。
日本ではあまり見かけませんが、
フランスでは定番の味です！

中世から続く大学都市として知られ、
モンペリエ大学医学部はヨーロッパ最古の医学部とされる。なんと、
あのノストラダムスも

ここで医学を学んだ。他にも詩人ポール・ヴァレリーや作家フランソワ・ラブレーもモンペリエ大学出身。

またモンペリエ周辺では古くからブドウが栽培されていて、
AOCワインの生産ではボルドー、
ローヌに次ぐ生産量を誇る。

Une ville où il fait bon étudier le français !
Bénéﬁciant d’une situation géographique privilégiée,
Montpellier se trouve au carrefour de grandes métropoles telles que Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, et Paris.
De plus, sa proximité avec l’Espagne, l’Italie et l’Afrique du Nord, permet d’en faire un territoire à rayonnement international.

Montpellier est également une ville pratique, de par son
réseau de transport efﬁcace (les trains, le tramway dont
une ligne est signée Christian Lacroix, 150 km de piste
cyclable, aéroport international, …).
Ville du Sud, Montpellier dispose d’un climat méditerranéen exceptionnel avec ses 300 jours d’ensoleillement par an.
Située à une dizaine de kilomètres de la mer, il est facile de proﬁter des plages touristiques ou sauvages.
L’arrière-pays, aussi riche que diversiﬁé entre garrigue,
camargue, provence, montagnes et plaines viticoles, favorise les escapades et contribue à faire de Montpellier
une ville à la situation géographique idéale, dans une
région ne comptant pas moins de 6 sites inscrits au patrimoine de l’UNESCO.
Jeune et cosmopolite, cette ville à taille humaine compte 400000 habitants dont 40% a moins de 30 ans et près
de 80 000 étudiants par an dont 10 000 viennent de
l’étranger.
Elle est la 2ème destination pour apprendre le français
directement après Paris.
Son attractivité et son dynamisme sont aussi bien reconnus localement que mondialement : Montpellier est
la seule ville française retenue par le New York Times
parmi les quarante-cinq sites du monde à visiter !
La vie culturelle occupe une place primordiale, offrant
un voyage surprenant entre histoire, avec ses ruelles
médiévales commerçantes, l’université de médecine
encore active la plus vieille au monde, la fameuse
Place de la Comédie, et modernité, avec ses nouveaux
quartiers construits par de grands architectes interna-

Ingrédients :

◆ 1 pâte à tarte brisée ◆125 g de lardons fumés
◆ viande hachée
◆ 125 g de roquefort
◆ champignons
◆ 1 grand verre de lait
◆ 4 oeufs
◆ 1 petite brique de crème fraîche
◆ sel, poivre, noix de muscade
◆ huile d’olive (2 à 3 cuillères à soupe)

Préparation :

Lavez et coupez les champignons et les faire revenir dans l’huile d’olive à petit feu pour ne pas
qu’ils roussissent. Faire aussi revenir rapidement
la viande hachée. Pendant ce temps, préparez la
quiche : étalez la pâte brisée, piquez le fond.
Disposez du fromage bleu sur le fond de tarte.
Saupoudrez de noix de muscade ou autres épices,
salez et poivrez.
Dans une jatte, battez ensemble les oeufs, la crème
fraîche et le lait. A côté, écrasez le roquefort à la
fourchette, puis joignez-le à la préparation.
Disposez les champignons et la viande hachée sur
le fond de tarte et versez la préparation.
Enfournez au four préchauffé à 200°C, pour environ 30 mn.

と
こっ
ちょ モ
メ

◆ 125 g de beurre
◆ 1 jaune d’œuf

Disposez la farine en fontaine sur le plan de travail.
Ajouter une pincée de sel et le beurre ramolli coupé
en morceaux. Sablez du bout des doigts.
Disposez à nouveau en fontaine et ajouter le jaune
d’œuf.
Commencez à malaxer du bout des doigts le centre de la fontaine en y incorporant petit à petit la
farine.
Au fur et à mesure du mélange, incorporez la totalité
de la farine. Fraisez la pâte aﬁn de l’homogénéiser.
Attention de ne pas trop travailler la pâte pour ne
pas la rendre cassante. Laissez reposer au frais.

プチプライスでフランス気分！ シリーズ

*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/quiche.html

バター編

Roquefort ‒ ロックフォールチーズ

- Article rédigé par -

http://accentfrancais.com

(CC) Digitalyeti

-4-4-

Ingrédients pour la pâte brisée :

◆ 250 g de farine
◆ 1 pincée de sel

3
イタリアのゴルゴンゾーラ、
イギリスのスティルトンとともに世
界3大ブルーチーズのひとつに数えられるフランス南部ミディ
=ピレネー地方ロックフォール=シュール=スールゾン村で作ら
れている羊乳のチーズです。
フランス最古のチーズで、数千年前
この村の洞窟で、羊飼いがたまたま置き忘れたチーズに青カビ
がついてできたのが始まりだと言われています。
AOP指定を受けており、
その洞窟で熟成させたもの以外はロッ
クフォールを名乗ることができません。刺激的な青カビの風味
と強い塩味が特徴。
そのまま食べると少しキツイと感じるかも
しれませんね。
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Qu’est ce que c’est ? これなんですか？
『Cassole en Terre Cuite』 カソール

フランス南西部ラングドック・ルシヨン地方の郷土料理「カスレ」
用の底の深い形を
した素焼きの器。
カスレの名前はこの
「カソール」
が由来とも言われています。
1人用の小さいものから直径50cmもある大きなものまで、
サイズもいろいろ。
カスレだけでなく、
その他のオーブン料理などにも使えます。
Cassole en Terre Cuite
Le plat à cassoulet, appelé Cassole, est une terrine fabriquée à la main en terre cuite
émaillée. Récipient à tout faire, la grésale, fabriquée en plusieurs dimensions répondait
aux multiples usages domestiques. La cassole est «vernissée» à lʼintérieur pour la rendre
non poreuse.

ラム
プチコ

Jean-J
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L’Académie Universelle du Cassoulet

カスレを広く知ってもらうことを目的に発足したカ
『アカデミー・ユニヴェルセル・ド・カスレ』。
日本でも、
カルカッソンヌ出身のシェフ、
アンドレ・パッションが１９９５年に日本支部を設立し、以来多くの人にカスレの
魅力を伝えています。寒くなるこれからの季節にぴったりのカスレ。まだ味わったことのない方は是非試してはいかが？

■Capitale

de la lutherie - 弦楽器の都■

大学都市として知られるモンペリエのもうひとつの顔、それは弦楽器
の都。モンペリエ地方音楽院のあるサント・アンヌ地区には10ほどの
弦楽器工房が並び世界的にも評価の高いヴァイオリンやヴィオラ、
チェロなどがつくられています。
1768年イタリア人弦楽器職人がはじめてモンペリエに工房を開いた
ことから歴史は始まります。それから30年も経たないうちに5つの
工房が開かれ、
１９世紀には１５人もの職人がここに工房を構えて
いました。
２０世紀に入り、新しいジャンルの音楽の誕生などの影響で一度は厳
しい時期を迎えましたが、
１９８０年代には再び復活し、現在もなお
10ほどの工房が並んでいます。
モンペリエ観光局では年に3～4回、工房見学ツアーを主催しており、
職人の技術を間近に見学することもできます。

(CC)peter

モンペリエ観光局ウェブサイト

http://www.ot-montpellier.fr/

(CC)Wolfgang Staudt

L’Académie Universelle du Cassoulet a pour objectifs de promouvoir, et de faire connaitre le cassoulet,
en respectant tous les ingrédients qui participent à sa composition, mais aussi la culture et le patrimoine qui
s’y rattachent.
Grand maître fondateur de l’Académie Universelle du Cassoulet, André
Pachon a organisé le 19ème chapitre de l’Académie Universelle du Cassoulet au Japon. Chaque année il accueille dans son établissement les japonais désireux de découvrir la gastronomie française et surtout notre très
cher Cassoulet.
Utilisée dès l’Antiquité, l’emblème de l’Académie Universelle du Cassoulet est la Cassole en terre.

(CC) Fabien Lemetayer
(CC) artgirl

Montpellierのフランス語学校

«...Le cassoulet - dieu de la cuisine occitane...»
Le cassoulet a acquis ses lettres de noblesse dans le sud, mais sa renommée est aujourd’hui universelle.
Il n’y a pas une seule recette de cassoulet, mais plusieurs. Chaque chef
restaurateur a la sienne, héritage d’un savoir-faire familial, régional, liée
à son expérience propre, son tour de main et son goût pour la bonne
cuisine.
Le site de l’Académie: http://www.academie-du-cassoulet.com
Le site du chef André Pachon : http://www.pachon.co.jp

AJ-Franceでは、
モンペリエへの留学のご相談を承っております。
ご興味をお持ちの方はお気軽にご連絡ください。 http://france-ryugaku.com

-Spécialités de la région Languedoc-Roussillon-

フレンチ食堂 nico

① Accent francais *
② Klesse *
③ ILA *
④ ERASME
⑤ Etiquette à la Francaise *
⑥ Espace langue
⑦ MILI
⑧ LSF *
⑨ A2B
⑩ Institut Moulin
⑪ Institut Linguistique du Peyrou *
⑫ Méditerranez-vous
⑬ Institut Linguistique de Montpellier
⑭ Alliance francaise *
⑮ Institut europeen de francais *

＊はAJ-Franceパートナー校です。

京都でおいしいカスレが食べたくなったらぜひフレンチ食堂nicoへ。
8席 だけのこじんまりとした店内。
ワインとフランス郷土料理のマリアージュを楽しみながら、
くつろいだ時間 をお過ごし下さい。
京都市下京区西前町377-2

TEL 075-777-3803

営業時間:18:00~23:00／11:30~13:30（土日祝のみ）定休日: 水曜日
-16-
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(CC)Joan Sorolla

Une expérience inoubliable ! : フランス留学体験レポート

「研究者から見るフランス」
今回は研究者ビザで半年間、
ストラスブール大学薬学部に留学されたNIKO Yosukeさんをご紹介。
私は博士課程の理系学生でして、所謂「化学」
を専門にしており、有機ELなどに使われる、有
機蛍光色素（ピカピカ光る分子）
の開発や発光メカニズムの解明に取り組んでいます。
大学の海外派遣プロジェクトにより6か月間の留学の機会を得ることができ、
フランスで研
究に従事しました。私のように学位取得や語学等が目的ではない方は稀だと思いますが、
こ
こで綴ることが読者の方々に何らかの形で役に立てば幸いです。
● 留学準備 ●
留学準備の際に、一番頭を抱えたのはビザの問題でした。私のようなケースでは、
どのビザ
を申請したらいいのかわからなかったのです。
アメリカ等では、
この場合も
「学生ビザ」
が適
応されるのですが、
フランスではそうはいきませんでした。
そこで、AJ-FRANCEさんと相談した結果、
「研究者ビザ」
を申請することにしました。
この
ビザは、受け入れ先大学からの許可証と、
どこからか給与を受けているかの証明書があれ
ば申請出来るのですが、学生ビザと比べて手続きが少なく非常に楽でした。

Monsieur NIKO Yosuke
留学先 : ストラスブール
期間
: 2013年6月～12月
ビザ
: 研究者ビザ

● ストラスブール到着 ●
ストラスブールに到着し旧市街まで歩くと、いきなり衝撃を受けました。言葉が出な
いほど圧倒的な存在感のあるノートルダム大聖堂。
「道の街」
と呼ばれるに相応しい
美しい街並み。
ハ○ーポッターの世界に入ったかと錯覚させるようなプティット・フラ
ンス。後述するように、私はこの留学の間フランス各地を旅行しましたが、
このストラ
スブールの街並みが一番好きです。
はじめは、
コンビニもファミレスもないこと、
スーパーでの買い物の仕方も日本とは違
うことから、
ただ食べて生きることに必死でした(笑) マクドナルドでさえ、最初はよ
く仕組みがわかりませんでした。
ちなみに、
ここでの学生のほとんどは、基本的に自炊
しています。流石農業国フランス、
自炊する分にはかなり食材費が安く私は月200ユ
ーロも使いませんでした。
● ストラスブールでの生活 ●
研究室の仲間はウクライナ人、
ドイツ人、
アルジェリア人、
インド人、
レバノン人など
とてもインターナショナルでしたが、
みんな非常に親切にしてくれました。言葉が拙
くとも、祭りがあれば誘ってくれ、誕生日は祝ってくれ、週末は小旅行したり。
ウクライ
ナ人はボルシチを、
インド人はカレー振舞ってくれたり、
フランス人は彼らの地元を
案内してくれました。
みんな自分の
「朝早く来て、
７時前後には帰ってゆっくりする」
といった生活リズムを
とても大切にします。
そのため、
「今日このまま飲みに行こうぜ！」
といったノリがほと
んどないのは、少し寂しいですね(笑) ストラスブールは日本の都会と違って騒がし
い感じがほとんどしませんので、休日での過ごし方は買い物、公園ブラブラ、展示会
等イベントに行く、映画を見る、
といったところです。
フランス人に言わせれば退屈な
街らしいですが、私にとってはとても穏やかでいいです。
● 私の研究室 ●
よく、
「フランスの化学は優れているの？」
と聞かれますが、
もちろん素晴らしいで
す。
ストラスブール大学も、二人のノーベル賞受賞者を輩出しています。
しかし、日本の化学も、
どの国にも負けないほど十分優れており、その気になれ
ば、
どの国に行かなくとも、
日本でやりたいことが出来ます。
つまり、
この留学は
「
化学を勉強してくる」
というよりも、
「非日常的な経験をして成長する」意味合いが
強いものと言えます。
しかし、私はなんだかんだ1日12時間近く大学で過ごしてお
り、
日本にいる間とそう変わらなく研究しています。周りからは
「流石日本人だ！」
などと言われます(笑)
簡単に私の研究内容を紹介すると、光る分子を利用して、生物の細胞膜の構造・
組成（細胞膜が、何がどれほど使われて作られているか）
やその機能を調べること
が私の研究です。
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生徒さんインタビュー interview d’un élève
今回は、京都市立芸術大学に通っているMATSUMOTO Minamiさんをインタビュー。
音楽学部でオーボエを専攻している彼女は、1年半前にフランス語をはじめて以来、音楽とフランス語の両立に奮闘して
おられます。
オーボエは演奏の練習だけでなく、
リード
（楽器に用いられる薄片）
も自分で作るそう。
自分にぴったりのリ
ードが出来上がった時の歓びは何事にも変えがたいとのことで、職人のような一面も持ち合わせていらっしゃいます。
練習やリード作成など、音楽に明け暮れる中から合間を縫ってお越しくださるAJでのフランス語のレッスンは、
とても
楽しくて現実逃避してしまう程とお話くださいました。

【フランス語を学ぶきっかけになったこと】
去年の春から、その年の夏Aix-en-provenceで開講されるオーボエの夏期講
習を受講するためにはじめました。 フランス音楽に興味があり、また夏期講
習で教わる先生からどうしても学びたいという気持ちがあったことがきっか
けです。 もちろん春にフランス語をはじめてすぐにAix-en-provenceへ行っ
たため、フランス語を話せるはずもなく残念な思いをし、帰国してすぐに大
学の授業と平行してAJ-Franceへ来るようになりました。
【フランスの印象】
Aix-en-provenceにいた時、フランス人は皆とても優しいと感じました。
バスに乗る時やスーパーのレジなどでも皆「Bonjour」と挨拶を交わします。
日本のコンビニだと「いらっしゃいませ」と言われても、お客さんは「こん
にちは」となかなか言わないですよね。なので、フランスの人と人が繋がる
距離というか、その暖かさが良いなと思っています。
【フランス語を学ぶ上で苦労していること】
リエゾンがとても難しいです。頭ではわかっていても単語と
単語が繋がると頭の中で混乱してしまいます。フランス語を
聞いた時に、一旦頭で考えてしまうから混乱してしまうので、
たくさん話し、聞いてという繰り返しで慣れることが大切だと
思っています。 人と話すのが好きなので、AJのレッスンで
先生と話すのがとても楽しいです。
【今後の目標】
大学卒業後はフランスの大学院への留学を考えています。
その為にも、まずはフランス語の資格試験に合格することが
今の目標です。
もっとたくさんの文化や人と触れたり、いろんな先生から
勉強したいと思っています。
ただ、オーボエもフランス語も、今の実力だと不安しかない
ので、少しずつ準備を進めるつもりです。私がそうだったよ
うに、いつか誰かが私の演奏を聞いた時に「音楽って楽し
い」と思ってもらえるような、音楽を通して人を幸せにでき
る演奏者になりたいと思っています。
写真

左上：オーボエを演奏するMinamiさん
右中：Minamiさんのオーボエと楽譜など
右下：リードとリードを作る道具

-15-

Les autres cours et ateliers
コース

内容

レッスン回数

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

無料体験レッスン

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。
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。

グループレッスン
超入門

1回 55分
カウンセリング
時間も含む

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

フランス語教室情報 : Des leçons adaptées à tous !
※入会金：5150円別途必要。
お友達紹介の場合は2570円
日時

担当講師

受講料など

随時
まずはお問い合わせ下さい。

日本人
または
フランス人

無料

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

Adeline
Akiko

29830円
テキスト代実費

Charlotte
Akiko

29830円
テキスト代実費

JeanJacques

3600円
3910円
（ゲスト）

Akiko

14400円
本代実費

Charlotte
Yannick

5150円

Yannick

2570円
3090円
（ゲスト）

Akiko

21600円

14400円

土曜日 14h15〜15h45
10月11日、18日、25日
11月8日、15日、22日、29日
12月6日、13日、20日

3ヶ月10回

グループレッスン
中級

間接代名詞 lui leur から学びます
3ヶ月10回
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。
※途中入会ご希望の方には
レベルチェックをさせていただきます。

土曜日 11h15〜12h45
10月11日、18日、25日、
11月8日、15日、22日、29日、
12月6日、13日、20日、

お料理 レッスン

詳細はp.12へ

月１回

土曜日 14h〜17h

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

Petit Nicolasを
読もう！

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）

ちびっこアトリエ

第2・4土曜日 10h〜10h45
10月11日、25日
11月8日、22日
12月13日、27日

月2回

詳細はp.13へ

ちびっこシェフ
アトリエ

第2・4金曜日 10h〜10h55
10月10日、24日
11月14日、28日
12月12日、26日
参加者同士で話し合いの上
日時の変更の可能性あり。

土曜日 11h〜12h50
10月25日
11月22日
12月13日

月1回

アトリエデママン

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。

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

企業様向け
出張レッスン

ニーズに合わせて、
当教室の経験豊富
なフランス人講師を派遣いたします。

1回
2レッスン〜

応相談

フランス人

n t
e
e m
n
e
e v
情報！

ト
イベン

3ヶ月6回

第2・4月曜日 14h〜15h30
（16hまで教室を開放）

1レッスンあたり
4725円〜お見
積もり致します。
（交通費別途）

Fête de la Galette des Rois

̶ ガレット・デ・ロワ パーティー 2015 ̶

● フランス国内外への旅行 ●
8月には2~3週間の休暇があり、色々なところを旅行してきました。
フランス国内ではパリ、
リヨン、
ボルドー、レンヌ、
モンサンミッシェルなど。
パリではオランジュリー美術館が一番好きでした。
モネの穏やかな絵、
マティスの不思議な色
合いが印象的でした。
リヨン、
ボルドーはもちろん食、
ワインの街。試飲だけで酔いました。学
生の街レンヌはストラスブールに負けない可愛らしい建築物があり、
モンサンミッシェルは日
本にはない厳かな雰囲気がありました。
フランスではどこに行っても、印象深いものが見るこ
とができました。
国外では、
ウクライナから始まり、
ポーランド、
チェコ、
オーストリア、
ドイツ、
ベルギー、
ルクセ
ンブルク、
スペインに行きました。建築物や人々の表情の変化、
また各地の名産を見るのがと
ても面白かったです。個人的には、
チェコ
（プラハ）
が、特に好きです。
ビールは旨いし格好いい
建築物に溢れていました。一度、
ベルギーのブリュッセルでスリにあったことがありましたが、
犯人を追跡して取り戻すという奇跡がありました(笑)
ストラスブールは、
ドイツとフランスの国境付近にあります。
そのため、
買い物（ドイツは物価
が少し安い！）
やその他娯楽（ドイツ：バーデン・バーデンのサウナ等）
のために自転車・バス等
で簡単にドイツに行けます。
パリへもTGVで3時間程度ですし、
とにかく国内外のアクセスが
便利なのはストラスブールの魅力の一つだと思います。
● フランスに来て良かったこと、悪かったこと ●
フランスへ来て最も良かったと思うことは、気軽に旅行が楽しめることで
す。
ストラスブールはその国内外へのアクセスへの良さから、旅行を強力に
サポートします。
次に、慣れてみると思った以上に生活しやすいところでした。
エアコン使わ
ずに済む気候、
自炊する分にはかなり安い物価、酒が安いのもかなりの魅
力です(笑)。
そして、挨拶を非常に大切にすることや、
いい意味でのレディーファーストと
いった習慣が、私にはとても温かいものに感じられました。例えば、女性に
限らず他人のためにドアをさっと開けてあげるといった行動は、彼らにとっ
てはごく自然ですが、私には格好 良く見え、見習いたいとさえ思いました。
あえてフランスの好きじゃないところを書くと、
まず煙草が高い(笑)。私がこ
れまで行ったどの国よりも高いです。
そして、喫煙マナーがひどい。公共施設
内での喫煙禁止という結構厳しい法律がある割に、路上喫煙・ポイ捨ては
当たり前です。
また、
日本人を見ると煙草をせがむ人が多いです。最後に、
メ
トロ等で無賃乗車をしようとする輩は、好んで日本人が改札を通る瞬間を
狙ってきます(笑) つまり、
日本人は平和ボケしているので、
なめられていま
すね。
しかしこれらのことを踏まえると、私は大して不満を感じなかった、
と
言えるのではないでしょうか？
● 最後に ●
フランスでの生活は本当に非日常的に感じられるもので、
どんな小さなことにも感
動しました。初めて友人が私のことを
「にこ」
でなく
「ようすけ」
とファーストネームで
呼んでくれたときのことも、今でもはっきりと思い出せます。
そして、
当たり前ですが、私は完全に
「日本人」
でした。
こんなに自分が日本人である
ことを意識したのは初めてでした。
どんなに私が西欧人の外見や習慣に憧れても、
私は彼らにとって日本人でしかありません。一方で、私が煙草を携帯灰皿に捨てた
り、朝から夜遅くまで研究していたりすると、
「流石は日本人だ！」
と、何度も言われ
ました。
ルールに対する厳格さ、礼儀、調和を大切にする姿勢は日本人に染みつい
た強みであり、尊敬されるポイントだと断言できます。
自分が日本人であることに誇
りを持ちつつ、沢山の友人を作り、沢山の、小さくとも美しい感動を得ること。
これ
は、留学 としては中々の出来なのではないでしょうか。
フランス留学を志している方々が、私も羨ましくなってしまうような、素晴らしい経
験を出来ることを願ってやみません。

＊AJ-Franceでは初回カウンセリング
（ご来社もしくはお電話）
を無料で行っております。
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。

日時 ： 2015年1月17日
（土）18:00〜
詳細は決まり次第、
お知らせ致します！
ぜひご参加ください♪

メール問い合わせ：sejour@france-ryugaku.com
-14-
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お電話問い合わせ：075-201-1530

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

Séjours en FRANCE
フランス留学

アート留学
◎フランスの藝術

芸術の国フランス。
ルーブルやオルリー等数多くの有名な美
術館が存在し、ロダン、
ピカソ、デュシャン、ボードレール等
古くから多くの芸術家を輩出しています。
また、芸術を国家
戦略の一つとして位置づけており、国家予算の1％を文化奨
励に当てることが法律で定められています。
フランスを代表
する芸術は、建築、彫刻、絵画、音楽、詩、演劇と写真、映画と
言われおり、
フランス人はよく好んでアートの話をします。
フ
ランスに住んでいるとアートに関する意見を求められること
も。芸術についての知識を深めることは、
フランスを知ると
いう意味でも重要 ポイントと言えるでしょう。
＊petit mémo： ARTの語源はラテン語の «ars» 。

◎アート留学の一例

2014年9月 ： 留学準備開始（学校や住居を探す）
2014年11月 ： 学校登録、住居手配、
ビザ申請の準備を開始
2015年2月頃 ： キャンパスフランス＊の面接およびビザ申請
2015年3月頃 ： ビザ取得
2015年4月頃 ：フランスへご出発！
2015年4月〜： 語学学校にてフランス語を学ぶ
2015年9月下旬〜： アートの専門学校に通学

Cours intensifs

Atelier du DELF et DALF
DELF DALF に受かろう講座

1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、
コツコツ続けるのは苦手という方に
オススメ。
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。

＊学生ビザを申請する場合、
まずはキャンパスフランス
（フランス政府留
学局）
にて面接を受ける必要があります。
＊フランスの専門学校にご登録をされる方の多くは、先に語学学校に通
学されることをお勧めしております。
AJ-Franceは80校を超える語学学校と提携しておりますので、語学学校
のご紹介やご登録もお任せ下さい。
また、
ビザ申請サポート等を含むトータルプランもございます。

元々は単に
「人口
（のもの）」
という意味で、
日本語訳としては
「技術」
とい 詳しくは→ http://www.france-ryugaku.com
う言葉が当てられていました。以前は今よりももっと、生活や日常に密着
したところに芸術が存在していたのかもしれません。
◎フランス留学が可能なアートの職業（Métier dʼart）

- アニメーター（Animateur）
- 建築家（Architecte）
- 写真家（Photographe）
- 彫刻家（Sculpture）
- 歌手（Chanteur）
- ダンサー（Danseur）
- 画家（Artiste Peintre）
- 陶芸家（Céramiste）
- ジュエリーデザイナー（Bijoutier）- 家具職人（Ebéniste）
- インテリアコーディネーター（Architecte dʼintérieur）
- グラフィックデザイナー（Designer graphique）
- テキスタイルデザイナー（Designer textile）
- ステンドグラス 制作者（vitrailliste） など

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！

Atelier enfants

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。

ちびっこシェフアトリエ

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！

たで料理
大人と同じやりか
協力して
達と
お友
よ！
する
ーブンを
りオ
った
を切
野菜
使って作るよ！

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

◎学校紹介

〜Ecole dʼArt Jean Sablé（エコール・ダール・ジャン・サブレ）〜

Ecole dʼArt Jean Sabléは2003年にヴェルサイユに設立された装飾絵画とだまし絵の学校です。2006年には、
サンルイ地区という
歴史的に芸術家に縁ある場所に進出。130㎡の広くて明るいアトリエがあります。芸術職人及びMOF（フランス最優秀承認）
の称号
を持つ講師のもと、最大25人までの少人数制のクラスでじっくり学べます。
ジャン・サブレは、
フランス国内で最も多くの生徒を輩出し
ている優秀な美術教師です。 比較的新しい学校のため、今のところ日本ではAJ-Franceのみが留学のお手伝いをさせていただけま
す。
ご興味をお持ちの方は是非ご相談下さいませ！
（初回カウンセリングは無料、連絡先はp7参照）

pétit

p
Bon a

◯長期コース
（装飾絵画プロ養成課程）

絵画の基礎知識（画材・額装など）
から、古色の作り方、色彩額、美術史、
だまし絵の技法、
遠近法、
グリザイユ
（モノクロの絵画）、壁画、単色画など多岐に渡って学びます。
授業期間： 6ヶ月820時間の授業＋半日もしくは1日の研修を5〜10日間
料金
： 12000ユーロ

◯短期コース

絵画入門（170ユーロ）、色彩学及び実践（720ユーロ）、
だまし絵（720ユーロ）等
他多数のコースがございます。
-8-

参加人数：6名まで
費用：2570 yens、
一般の方は3090 yens
(保険、材料費込み)

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

Leçon d
ec
pour les uisine
petits

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

iam ♡

miam m

【開講スケジュール】
開催日

時間

レシビ

内容

10月25日
（土）

11h~12h50

Cake aux olives et au jambon
オリーブとハムのケークサレ

朝食にもヘルシーなおやつにも！
ケークサレを作ります。

11月22日
（土）

11h-12h50

Gratin Dauphinois
じゃがいものグラタン

みんな大好きなジャガイモたっぷり。
ホクホクのグラタン。

12月13日
（土）

11h-12h50

Menu de Noël
クリスマス料理

クリスマスにぴったりな料理を作りま
す。何を作るかはお楽しみ。

-13-

◎アートに関する資格・Diplôme（フランス）
フランスのアートに関する資格・Diplômeには、CAP（職業適性証）、BT、BMA (Brevet des métiers dʼart)、BP (Brevet professionnel)、
BTM、MC、DSAA（Diplôme supérieur des arts appliqués, spécialité Design）等がある。
CAPは基礎となるテクニックや知識を持っていることの証明となる。
その分野で職を得たい場合、
このCAPを取得するのがまず第一段階だ。
CAPを取得するためには、特定の専門学校へ通学をする必要がある。
もちろん画家や芸術家になるために資格はいらないが、例えば画廊で
働きたい、
デザイナーとして会社に就職したい等の場合、
このCAPを持っていれば基礎知識があることを先方に伝えることができる。
ただし、
CAPは通常14歳頃から取得可能な資格のため、学校によっては入学の年齢制限あり。大人の場合、
まず入学可能な学校を探すところから開
始することとなる。
また、
このCAPの種類は多岐に渡り、
アートの分野では、
ピアノの調律、刺繍、高級家具職人、宝石商、洋服仕立業、陶磁器の
装飾、銅版画、時計製造業、写真家、籠編み、
ステンドグラス、音楽、
ガラス職人、等がある。
DSAAはその分野でより高いレベルの知識を得たい場合に取得する資格だ。CAPではどちらかというとテクニックを中心に学ぶが、DSAAで
は基礎知識やテクニックがあることは大前提で、
より理論的な側面からのアプローチとなる。実際に画家や職人になるのではなく、講師や評論
家等になりたい方にお勧め。

Le français de A à Z
フランス語教室

!

Bonjo ur

LECON
PAR SKYPE
ç

京都のフランス語教室、
AJ-France（アージー・フ
ランス）です！経験豊富な
日本人とフランス人講師
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。

スカイプレッスン

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！

・
・
・という方の他、
通学と組み合わせて
ご利用いただけます。

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
＊入会金、
テキスト代別途必要です

これまでに、
フランス、
モロッコ、
アメリカ、
日本の
各都市からレッスンを受けていただいています！
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。

〒603-8054

京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

〜フランスの画家バルテュス〜

ワークショップ à AJ-France

・京都は遠くて通えない、
近くに学校がない。
・とにかくフランス語を話す機会が欲しい！

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

担当Mの余談

この夏、京都市美術館でバルテュス展が開催された。
バルテュスは
「この上なく完璧な美の象徴」
である少女の絵画を多く残したフランスの画家だ。恐ら
く日本ではピカソの方が有名だが、
そのピカソが「20世紀最後の巨匠」
と呼んだのがバルテュスである。開催初日はバルテュスの妻である節子さん
（バル
テュスが逝去した今でも彼が好んだ着物を纏い、赤い口紅が素敵なマダムだ。）
がトークショーをされるということで、早起きをして少し早めに美術館へ
向ったが、整理券はすでに売り切れ。無念。。。
（だからもっと早く行くべきだったのに、
と知人に叱られた。）代わりに節子さんのしっとりと落ち着いた声が
入った音声ガイドを聞きながら作品を鑑賞した。
またいつか彼女のお話を拝聴してみたいものだ。

ここが
poin
t !!

Découvrez les séjours en France !
Ouvrez la porte sur un brillant futur !

今回のテーマは
「短期留学」
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

Montpellierの提携語学学校 Accent Français
A découvrir !
offre speciale des
écoles pour nos
lecteurs
読者だけの留学特典！

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

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、
「世界のベストシェフ100」
の会員でもある
彼のレッスンは、受講者に定評があるレッスンのひとつです。
こ
の学校は1クラス最大10人の徹底した少人数制で、とてもア
ットホームな雰囲気です。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。

さいませ。詳細情報をお伝え致します。

LECON
DE CUISINE
ç

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！
開催日

時間

10月25日
（土） 14h~17h

Nos rencontres gourmandes

Lyonの提携語学学校 inﬂexyon
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。

Une cuisine est
toujours nouvelle
quand elle est
bonne !

レシビ
Religieuse
ルリジューズ （シュー生地のお菓子）

11月29日
（土） 14h~17h

Gratin Dauphinois
ドフィネ風じゃがいものグラタン

12月20日
（土） 14h~17h

Galette des Rois
ガレット・デ・ロワ

＊ワークショップの日程は人数が揃い次第、皆様の希望の日時をお伺いし

て決定致します。人数には限りがございますので、
お早目に申し込み下さい。

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

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。

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。
★ 学生ビザ申請サポート
¥30,000〜 ※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
（日本国籍の場合）
★ 専門学校紹介サポート
¥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
（3ヶ月以上）¥65,000〜
★ 語学学校トータルプラン
TEL: 075-201-1530 / Mail: sejour@france-ryugaku.com
★ 住居手配サポート
¥35,000〜
★ 各種翻訳
￥書類による HP: http://france-ryugaku.com お問い合わせはAJ-France 坂(さか)まで
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フランス生活のプチカルネ N°6
◎ 【フランス国鉄SNCFのチケット購入】
日本と違い陸続きのヨーロッパでは電車の旅も楽しみのひとつ。
フランス国内や
ヨーロッパ各国への電車のチケットはSNCFの駅の窓口でも購入できますが、
い
つも混んでいて行列が･･･。
せっかくのフランス滞在、
時間節約のためにSNCFのサイトからインターネットで
購入するのが便利！早めに予約すれば割引もあったりします。
チケットはフランス
国内なら無料で郵送可。
自宅のプリンターで印刷したり、
SNCF各駅の自動券売機
で後日受け取りもできます。
また、
年齢27歳までで頻繁に利用する予定の人は、
Carte-Jeuneなどの割引カー
ドを購入しておけば、
最大で60％の割引が受けられます。
・Carte Jeune 18-27
18歳から27歳までのユース割引カード。
50ユーロで1年間有効。
25％〜最大60％の割引。
（2014年7月現在）
SNCFウェブサイト www.sncf.fr
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La Minute d’Akane
「つい鼻歌」の移動手段

自家用車以外でパリの中を移動するときは、場所によって早く
行けるメトロだったり、景色も楽しめるバスだったり。
今では市のレンタル自転車サービス
「ヴェリブ」
もすっかり当た
り前の市民の足になっています。滞在中にお使いになったことの
ある方も多いのではないでしょうか？
上手く滑れるならローラーブレードと言う手もあるし、
ヴェリブ
の自動車版オートリブも定着してきているようです。

エクレア、
サントノーレ、
パリブレストなど
フランスにはシュー生地を使ったお菓子が
たくさん。しかし、
日本では定番のシュー

29, rue Debelleyme
75003 Paris
01 44 61 31 44
métro : Filles du Calvaire
44 rue des Martyrs
75009 Paris
01 42 81 35 79
métro : Pigalle
ouvert
du mardi au samedi
11h-19h30
dimanche
10h-15h

そんなシュークリームが、
今ではパリでも
(cc) jean-louis Zimmermann

マレ地区にオープンしたこのシュークリーム
専門店
「Poppelini」
なのです。
お店の名前はシュー生地の生みの親である

まだトライしたことのない方、次の機会には手軽で簡単なこの
移動手段でパリを散策して見ませんか？
片足上げてスーイスーイ、楽しくってつい鼻歌なんか歌ってしま
いますよ。

イタリアのパティシエの名前だそう。
かわいらしい店内には毎日、
9種類の定番

(cc) Cha
gia Jose

フレイバーと、
季節のフルーツを使ったり
パティシエの気まぐれで作られる日替わりの

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。

シュークリームが並んでいます。

http://popelini.com/

Un jour
que l'on ne veut pas oublier,
que l’on oubliera jamais.
Dans un temple
plein de noblesse,
célébrerez votre cérémonie
traditionnelle de mariage.

京都市上京区烏丸通出水上る桜鶴円町361
tel:075-432-3851
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フランスでは自転車は車両扱いなのでその交通規則を知らなけ
ればならず、細い道をたくさんの車と一緒に走る事に尻込みして
しまう人もいるかもしれませんが、
トロチネットなら基本的に歩
行者と同じルール、
すぐに乗りこなせます。
折りたたんでメトロやバスに乗り込める点も便利なので、
スーツ
姿で通勤に使っているビジネスマン、
ウーマンも目にします。
初老のマダムが姿勢よく乗っている格好良い姿も見かけました。
子供たちにおいては一人一台は当たり前かのように普及してい
ます。
通学にも許されているらしく、学校の前にものすごい数のトロチ
ネットがチェーンでつながれているのを目にします。
幼児用に前か後ろが二輪になって安定感のあるものもあって、
小さな子たちも実に上手に乗りこなしています。
まさに年齢を問わず多くの人に親しまれているパリっ子の足、
ト
ロチネット。大型スポーツ用品店や専門店で試乗することも出
来ます。

クリームはほとんど見かけませんでした。
大人気！そのきっかけを作ったのが2011年

もう一つお手軽でたくさんの人に親しまれている移動手段があ
ります。
それはトロチネット。所謂キックボードです。
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◎アートに関する資格・Diplôme（フランス）
フランスのアートに関する資格・Diplômeには、CAP（職業適性証）、BT、BMA (Brevet des métiers dʼart)、BP (Brevet professionnel)、
BTM、MC、DSAA（Diplôme supérieur des arts appliqués, spécialité Design）等がある。
CAPは基礎となるテクニックや知識を持っていることの証明となる。
その分野で職を得たい場合、
このCAPを取得するのがまず第一段階だ。
CAPを取得するためには、特定の専門学校へ通学をする必要がある。
もちろん画家や芸術家になるために資格はいらないが、例えば画廊で
働きたい、
デザイナーとして会社に就職したい等の場合、
このCAPを持っていれば基礎知識があることを先方に伝えることができる。
ただし、
CAPは通常14歳頃から取得可能な資格のため、学校によっては入学の年齢制限あり。大人の場合、
まず入学可能な学校を探すところから開
始することとなる。
また、
このCAPの種類は多岐に渡り、
アートの分野では、
ピアノの調律、刺繍、高級家具職人、宝石商、洋服仕立業、陶磁器の
装飾、銅版画、時計製造業、写真家、籠編み、
ステンドグラス、音楽、
ガラス職人、等がある。
DSAAはその分野でより高いレベルの知識を得たい場合に取得する資格だ。CAPではどちらかというとテクニックを中心に学ぶが、DSAAで
は基礎知識やテクニックがあることは大前提で、
より理論的な側面からのアプローチとなる。実際に画家や職人になるのではなく、講師や評論
家等になりたい方にお勧め。

Le français de A à Z
フランス語教室

!

Bonjo ur

LECON
PAR SKYPE
ç

京都のフランス語教室、
AJ-France（アージー・フ
ランス）です！経験豊富な
日本人とフランス人講師
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。

スカイプレッスン

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！

・
・
・という方の他、
通学と組み合わせて
ご利用いただけます。

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
＊入会金、
テキスト代別途必要です

これまでに、
フランス、
モロッコ、
アメリカ、
日本の
各都市からレッスンを受けていただいています！
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。

〒603-8054

京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

〜フランスの画家バルテュス〜

ワークショップ à AJ-France

・京都は遠くて通えない、
近くに学校がない。
・とにかくフランス語を話す機会が欲しい！

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

担当Mの余談

この夏、京都市美術館でバルテュス展が開催された。
バルテュスは
「この上なく完璧な美の象徴」
である少女の絵画を多く残したフランスの画家だ。恐ら
く日本ではピカソの方が有名だが、
そのピカソが「20世紀最後の巨匠」
と呼んだのがバルテュスである。開催初日はバルテュスの妻である節子さん
（バル
テュスが逝去した今でも彼が好んだ着物を纏い、赤い口紅が素敵なマダムだ。）
がトークショーをされるということで、早起きをして少し早めに美術館へ
向ったが、整理券はすでに売り切れ。無念。。。
（だからもっと早く行くべきだったのに、
と知人に叱られた。）代わりに節子さんのしっとりと落ち着いた声が
入った音声ガイドを聞きながら作品を鑑賞した。
またいつか彼女のお話を拝聴してみたいものだ。

ここが
poin
t !!

Découvrez les séjours en France !
Ouvrez la porte sur un brillant futur !

今回のテーマは
「短期留学」
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

Montpellierの提携語学学校 Accent Français
A découvrir !
offre speciale des
écoles pour nos
lecteurs
読者だけの留学特典！

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

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、
「世界のベストシェフ100」
の会員でもある
彼のレッスンは、受講者に定評があるレッスンのひとつです。
こ
の学校は1クラス最大10人の徹底した少人数制で、とてもア
ットホームな雰囲気です。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。

さいませ。詳細情報をお伝え致します。

LECON
DE CUISINE
ç

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！
開催日

時間

10月25日
（土） 14h~17h

Nos rencontres gourmandes

Lyonの提携語学学校 inﬂexyon
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。

Une cuisine est
toujours nouvelle
quand elle est
bonne !
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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。

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。
★ 学生ビザ申請サポート
¥30,000〜 ※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
（日本国籍の場合）
★ 専門学校紹介サポート
¥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
（3ヶ月以上）¥65,000〜
★ 語学学校トータルプラン
TEL: 075-201-1530 / Mail: sejour@france-ryugaku.com
★ 住居手配サポート
¥35,000〜
★ 各種翻訳
￥書類による HP: http://france-ryugaku.com お問い合わせはAJ-France 坂(さか)まで
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Des leçons adaptées à chaque élève ! ：フランス語教室情報

Séjours en FRANCE
フランス留学

アート留学
◎フランスの藝術

芸術の国フランス。
ルーブルやオルリー等数多くの有名な美
術館が存在し、ロダン、
ピカソ、デュシャン、ボードレール等
古くから多くの芸術家を輩出しています。
また、芸術を国家
戦略の一つとして位置づけており、国家予算の1％を文化奨
励に当てることが法律で定められています。
フランスを代表
する芸術は、建築、彫刻、絵画、音楽、詩、演劇と写真、映画と
言われおり、
フランス人はよく好んでアートの話をします。
フ
ランスに住んでいるとアートに関する意見を求められること
も。芸術についての知識を深めることは、
フランスを知ると
いう意味でも重要 ポイントと言えるでしょう。
＊petit mémo： ARTの語源はラテン語の «ars» 。

◎アート留学の一例

2014年9月 ： 留学準備開始（学校や住居を探す）
2014年11月 ： 学校登録、住居手配、
ビザ申請の準備を開始
2015年2月頃 ： キャンパスフランス＊の面接およびビザ申請
2015年3月頃 ： ビザ取得
2015年4月頃 ：フランスへご出発！
2015年4月〜： 語学学校にてフランス語を学ぶ
2015年9月下旬〜： アートの専門学校に通学

Cours intensifs

Atelier du DELF et DALF
DELF DALF に受かろう講座

1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、
コツコツ続けるのは苦手という方に
オススメ。
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。

＊学生ビザを申請する場合、
まずはキャンパスフランス
（フランス政府留
学局）
にて面接を受ける必要があります。
＊フランスの専門学校にご登録をされる方の多くは、先に語学学校に通
学されることをお勧めしております。
AJ-Franceは80校を超える語学学校と提携しておりますので、語学学校
のご紹介やご登録もお任せ下さい。
また、
ビザ申請サポート等を含むトータルプランもございます。

元々は単に
「人口
（のもの）」
という意味で、
日本語訳としては
「技術」
とい 詳しくは→ http://www.france-ryugaku.com
う言葉が当てられていました。以前は今よりももっと、生活や日常に密着
したところに芸術が存在していたのかもしれません。
◎フランス留学が可能なアートの職業（Métier dʼart）

- アニメーター（Animateur）
- 建築家（Architecte）
- 写真家（Photographe）
- 彫刻家（Sculpture）
- 歌手（Chanteur）
- ダンサー（Danseur）
- 画家（Artiste Peintre）
- 陶芸家（Céramiste）
- ジュエリーデザイナー（Bijoutier）- 家具職人（Ebéniste）
- インテリアコーディネーター（Architecte dʼintérieur）
- グラフィックデザイナー（Designer graphique）
- テキスタイルデザイナー（Designer textile）
- ステンドグラス 制作者（vitrailliste） など

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！

Atelier enfants

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。

ちびっこシェフアトリエ

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！

たで料理
大人と同じやりか
協力して
達と
お友
よ！
する
ーブンを
りオ
った
を切
野菜
使って作るよ！

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

◎学校紹介

〜Ecole dʼArt Jean Sablé（エコール・ダール・ジャン・サブレ）〜

Ecole dʼArt Jean Sabléは2003年にヴェルサイユに設立された装飾絵画とだまし絵の学校です。2006年には、
サンルイ地区という
歴史的に芸術家に縁ある場所に進出。130㎡の広くて明るいアトリエがあります。芸術職人及びMOF（フランス最優秀承認）
の称号
を持つ講師のもと、最大25人までの少人数制のクラスでじっくり学べます。
ジャン・サブレは、
フランス国内で最も多くの生徒を輩出し
ている優秀な美術教師です。 比較的新しい学校のため、今のところ日本ではAJ-Franceのみが留学のお手伝いをさせていただけま
す。
ご興味をお持ちの方は是非ご相談下さいませ！
（初回カウンセリングは無料、連絡先はp7参照）

pétit

p
Bon a

◯長期コース
（装飾絵画プロ養成課程）

絵画の基礎知識（画材・額装など）
から、古色の作り方、色彩額、美術史、
だまし絵の技法、
遠近法、
グリザイユ
（モノクロの絵画）、壁画、単色画など多岐に渡って学びます。
授業期間： 6ヶ月820時間の授業＋半日もしくは1日の研修を5〜10日間
料金
： 12000ユーロ

◯短期コース

絵画入門（170ユーロ）、色彩学及び実践（720ユーロ）、
だまし絵（720ユーロ）等
他多数のコースがございます。
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参加人数：6名まで
費用：2570 yens、
一般の方は3090 yens
(保険、材料費込み)

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

Leçon d
ec
pour les uisine
petits

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

iam ♡

miam m

【開講スケジュール】
開催日

時間

レシビ

内容

10月25日
（土）

11h~12h50

Cake aux olives et au jambon
オリーブとハムのケークサレ

朝食にもヘルシーなおやつにも！
ケークサレを作ります。

11月22日
（土）

11h-12h50

Gratin Dauphinois
じゃがいものグラタン

みんな大好きなジャガイモたっぷり。
ホクホクのグラタン。

12月13日
（土）

11h-12h50

Menu de Noël
クリスマス料理

クリスマスにぴったりな料理を作りま
す。何を作るかはお楽しみ。
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Les autres cours et ateliers
コース

内容

レッスン回数

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

無料体験レッスン

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。
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。

グループレッスン
超入門

1回 55分
カウンセリング
時間も含む

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

フランス語教室情報 : Des leçons adaptées à tous !
※入会金：5150円別途必要。
お友達紹介の場合は2570円
日時

担当講師

受講料など

随時
まずはお問い合わせ下さい。

日本人
または
フランス人

無料

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

Adeline
Akiko

29830円
テキスト代実費

Charlotte
Akiko

29830円
テキスト代実費

JeanJacques

3600円
3910円
（ゲスト）

Akiko

14400円
本代実費

Charlotte
Yannick

5150円

Yannick

2570円
3090円
（ゲスト）

Akiko

21600円

14400円

土曜日 14h15〜15h45
10月11日、18日、25日
11月8日、15日、22日、29日
12月6日、13日、20日

3ヶ月10回

グループレッスン
中級

間接代名詞 lui leur から学びます
3ヶ月10回
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。
※途中入会ご希望の方には
レベルチェックをさせていただきます。

土曜日 11h15〜12h45
10月11日、18日、25日、
11月8日、15日、22日、29日、
12月6日、13日、20日、

お料理 レッスン

詳細はp.12へ

月１回

土曜日 14h〜17h

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

Petit Nicolasを
読もう！

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）

ちびっこアトリエ

第2・4土曜日 10h〜10h45
10月11日、25日
11月8日、22日
12月13日、27日

月2回

詳細はp.13へ

ちびっこシェフ
アトリエ

第2・4金曜日 10h〜10h55
10月10日、24日
11月14日、28日
12月12日、26日
参加者同士で話し合いの上
日時の変更の可能性あり。

土曜日 11h〜12h50
10月25日
11月22日
12月13日

月1回

アトリエデママン

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。

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

企業様向け
出張レッスン

ニーズに合わせて、
当教室の経験豊富
なフランス人講師を派遣いたします。

1回
2レッスン〜

応相談

フランス人

n t
e
e m
n
e
e v
情報！

ト
イベン

3ヶ月6回

第2・4月曜日 14h〜15h30
（16hまで教室を開放）

1レッスンあたり
4725円〜お見
積もり致します。
（交通費別途）

Fête de la Galette des Rois

̶ ガレット・デ・ロワ パーティー 2015 ̶

● フランス国内外への旅行 ●
8月には2~3週間の休暇があり、色々なところを旅行してきました。
フランス国内ではパリ、
リヨン、
ボルドー、レンヌ、
モンサンミッシェルなど。
パリではオランジュリー美術館が一番好きでした。
モネの穏やかな絵、
マティスの不思議な色
合いが印象的でした。
リヨン、
ボルドーはもちろん食、
ワインの街。試飲だけで酔いました。学
生の街レンヌはストラスブールに負けない可愛らしい建築物があり、
モンサンミッシェルは日
本にはない厳かな雰囲気がありました。
フランスではどこに行っても、印象深いものが見るこ
とができました。
国外では、
ウクライナから始まり、
ポーランド、
チェコ、
オーストリア、
ドイツ、
ベルギー、
ルクセ
ンブルク、
スペインに行きました。建築物や人々の表情の変化、
また各地の名産を見るのがと
ても面白かったです。個人的には、
チェコ
（プラハ）
が、特に好きです。
ビールは旨いし格好いい
建築物に溢れていました。一度、
ベルギーのブリュッセルでスリにあったことがありましたが、
犯人を追跡して取り戻すという奇跡がありました(笑)
ストラスブールは、
ドイツとフランスの国境付近にあります。
そのため、
買い物（ドイツは物価
が少し安い！）
やその他娯楽（ドイツ：バーデン・バーデンのサウナ等）
のために自転車・バス等
で簡単にドイツに行けます。
パリへもTGVで3時間程度ですし、
とにかく国内外のアクセスが
便利なのはストラスブールの魅力の一つだと思います。
● フランスに来て良かったこと、悪かったこと ●
フランスへ来て最も良かったと思うことは、気軽に旅行が楽しめることで
す。
ストラスブールはその国内外へのアクセスへの良さから、旅行を強力に
サポートします。
次に、慣れてみると思った以上に生活しやすいところでした。
エアコン使わ
ずに済む気候、
自炊する分にはかなり安い物価、酒が安いのもかなりの魅
力です(笑)。
そして、挨拶を非常に大切にすることや、
いい意味でのレディーファーストと
いった習慣が、私にはとても温かいものに感じられました。例えば、女性に
限らず他人のためにドアをさっと開けてあげるといった行動は、彼らにとっ
てはごく自然ですが、私には格好 良く見え、見習いたいとさえ思いました。
あえてフランスの好きじゃないところを書くと、
まず煙草が高い(笑)。私がこ
れまで行ったどの国よりも高いです。
そして、喫煙マナーがひどい。公共施設
内での喫煙禁止という結構厳しい法律がある割に、路上喫煙・ポイ捨ては
当たり前です。
また、
日本人を見ると煙草をせがむ人が多いです。最後に、
メ
トロ等で無賃乗車をしようとする輩は、好んで日本人が改札を通る瞬間を
狙ってきます(笑) つまり、
日本人は平和ボケしているので、
なめられていま
すね。
しかしこれらのことを踏まえると、私は大して不満を感じなかった、
と
言えるのではないでしょうか？
● 最後に ●
フランスでの生活は本当に非日常的に感じられるもので、
どんな小さなことにも感
動しました。初めて友人が私のことを
「にこ」
でなく
「ようすけ」
とファーストネームで
呼んでくれたときのことも、今でもはっきりと思い出せます。
そして、
当たり前ですが、私は完全に
「日本人」
でした。
こんなに自分が日本人である
ことを意識したのは初めてでした。
どんなに私が西欧人の外見や習慣に憧れても、
私は彼らにとって日本人でしかありません。一方で、私が煙草を携帯灰皿に捨てた
り、朝から夜遅くまで研究していたりすると、
「流石は日本人だ！」
と、何度も言われ
ました。
ルールに対する厳格さ、礼儀、調和を大切にする姿勢は日本人に染みつい
た強みであり、尊敬されるポイントだと断言できます。
自分が日本人であることに誇
りを持ちつつ、沢山の友人を作り、沢山の、小さくとも美しい感動を得ること。
これ
は、留学 としては中々の出来なのではないでしょうか。
フランス留学を志している方々が、私も羨ましくなってしまうような、素晴らしい経
験を出来ることを願ってやみません。

＊AJ-Franceでは初回カウンセリング
（ご来社もしくはお電話）
を無料で行っております。
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。

日時 ： 2015年1月17日
（土）18:00〜
詳細は決まり次第、
お知らせ致します！
ぜひご参加ください♪

メール問い合わせ：sejour@france-ryugaku.com
-14-
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お電話問い合わせ：075-201-1530

Une expérience inoubliable ! : フランス留学体験レポート

「研究者から見るフランス」
今回は研究者ビザで半年間、
ストラスブール大学薬学部に留学されたNIKO Yosukeさんをご紹介。
私は博士課程の理系学生でして、所謂「化学」
を専門にしており、有機ELなどに使われる、有
機蛍光色素（ピカピカ光る分子）
の開発や発光メカニズムの解明に取り組んでいます。
大学の海外派遣プロジェクトにより6か月間の留学の機会を得ることができ、
フランスで研
究に従事しました。私のように学位取得や語学等が目的ではない方は稀だと思いますが、
こ
こで綴ることが読者の方々に何らかの形で役に立てば幸いです。
● 留学準備 ●
留学準備の際に、一番頭を抱えたのはビザの問題でした。私のようなケースでは、
どのビザ
を申請したらいいのかわからなかったのです。
アメリカ等では、
この場合も
「学生ビザ」
が適
応されるのですが、
フランスではそうはいきませんでした。
そこで、AJ-FRANCEさんと相談した結果、
「研究者ビザ」
を申請することにしました。
この
ビザは、受け入れ先大学からの許可証と、
どこからか給与を受けているかの証明書があれ
ば申請出来るのですが、学生ビザと比べて手続きが少なく非常に楽でした。

Monsieur NIKO Yosuke
留学先 : ストラスブール
期間
: 2013年6月～12月
ビザ
: 研究者ビザ

● ストラスブール到着 ●
ストラスブールに到着し旧市街まで歩くと、いきなり衝撃を受けました。言葉が出な
いほど圧倒的な存在感のあるノートルダム大聖堂。
「道の街」
と呼ばれるに相応しい
美しい街並み。
ハ○ーポッターの世界に入ったかと錯覚させるようなプティット・フラ
ンス。後述するように、私はこの留学の間フランス各地を旅行しましたが、
このストラ
スブールの街並みが一番好きです。
はじめは、
コンビニもファミレスもないこと、
スーパーでの買い物の仕方も日本とは違
うことから、
ただ食べて生きることに必死でした(笑) マクドナルドでさえ、最初はよ
く仕組みがわかりませんでした。
ちなみに、
ここでの学生のほとんどは、基本的に自炊
しています。流石農業国フランス、
自炊する分にはかなり食材費が安く私は月200ユ
ーロも使いませんでした。
● ストラスブールでの生活 ●
研究室の仲間はウクライナ人、
ドイツ人、
アルジェリア人、
インド人、
レバノン人など
とてもインターナショナルでしたが、
みんな非常に親切にしてくれました。言葉が拙
くとも、祭りがあれば誘ってくれ、誕生日は祝ってくれ、週末は小旅行したり。
ウクライ
ナ人はボルシチを、
インド人はカレー振舞ってくれたり、
フランス人は彼らの地元を
案内してくれました。
みんな自分の
「朝早く来て、
７時前後には帰ってゆっくりする」
といった生活リズムを
とても大切にします。
そのため、
「今日このまま飲みに行こうぜ！」
といったノリがほと
んどないのは、少し寂しいですね(笑) ストラスブールは日本の都会と違って騒がし
い感じがほとんどしませんので、休日での過ごし方は買い物、公園ブラブラ、展示会
等イベントに行く、映画を見る、
といったところです。
フランス人に言わせれば退屈な
街らしいですが、私にとってはとても穏やかでいいです。
● 私の研究室 ●
よく、
「フランスの化学は優れているの？」
と聞かれますが、
もちろん素晴らしいで
す。
ストラスブール大学も、二人のノーベル賞受賞者を輩出しています。
しかし、日本の化学も、
どの国にも負けないほど十分優れており、その気になれ
ば、
どの国に行かなくとも、
日本でやりたいことが出来ます。
つまり、
この留学は
「
化学を勉強してくる」
というよりも、
「非日常的な経験をして成長する」意味合いが
強いものと言えます。
しかし、私はなんだかんだ1日12時間近く大学で過ごしてお
り、
日本にいる間とそう変わらなく研究しています。周りからは
「流石日本人だ！」
などと言われます(笑)
簡単に私の研究内容を紹介すると、光る分子を利用して、生物の細胞膜の構造・
組成（細胞膜が、何がどれほど使われて作られているか）
やその機能を調べること
が私の研究です。
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生徒さんインタビュー interview d’un élève
今回は、京都市立芸術大学に通っているMATSUMOTO Minamiさんをインタビュー。
音楽学部でオーボエを専攻している彼女は、1年半前にフランス語をはじめて以来、音楽とフランス語の両立に奮闘して
おられます。
オーボエは演奏の練習だけでなく、
リード
（楽器に用いられる薄片）
も自分で作るそう。
自分にぴったりのリ
ードが出来上がった時の歓びは何事にも変えがたいとのことで、職人のような一面も持ち合わせていらっしゃいます。
練習やリード作成など、音楽に明け暮れる中から合間を縫ってお越しくださるAJでのフランス語のレッスンは、
とても
楽しくて現実逃避してしまう程とお話くださいました。

【フランス語を学ぶきっかけになったこと】
去年の春から、その年の夏Aix-en-provenceで開講されるオーボエの夏期講
習を受講するためにはじめました。 フランス音楽に興味があり、また夏期講
習で教わる先生からどうしても学びたいという気持ちがあったことがきっか
けです。 もちろん春にフランス語をはじめてすぐにAix-en-provenceへ行っ
たため、フランス語を話せるはずもなく残念な思いをし、帰国してすぐに大
学の授業と平行してAJ-Franceへ来るようになりました。
【フランスの印象】
Aix-en-provenceにいた時、フランス人は皆とても優しいと感じました。
バスに乗る時やスーパーのレジなどでも皆「Bonjour」と挨拶を交わします。
日本のコンビニだと「いらっしゃいませ」と言われても、お客さんは「こん
にちは」となかなか言わないですよね。なので、フランスの人と人が繋がる
距離というか、その暖かさが良いなと思っています。
【フランス語を学ぶ上で苦労していること】
リエゾンがとても難しいです。頭ではわかっていても単語と
単語が繋がると頭の中で混乱してしまいます。フランス語を
聞いた時に、一旦頭で考えてしまうから混乱してしまうので、
たくさん話し、聞いてという繰り返しで慣れることが大切だと
思っています。 人と話すのが好きなので、AJのレッスンで
先生と話すのがとても楽しいです。
【今後の目標】
大学卒業後はフランスの大学院への留学を考えています。
その為にも、まずはフランス語の資格試験に合格することが
今の目標です。
もっとたくさんの文化や人と触れたり、いろんな先生から
勉強したいと思っています。
ただ、オーボエもフランス語も、今の実力だと不安しかない
ので、少しずつ準備を進めるつもりです。私がそうだったよ
うに、いつか誰かが私の演奏を聞いた時に「音楽って楽し
い」と思ってもらえるような、音楽を通して人を幸せにでき
る演奏者になりたいと思っています。
写真

左上：オーボエを演奏するMinamiさん
右中：Minamiさんのオーボエと楽譜など
右下：リードとリードを作る道具
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Qu’est ce que c’est ? これなんですか？
『Cassole en Terre Cuite』 カソール

フランス南西部ラングドック・ルシヨン地方の郷土料理「カスレ」
用の底の深い形を
した素焼きの器。
カスレの名前はこの
「カソール」
が由来とも言われています。
1人用の小さいものから直径50cmもある大きなものまで、
サイズもいろいろ。
カスレだけでなく、
その他のオーブン料理などにも使えます。
Cassole en Terre Cuite
Le plat à cassoulet, appelé Cassole, est une terrine fabriquée à la main en terre cuite
émaillée. Récipient à tout faire, la grésale, fabriquée en plusieurs dimensions répondait
aux multiples usages domestiques. La cassole est «vernissée» à lʼintérieur pour la rendre
non poreuse.
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L’Académie Universelle du Cassoulet

カスレを広く知ってもらうことを目的に発足したカ
『アカデミー・ユニヴェルセル・ド・カスレ』。
日本でも、
カルカッソンヌ出身のシェフ、
アンドレ・パッションが１９９５年に日本支部を設立し、以来多くの人にカスレの
魅力を伝えています。寒くなるこれからの季節にぴったりのカスレ。まだ味わったことのない方は是非試してはいかが？

■Capitale

de la lutherie - 弦楽器の都■

大学都市として知られるモンペリエのもうひとつの顔、それは弦楽器
の都。モンペリエ地方音楽院のあるサント・アンヌ地区には10ほどの
弦楽器工房が並び世界的にも評価の高いヴァイオリンやヴィオラ、
チェロなどがつくられています。
1768年イタリア人弦楽器職人がはじめてモンペリエに工房を開いた
ことから歴史は始まります。それから30年も経たないうちに5つの
工房が開かれ、
１９世紀には１５人もの職人がここに工房を構えて
いました。
２０世紀に入り、新しいジャンルの音楽の誕生などの影響で一度は厳
しい時期を迎えましたが、
１９８０年代には再び復活し、現在もなお
10ほどの工房が並んでいます。
モンペリエ観光局では年に3～4回、工房見学ツアーを主催しており、
職人の技術を間近に見学することもできます。

(CC)peter

モンペリエ観光局ウェブサイト

http://www.ot-montpellier.fr/

(CC)Wolfgang Staudt

L’Académie Universelle du Cassoulet a pour objectifs de promouvoir, et de faire connaitre le cassoulet,
en respectant tous les ingrédients qui participent à sa composition, mais aussi la culture et le patrimoine qui
s’y rattachent.
Grand maître fondateur de l’Académie Universelle du Cassoulet, André
Pachon a organisé le 19ème chapitre de l’Académie Universelle du Cassoulet au Japon. Chaque année il accueille dans son établissement les japonais désireux de découvrir la gastronomie française et surtout notre très
cher Cassoulet.
Utilisée dès l’Antiquité, l’emblème de l’Académie Universelle du Cassoulet est la Cassole en terre.

(CC) Fabien Lemetayer
(CC) artgirl

Montpellierのフランス語学校

«...Le cassoulet - dieu de la cuisine occitane...»
Le cassoulet a acquis ses lettres de noblesse dans le sud, mais sa renommée est aujourd’hui universelle.
Il n’y a pas une seule recette de cassoulet, mais plusieurs. Chaque chef
restaurateur a la sienne, héritage d’un savoir-faire familial, régional, liée
à son expérience propre, son tour de main et son goût pour la bonne
cuisine.
Le site de l’Académie: http://www.academie-du-cassoulet.com
Le site du chef André Pachon : http://www.pachon.co.jp

AJ-Franceでは、
モンペリエへの留学のご相談を承っております。
ご興味をお持ちの方はお気軽にご連絡ください。 http://france-ryugaku.com

-Spécialités de la région Languedoc-Roussillon-

フレンチ食堂 nico

① Accent francais *
② Klesse *
③ ILA *
④ ERASME
⑤ Etiquette à la Francaise *
⑥ Espace langue
⑦ MILI
⑧ LSF *
⑨ A2B
⑩ Institut Moulin
⑪ Institut Linguistique du Peyrou *
⑫ Méditerranez-vous
⑬ Institut Linguistique de Montpellier
⑭ Alliance francaise *
⑮ Institut europeen de francais *

＊はAJ-Franceパートナー校です。

京都でおいしいカスレが食べたくなったらぜひフレンチ食堂nicoへ。
8席 だけのこじんまりとした店内。
ワインとフランス郷土料理のマリアージュを楽しみながら、
くつろいだ時間 をお過ごし下さい。
京都市下京区西前町377-2

TEL 075-777-3803

営業時間:18:00~23:00／11:30~13:30（土日祝のみ）定休日: 水曜日
-16-
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(CC)Joan Sorolla

Montpellier モンペリエ

Quiche au roquefort

パリからTGVで約3時間半。

フランス南西部ラングドック=ルシヨン地方の首府、
エロ―県の県庁所在地モンペリエはフランス第8の都市。

チーズ好きにはたまらない、
ロックフォールチーズを使ったキッシュ。
日本ではあまり見かけませんが、
フランスでは定番の味です！

中世から続く大学都市として知られ、
モンペリエ大学医学部はヨーロッパ最古の医学部とされる。なんと、
あのノストラダムスも

ここで医学を学んだ。他にも詩人ポール・ヴァレリーや作家フランソワ・ラブレーもモンペリエ大学出身。

またモンペリエ周辺では古くからブドウが栽培されていて、
AOCワインの生産ではボルドー、
ローヌに次ぐ生産量を誇る。

Une ville où il fait bon étudier le français !
Bénéﬁciant d’une situation géographique privilégiée,
Montpellier se trouve au carrefour de grandes métropoles telles que Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, et Paris.
De plus, sa proximité avec l’Espagne, l’Italie et l’Afrique du Nord, permet d’en faire un territoire à rayonnement international.

Montpellier est également une ville pratique, de par son
réseau de transport efﬁcace (les trains, le tramway dont
une ligne est signée Christian Lacroix, 150 km de piste
cyclable, aéroport international, …).
Ville du Sud, Montpellier dispose d’un climat méditerranéen exceptionnel avec ses 300 jours d’ensoleillement par an.
Située à une dizaine de kilomètres de la mer, il est facile de proﬁter des plages touristiques ou sauvages.
L’arrière-pays, aussi riche que diversiﬁé entre garrigue,
camargue, provence, montagnes et plaines viticoles, favorise les escapades et contribue à faire de Montpellier
une ville à la situation géographique idéale, dans une
région ne comptant pas moins de 6 sites inscrits au patrimoine de l’UNESCO.
Jeune et cosmopolite, cette ville à taille humaine compte 400000 habitants dont 40% a moins de 30 ans et près
de 80 000 étudiants par an dont 10 000 viennent de
l’étranger.
Elle est la 2ème destination pour apprendre le français
directement après Paris.
Son attractivité et son dynamisme sont aussi bien reconnus localement que mondialement : Montpellier est
la seule ville française retenue par le New York Times
parmi les quarante-cinq sites du monde à visiter !
La vie culturelle occupe une place primordiale, offrant
un voyage surprenant entre histoire, avec ses ruelles
médiévales commerçantes, l’université de médecine
encore active la plus vieille au monde, la fameuse
Place de la Comédie, et modernité, avec ses nouveaux
quartiers construits par de grands architectes interna-

Ingrédients :

◆ 1 pâte à tarte brisée ◆125 g de lardons fumés
◆ viande hachée
◆ 125 g de roquefort
◆ champignons
◆ 1 grand verre de lait
◆ 4 oeufs
◆ 1 petite brique de crème fraîche
◆ sel, poivre, noix de muscade
◆ huile d’olive (2 à 3 cuillères à soupe)

Préparation :

Lavez et coupez les champignons et les faire revenir dans l’huile d’olive à petit feu pour ne pas
qu’ils roussissent. Faire aussi revenir rapidement
la viande hachée. Pendant ce temps, préparez la
quiche : étalez la pâte brisée, piquez le fond.
Disposez du fromage bleu sur le fond de tarte.
Saupoudrez de noix de muscade ou autres épices,
salez et poivrez.
Dans une jatte, battez ensemble les oeufs, la crème
fraîche et le lait. A côté, écrasez le roquefort à la
fourchette, puis joignez-le à la préparation.
Disposez les champignons et la viande hachée sur
le fond de tarte et versez la préparation.
Enfournez au four préchauffé à 200°C, pour environ 30 mn.
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◆ 125 g de beurre
◆ 1 jaune d’œuf

Disposez la farine en fontaine sur le plan de travail.
Ajouter une pincée de sel et le beurre ramolli coupé
en morceaux. Sablez du bout des doigts.
Disposez à nouveau en fontaine et ajouter le jaune
d’œuf.
Commencez à malaxer du bout des doigts le centre de la fontaine en y incorporant petit à petit la
farine.
Au fur et à mesure du mélange, incorporez la totalité
de la farine. Fraisez la pâte aﬁn de l’homogénéiser.
Attention de ne pas trop travailler la pâte pour ne
pas la rendre cassante. Laissez reposer au frais.

プチプライスでフランス気分！ シリーズ

*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/quiche.html

バター編

Roquefort ‒ ロックフォールチーズ

- Article rédigé par -

http://accentfrancais.com

(CC) Digitalyeti
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Ingrédients pour la pâte brisée :

◆ 250 g de farine
◆ 1 pincée de sel

3
イタリアのゴルゴンゾーラ、
イギリスのスティルトンとともに世
界3大ブルーチーズのひとつに数えられるフランス南部ミディ
=ピレネー地方ロックフォール=シュール=スールゾン村で作ら
れている羊乳のチーズです。
フランス最古のチーズで、数千年前
この村の洞窟で、羊飼いがたまたま置き忘れたチーズに青カビ
がついてできたのが始まりだと言われています。
AOP指定を受けており、
その洞窟で熟成させたもの以外はロッ
クフォールを名乗ることができません。刺激的な青カビの風味
と強い塩味が特徴。
そのまま食べると少しキツイと感じるかも
しれませんね。
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おすすめ！フランス語学習ツール en francais c’est plus sympa !
「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♪

Pénélope au Louvre
販売価格： 2,862円(内税)
ペネロペとルーブル美術館コラボレーション
した仕掛け絵本。
おじいちゃんとルーブル美術館を訪れたペネ
ロぺがいたずらをしながらミロのヴィーナス
やモナ・リザなどの美術作品を紹介してくれ
ます。美術館共同編集なので美術作品が
実物のように挿入されていて大人も楽しめ
る絵本です。

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-

Montpellier

[DVD] MON VOISIN TOTORO
販売価格 ： 2,646円(内税)
フランスでも人気のジブリ映画の名作
『となりのトトロ』
のフランス語版DVD。
音声はフランス語と日本語、字幕はフランス
語で、楽しみながらフランス語の勉強をした
い方に最適です。

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。

PAL方式のDVDは、日本製のプレイヤー（NTSC方式）では
再生ができません。
PA L 方 式 対 応のプレイヤーもしくはマルチプレイヤー 、
DVD再生環境のあるパソコンでご視聴ください。

〒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/
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感動し る旅に！
もっと
じ
から感
観る旅

”

MONTPELLIER
モンペリエ

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

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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ボンジュール、
フランス。
地中海から10kmのモンペリエ。
古くから医学を中心とした学園都市として栄え、
現在も世界中から学生が集まるほか、
エコな街
としても有名だ。
広い歩行者用エリアや自転車専用道路ができたりと環境保護を推進している街でもある。
フランス南部の
「生活を
楽しみ、
心豊かに暮らす」
といったライフスタイルを体験するには理想的な場所ではないだろうか。
何より、
晴天日が1年のうち300日以上といわれるモンペリエには、
パリをはじめ国内外から大勢の人が太陽を求めて訪れる。
太陽にあたって体調と心を整える行為は、
誰しもが求める。
どうしてモンペリエが好きかとか、
パリは寒かったとか、
そんなことはひとまず置いておいて、
まずはピクニックに出かけよう。

Construite il y a 10 siècles, Montpellier, située dans le département de l’Hérault au sud ouest de la France, fut la
deuxième ville du pays et une capitale économique et culturelle importante. A 10 km de la mer Méditerranée,
cette ville et ses ruelles médiévales, ses fontaines d’époque, sans oublier ses hôtels particuliers des XVIIe et
XVIIIe siècles, vous enchantera. Montpellier est facile d’accès : l’aéroport international de Montpellier se situe
à 8 km du centre ville, soit 10 mn en voiture et il est également facile de s’y rendre en TGV : située en plein coeur
de ville, la Gare de Montpellier est à 200 mètres de la place de la Comédie.
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«La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller.»
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夢を実現するための最善の方法は目を覚ますことだ。
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au roquefort’’

ちょこっとメモ ロックフォールチーズ
おすすめ！フランス語学 習ツール

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！

フリーペーパー「Le Journal」
はプライベートのフランス語
レッスンとフランス留学サポ
ートおよび代行手続き、法定
翻訳を運営する会社が作成し
ています。
このフリーペーパー
がすべてのフランス好きの方
へ届きますように・・・
【制作・発行】
株式会社AJ-FRANCE
〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1
【TEL】075-703-0115
【E-Mail】ecole@aj-france.com
【企画・構成・編集】 仙石 夕子
【留学記事担当】 坂 眞理子

お申し込みは

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

D é c o u v re z l ’ e s p r i t d u P a p i e r d ’ A r m é n

ie

...

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/
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