LE JOURNAL 配布リスト

【京都府】
●京都市
＜北区＞

Café salon 北山店 ★
CAVA ★

ネイルサロン北山アリューム ★
ロイヤルボディコンシャス ★
S-Beaut ★
Les amoureuses ★
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) ★
ピッツェリアバールシンパティア ★
アンヌ・モネ 京都店 ★
ラ・ドログリー京都北山店 ★
Hair studio A.R.S
Happy Graphic Gallery
amelie
Alphabet
APA KABAR?
CIRCUS COFFEE
Charme kitayama
Tocoha

mechant Loup
kolme kyoto
Café kosci
A table

チャコット 京都店
Café independant
ラジオカフェ株式会社
京都芸術センター
有限会社クラフトボックス
フレンチキュイジーヌ ティアレ
和雑貨 鈴木松風堂
シナモ
Coﬀee&Pancakesサラサ押小路
さらさ3
サラサPausa麩屋町
さらさ花遊小路
椿姫（町家サロン）
Taiwa 京都調理師学校
料理教室 アンパルフェ
新風館
chocolat
石川工業
-手作りお菓子 道具・食材の店
Cafe de Naiki

＜下京区＞

INOBUN 四条本店

COM
OKIDOKI北山店
ROSE MARY
THE BURGER COMPANY
洋食屋パセリ
賀茂窯
さらさ西陣
京都ゴルフ倶楽部
京都産業大学
Belleピアノ教室
WORLD1 京都北山店
北山ランタン
Radio Bagel
小佐々歯科
La Porte du Ciel Bleu
大谷大学グローバルスクエア
左京区
京都府立大学
くみこアレルギークリニック ★
INOBUN 北山店
Evantail
La muse
太陽カフェ
Alsace
Ma cantine
Farafel garden
猫町カフェ
ガケ書房
恵文社一乗寺店
ノートルダム女子大学
京都造形芸術大学
細見美術館
ガーデンミュージアム比叡
パン工房RK
printz
よしだデンタルクリニック
LINDEN BAUM
Be-baba
la voiture
カフェ日杳

a peu pres
Café marble
aux bacchanales
raisin
eﬁsh
petit japonais
brasserie Cafe Onze
京都シネマ
プチロール
PYLONES 烏丸
Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)
nao炬乃座
カフェトラベラーズハイ
LA BARAKA
フレンチ食堂 nico

＜上京区＞

Café Frosch
Bon Bon Cafe

アクエリエル京都 ★
同志社大学今出川キャンパス
Cafe1001
1.2.3 Un.Deux.Trois

＜南区＞

みなみ会館
西京区
雑貨店おやつ
京都市立芸術大学
東山区
Le pique-assiette
cafe Green

<伏見区>

くいな橋しばたデンタルクリニック
Tea&Life

●京田辺市

同志社女子大学
京丹後市
(有)丹後ジャージー牧場ミルク
工房 そら
木津川市

京都大学大学院文学研究科

ヨシキデンタルクリニック

montique

Dans La Foret

（フランス語学フランス文学研究室） ●京丹波町

＜中京区＞

osteria bastille ★

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
Grenier dʼor
bouchon
Chez Luc

【奈良県 】
●奈良市

Mardi Mardi
絵本とコーヒーのパビリオン
和モダンキッチン Nico Style

●生駒市

ケリノスギャラリーカフェ
リンカネ ★

●明日香村

コッコロカフェ

●曽爾村

曽爾高原ファームガーデン

【滋賀県 】
●大津市

mado cafe

敬称略・順不同 ★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

【静岡県】

●明石市

株式会社プラネットリビングなぎさ

●静岡市

モンテメールバレエ

WARMS

●西宮市

ブルーベリーフィールズ紀伊国屋
パン工房モグモグ

FioreBalletStudio

●大阪市
＜北区＞

●福知山市

【大阪府】

Café du SOLEIL

Viloet

【愛知県】

petite clochette プティクロ

●名古屋市
<中区＞

【北海道 】

テアトル梅田

●札幌市

スピリットヨガ

猿cafe 栄店

石の蔵はやし

カフェ実身美

salon & D＋design associates

●函館市

国立国際美術館

SEANT

学校法人 野又学園 函館自動車学校

雑貨店カナリア

名古屋コミュニケーションアート専門学校

【青森県 弘前市】

graf
JAMPOT

pâtisserie AZUR

デスティネ

Vin nature Mazenta
ワールドバリュー・ツアーズ

東北大学

＜淀川区＞

＜千種区＞

【東京都 】

十三シアターセブン

＜西区＞

＜渋谷区＞

覚王山のチーズ屋さん メルクル

LeCordonBleu Japan Tokyo

名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室

早稲田大学 フランス語フランス文学コース

Book Gallery トムの庭

欧明社

metsä

Zanny

roomoon

kususu

エスモード東京 (ファッションの学校)

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
北堀江CHARBON

＜中央区＞

アロマカルチャースクール大阪 ★
プリデリグラフィックラボ

＜新宿区＞

ﬁka.

＜千代田区＞

Mirabelle

＜世田谷区＞

Le Plaisir du pain

株式会社studio y

<瑞穂区＞

シェソア フランス菓子教室

名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科

ベロボディア

わいん商アン・ベロ

CAFE BIGOUDENE

愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻

ブーランジェリー ロラソ

cafe and bar Sole de Mare

●豊田市

中央区

＜浪速区＞

愛知工業大学 基礎教育センター

エポーレ カルチャースクール

cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨

●新城市

＜港区＞

＜阿倍野区＞

辻調グループフランス校事務局

●小平市

【岐阜県

●吉祥寺

【三重県】

＜住吉区＞

アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

大阪市立大学大学院

●四日市市

●府中市

配布先募集中！

（フランス語圏言語文化学研究室）

HOLY HOUSE STUDIO&CAFE

●津市

kiki driving school ★

＜東淀川区＞
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
●武蔵野市
ケーキテラスカレン
せんか？完全無料でお届けします！亜細亜大学法学部上田研究室

●茨木市

【神奈川県 】

salon de the JAMIN

岡山大学文学部フランス語教室

【広島県 】

トラベルイノベーションジャパン

●福山市

ブラッスリーアムール

STERAカフェ

青山高原カントリークラブ

【岡山県 岡山市 】
山陽学園大学

●横浜市

Studio Ko*a

●高槻市

●厚木市

●富田林市

●川崎市

●豊中市

●藤沢市

MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室

icomadesign ＋ comacafe
meeno

夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス

【熊本県 】

新潟市 】

【富山県

富山市 】

【 福井県

福井市】

和田朝子舞踊研究所

アンティークショップantique arles
ノイカフェ千里店
Cafe EZE

●堺市

café et bar Que sera sera

ビストロ・シェケン
CHOCOLaT Cafe Bistrot

【大分県 日田市 】

【鹿児島県

ビストロ・ブランシェ

A découvrir !

日田リベルテ
（映画館）

DOux CAFE

●松本市

●吹田市

フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU

【宮崎県

【長野県】

restaurant café ROUTE26

北九州市 】

レストランジャルダン

【山梨県 甲府市】

ポパンクールカフェ

徳島市 】

【福岡県

プチデジュパン

●箕面市

総合科学部

原田ゆりえバレエ研究所

Cafe&bar CALLS

【新潟県

●東大阪市

学務部国際交流課

広島大学

【徳島県

バレエ ノイ フューレ

アエレカフェ

福山大学

●東広島市

Ivy Ballet

オレンジ カウンティＣafe

関市 】

ワインショップアミ

プチミュゼ

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）

宮崎大学

宮崎市 】

教育文化学部

鹿児島市 】

鹿児島大学法文学部

【沖縄県

那覇市 】

●神戸市
＜灘区＞

Le Journal 配布先募集中！

神戸大学国際コミュニケーションセンター

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！

＜中央区＞

Café de paris

ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
TRITON CAFE 北野店
BISTRO POISSON-ROUGE
神戸焼菓子処 ぱ・ど・どぅ
Dona Dona

株式会社AJ-France

神戸アートヴィレッジセンター

ブラッセリー・ラルドワーズ

＜西区＞

兵庫県立大学

[ouv

ert]

月〜
土：1
0h-2
日：1
1h
0h〜
17h
祝日
開校
不定
休校
あり

〒603-8054
◆京都市営地下鉄烏丸線
京都市北区上賀茂桜井町74-1 北山駅4番出口より徒歩5分
Gallery YOU
◆無料駐車場あり

BRASSERIE LʼOBABON

＜兵庫区＞

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

offre spéciale des
écoles pour nos
lecteurs
読者だけの留学特典！

café eden

【兵庫県】

Annecy,
petite Venise des Alpes,
la ville ﬂeurie

アトリエ レ・フェ

21コミュニティ

＜港区＞

花と湖の街、
アヌシー

●長久手市

インペリアル アーツバレエ目黒

パーティーランドなんば店

ボンジュール、
フランス。

<緑区>

＜目黒区＞

クレープリーアルション

LE JOURNAL

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

PEU・CONNU

弘前大学フランス語部会

【宮城県 仙台市 】

Guignol

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

Grenoble

●浜松市

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

¥0

gratuit!
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■特集 Annecy！ & Soraのフランス旅行記
■イベント情報 - ガレット・デ・ロワパーティー2015
■レシピ・ア・ラ・モード “Gratin dauphinois”

«On ne s’egare point par ce qu’on ne sait pas, mais par ce qu’on croit savoir.»
私たちは無知によって道に迷うことはない。

LE JOURNAL
N°28 PARCE QUE
VOUS AIMEZ LA FRANCE

自分が知っていると信じることによって迷うのだ。

Jean-Jacques Rousseau
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花と湖の街、Annecy
(CC) Raphael Fournier

Repotage「日本の癒しをパリヘ」

Soraちゃんのフランス旅行記「Voyage de Sora」
留学案内「ショコラティエ留学」
アヌシーの語学学校「IFALPES」
語学学校「accent français」
「Inﬂexyon」
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Le Journal 読者様へのお得な特典
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プチコラム

「サヴォア地方を代表する二人のヒーローのおはなし」
編集スタッフのちょっと一息 pause café

「Concours de la meilleure galette aux amandes」
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Jʼaime la France「ヘアメイクアーティスト 佐藤亜衣子」
フランス語教室案内 Skypeレッスン・アトリエデママン

お菓子・料理アトリエ

Interview dʼun élève わたしとフランス語「絵仏師

中村美希」

Quʼest-ce que cʼest ? 「Le Dégrafeur」
フランス生活のプチカルネ パン屋さんで使えるフランス語
レシピ・ア・ラ・モード「Gratin dauphinois」

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】

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！

おすすめ！フランス語学 習ツール

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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「Le Journal」
のご提示の上、
お食事の方にグラスワイン一杯サービス！

en francais c’est plus sympa !

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

欧明社 -OMEISHA-

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。

Annecy

〒102-0071

東京都千代田区富士見2-3-4
Le français, ce nʼest pas uniquement cours, devoirs, gramTEL: 03-3262-7276（代)
maire et conjugaison. Cʼest aussi les voyages, le rêve et la
E-Mail: info@omeisha.com
gastronomie. Amusez-vous en lisant des livres, des contes
HP: www.omeisha.com
ou des BDs, en regardant des ﬁlms ou encore en cuisinant
et enrichissez votre vocabulaire français !!!
こちらでご紹介した学習ツールは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪

JOUONS A LA CONJUGAISON
PAR LES MOTS CROISES

BESCHERELLE 1 MINUTE PAR JOUR

販売価格 ： 2,246円(内税)

販売価格： 2,333円(内税)

動詞活用表の有名ラベル、ベシ
ュレルから出ている万年カレンダ
ー。ただし、普通のカレンダーで
はありません！１日１ページ、間
違いやすい用例と解説で動詞活
用を復習できる万年カレンダー
なのです。毎日カレンダーを見る
ように確認することで無理なく
勉強できそうですね。

現在形から条件法、接続法まで
動詞活用形で埋めていくクロス
ワード。動詞の活用を覚えるのに
苦労している方に！８歳から１２
歳までの子供向けですが、大人で
も楽しく勉強できそうです。
巻末に回答もついています。

ANNECY
アヌシー

横浜市戸塚区吉田町24-1
REK Hills 1F
TEL：045-871-1705
アクセス
JR東海道線「戸塚駅」
横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚駅」
徒歩3分
徒歩
定休日：月曜日、第1・3火曜日

Brasserie

Lunch 11:00～15:00(L.O.14:00)
Dinner 17:00～22:00(L.O.21:00)
※金、土、祝前日は23:00まで(L.O.22:00)

http://www.brasserie-amour.com/

地元戸塚で採れた野菜などこだわりの食材。
栄養士とジュニア野菜ソムリエが創り出す、身体にも心にも美味しい南仏料理。
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ボンジュール、
フランス。
スイス、
イタリアとの国境にほど近い街アヌシー。
アルプスのベニスともいわれるこの街のシンボルはヨーロッパ一の透明度を
誇るアヌシー湖とその向こうに広がる山々、
そして運河沿いに色とりどりの花が飾られた旧市街。
美しいアルプスの景色を眺めながら湖畔で恋人と愛を語るのもよし、
一人のんびりと旧市街を散策しながらこの街の長い歴史
に想いを馳せるのも悪くない。

Annecy, ville de montagne, proche de la Suisse et de l’Italie est appelée la Venise des Alpes avec ses canaux
et ses ruelles médiévales entrelacées. Elle est surtout connue pour son Lac dont les eaux dépoulluées depuis
les années 60 sont magniﬁques de transparence. La ville a obtenu en 2003 le label des «Villes et Pays d’Art et
d’Histore».
-3-

Annecy アヌシー

私たちが思い浮かべるアルプスの景色そのものの街アヌシー。実はその歴史は古く、世界遺産に
も登録されている
「湖上住居群遺跡」
がつくられた新石器時代にまでさかのぼる。
その後も歴史
上重要な位置にあったこの街について少しご紹介しよう。

Bien connue pour son lac et ses canaux, la ville d’Annecy ne se résume pourtant pas à ceux-ci. C’est aussi une ville dynamique avec une
culture et une histoire très riche.
L’un des événements annuels majeurs de la ville est le «Festival International du Film d’Animation d’Annecy». Créé en 1960, il réunit
pendant le mois de juin des ﬁlms d’animation, courts ou longs, venant
de tous les pays, dans une compétition qui doit distinguer les meilleures
productions de l’année écoulée. Dans le palmarès de ce «festival de
Cannes de l’animation», on trouve bien entendu quelques ﬁlms japonais comme Porco Rosso ou Pompoko du studio Ghibli. De plus, en
parallèle du festival, le «Marché International du Film d’Animation»
réuni les professionnels du secteur aﬁn de participer au développement
de l’animation.
Le château d’Annecy, qui surplombe la ville, est un très ancien château
fort construit à l’origine pour surveiller la route menant à l’Italie. Il
était habité par les comtes de Genève et fut successivement détruit par
des incendies puis reconstruit avant de devenir la propriété de la ville
et d’être reconverti en musée.
La caractéristique principale et la chose qui fait le charme d’une ville
comme Annecy reste son lac. Ce lac, dont la superﬁcie fait environ 40
kilomètres, est parfois appelé le «lac bleu» de par sa propreté exceptionnelle. Un autre événement incontournable est la «Fête du lac», se
déroulant le premier samedi du mois d’août et étant le cadre du plus
grand feu d’artiﬁce d’Europe.
Alors vous aussi, si vous voulez proﬁter d’un cadre exceptionnel et
calme, au milieu des montagnes, rendez-vous à Annecy!

Gratin dauphinois
フランス南東部ドフィネ地方の郷土料理、
じゃがいもをたっぷり使ったホクホクのグラタン。
とてもシンプルなのに美味しくてジャンジャック家でも大人気のメニューだそう。

Préparation :

Ingrédients :

◆ 800 g de pomme de terre
◆ 50 cl de crème fraîche (30+20)
◆ du lait
◆ 1 grosse noix de beurre
◆ 2 gousses d’ail ◆ sel, poivre, noix de muscade

Préparez tous les ingrédients pour réaliser ce gratin dauphinois. Préchauffez votre four à 180°C. Frottez à l’ail
un plat en terre puis beurrez-le.
Faire cuire les pommes de terre dans du lait jusqu’à ce
qu’elles soient tendres.
Déposez un niveau de pommes de terre coupées en tranches pas trop ﬁnes, ni trop épaisses, bien partout au fond
du plat (en une couche donc). Ajoutez par dessus du sel
et du poivre.
Recommencez l’étape précédente (couche de pommes
de terre, sel, poivre) autant de fois que nécessaire jusqu’à arriver aux 3/4 du plat.
Versez ensuite la crème aﬁn de recouvrir les pommes
de terre. Mettez au feu jusqu’à ce que le dessus soit
gratiné.

Petit Mémo 【gratin】

誰もが知っている
「グラタン」。
この言葉はgratter（掻き取る）
から来ているそう。鍋の底のおこげを掻き取って食べたら美味しく、
これが調理法の一つに
なったのだそう。
おこげが美味しいという感覚、
日本人にも共通していますね。

Lac dʼAnnecy

あのポール・セザンヌもLe lac bleu (青い湖)として描いたアヌシー湖。今から約
18000年前にアルプスの氷河が溶けてできた湖で、その面積は、スイス・フランス
の2カ国にまたがるレマン湖を除けば、フランスで第2の大きさ。ヨーロッパで最
も透明度の高い湖として知られているが、かつては水質汚染がひどく危機的な状
態だった。この危機を救ったのが1946年この地に開業した外科医Paul-Louis
Servettaz。ダイビングが趣味だった彼はアヌシー湖に潜るのが楽しみのひとつだ
ったが、湖がひどく汚染されていることに気付くことになる。
というのも、当時は下
水設備もなく生活排水がすべて湖に流れだしていたのだ。この状況を目の当たり
にした彼は１０年にも渡り水質改善を呼びかけ、
ようやく下水設備が整えられた。
「フレンチアルプスに嵌 め 込まれたエメラルド」とも表 現されるアヌシー 湖 、
その美しさが 保たれているのは人々の努力の結 晶によるものだということは
意外と知られていないかもしれない。

Pont des Amours

アヌシー湖から運河への入口にかかる Pont des Amours、日本語で言うと
「愛の橋」
という名を持つこの橋には多くの恋人たちが訪れる。その名の由来は、
恋人たちの待ち合わせによく使われた体とか、または娼婦との出会いの場だった
からだとか 諸 説 ある。この 橋 の 上 でキスをしたカップルは 永 遠 に 結 ば れる
という伝説もあるようだ。
さて、この橋はもともと１８４５年にサルディーニャ国王Charles Albert de
S a v o i e の来 訪 時に作られた木 製 の 橋だった。その 後１８５９年 、C l a u d e
Grandchamp により鋳鉄の3連アーチ橋が作られたが、船の通行の妨げになると
いう理由で取り壊されることになる。
そして１９０７年に Charles Gallettoの手に
より現在の鉄製の橋が完成したのである。
-4-4-

(CC) Digitalyeti
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Qu’est ce que c’est ? これなんですか？
『Le Dégrafeur』 ホチキス針リムーバー

フランスのホチキス針リムーバー。
日本でよく見かけるものとはちょっと違いクラシックな
形をしていますね。意外にきれいに外れ、AJ-Franceのアシスタントたちも愛用中♪

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

Apparu vers 1980, le dégrafeur ou ôte-agrafes est un ustensile de bureau servant à retirer les agrafes mises dans un document rapidement les
agrafes en toute simplicité. Facile dʼutilisation Convient pour tous types
dʼagrafes. Le terme dégrafeuse est aussi parfois utilisé.

フランス生活のプチカルネ N°7 【パン屋さんで使えるフランス語 】

フランスへ行けば必ず立ち寄るパン屋さん。
日本ではフランスパンという呼び方が一般的ですが、
実はフランス語では”baguette
（バゲット）
”と
言います。
（ちなみにお箸や指揮棒なども同音異義語）
。
今回はパン屋さんで使えるフランス語をご紹介します！
☆ステップ1☆
まずはお店に入ったら挨拶。
・Bonjour! →こんにちは！
・Bonsoir! →こんばんは！

☆ステップ3☆
最後も必ず挨拶をしてお店を出よう。

・Merci beaucoup! →ありがとうございました！
・Bonne journée! →よい一日を！
・Bonne soirée! →よい夜を！

☆ステップ2☆
次はパンを注文。

・Une baguette, sʼil vous plaît. →フランスパンを1本下さい。
・Je voudrais un pain de campagne bien cuit. →よく焼けたパンドゥカンパーニュを一つ下さい。
・Vous avez des croissants aux amandes? →アーモンドクロワッサンはありますか。
・Est-ce que vous pouvez me le couper en tranche? →スライスできますか。
・Un sac, sʼil vous plaît. →袋を一枚下さい。
・Ça fait combien? →おいくらになりますか。

ion !!
solut
e
r
t
o
v
よう
に！
感動し
もっと ら感じる旅
か
観る旅

I M A HOTELS
暮らす気分で in パリ & フランス

La région idéale pour les gourmands

サヴォア地方はおいしいものの宝庫！とりわけチーズを使った料理が豊富で、街中のレスト
ランで食べることができる。
もちろんチーズ以外にもおいしいものがたくさん！ここではその
いくつかをご紹介しよう。

< Plat ‒ お料理 >

● ラクレット / Raclette

直火または専用の器具で溶かしたチーズをジャガイモなどに絡めて食べる、
フランスの冬

の定番料理。
あの名作『アルプスの少女ハイジ』の食事シーンにも登場している。
● タルティフレット / Tartiﬂette

ルブロションチーズ(AOP)とジャガイモ、玉ねぎ、ベーコンなどのグラタン料理。
● サヴォア風チーズフォンデュ / Fondue savoyade

サヴォア地方を代表する3種のチーズ（ボーフォール、グリュイエル、エマンタール）からつ
くられるチーズフォンデュ。

< Fromage ‒ チーズ >

ルブロション、
アボンダンス、
トム・ド・サヴォア、ボーフォー
ル、
ブルードテルミニョン、
エメンタールなど。

< Charcuterie - 豚肉加工製品 >

ソーセージ、
ハム、
サラミなど。

< Dessert ‒ デザート >

● ビスキュイ・ド・サヴォア

サヴォア型というお城をイメージした独特の型で焼き上げ
るお菓子。外側は香ばしく、中はふんわり。仕上げに粉砂
糖をふった姿はアルプスの山の姿のようにも見える。
● ブリオッシュ・サン・ジュニ

プラリネロゼが入ったブリオッシュ。今ではリヨンのブー
ランジュリーでよく見かけるが、サヴォア地方のサン・ジュ
ニ・シュール・ギエールという町が発祥。
● ビューニュ

カーニヴァルの時に食べられる粉砂糖をまぶした揚げ菓子。
ふわふわ生地の Moelleuses と主にリヨンで見かける薄い生地の Craquantes の
２種類ある。
またフランス各地に同じような揚げ菓子があり、
メルヴェイユ、
オレイエット、
ビニョン、
ボトローなど地方により呼び名が異なる。
※３月のお料理・お菓子アトリエではこのビューニュを 作ります。素朴だけどクセになるお菓子、
ぜひ一緒に作りませんか？詳しくはP１３をご覧下さい。

Les personnalités liées à Annecy

●Jean-Jacques

Rousseau

言わずと知れた１８世紀フランスで活躍した思想家・哲学者。ジュネーブで生まれたが、青年期をアヌシーで過ごした。
彼の人生に大きな影響を与え、
自叙伝「告白」にも登場するヴァラン夫人と出会ったのもこの地。現在でも彼ゆかりの
場所が数々残されている。
●André

Dussollier

名前を聞いてピンと来ない人でも彼の声は聞いたことがあるかもしれない。数々の映画に出演しているフランスのベ
テラン俳優のひとりだが、
あの名作「アメリ」
ではナレーターとして登場している。

La ville aux 4 ﬂeurs

フランスを訪れたことがある人なら誰もが街の至るところに花が飾られた美しい街並みに出会った
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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ことがあるのではないだろうか。
実はフランスには Villes et villages ﬂeuris という、
その名の通り花が美しい街・村の格付けをす
るコンクールがあり、最高ランクの自治体は４ツ星ならぬ「4ﬂeurs（４ツ花）」
に認定される。
２０１４
年２月に行われた２０１３年度のコンクールの結果、4ﬂeursを手にしたのは２２３の自治体。
アヌシ
ーのあるオート・サヴォア地方ではアヌシーを含め５つの自治体が 4ﬂeurs の称号を手にしている。
このコンクールは観光省が、花による自治体の緑化促進を目的に１９５９年にはじめたもの。
こうい
ったプロジェクトは一見、観光客誘致だけのために行われているように思われるかもしれない。
しかし、
この Villes et villages ﬂ euris は住民の生活の質
を向上させることも目的としている。確かに花がいっぱいの
街、住民も観光客も皆が明るい気持ちになれそうだ。
参考URL http://www.villes-et-villages-ﬂeuris.com/

(CC) Moonik
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Une expérience inoubliable ! フランスからのルポタージュ

Interview dʼun élève 生徒さんインタビュー

日本の癒しをパリへ

皆さんこんにちは。 8月上旬に渡仏して、現在はパリ15区で生活しています。私は京都で鍼灸あんま・マッ
サージ・指圧師だった経験を活かしてパリで整体をしております。私のVISAはプロフェッションリベラル
ビザです。現地では
「難しいと聞くけどよく取得できたね！」
と言われます。これはAJ様のビザ申請のため
の細やかなアドバイスのおかげだと思います。何度も何度も細部まで懇切丁寧にチェックして頂きありが
とうございました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
こちらに来てから、
プロフェッションリベラルの
滞在許可証でフリーランスでパリを拠点にヨーロッパ各地を飛び回り活躍されている美容師やデザイナ
ー、
アーティストの方々に出逢いました。皆さんイキイキと仕事をされていて、
いい刺激を頂いています。
● パリでの生活 ●
さて、パリでの生活でいちばん感動しているのが食べ物の美味しさで
す。特に農産物、酪農は素晴らしいです。朝市のマルシェの野菜は新鮮
でお値段も嬉しいです。写真の山盛りのトマトなんと1ユーロ！！我が
家の食卓は新鮮な野菜や果物が主役です。そこにソーセージや生ハ
ム、少しの(！？)ワインで外食に行かなくてもとっても豪華になります。
あらためて食料自給率の大切さを考えさせられる思いです。
パリでもう一つ感動しているのは子供を大切にするところです。
フラン
スは先進国で唯一出生率が2を越えている国でベビーラッシュです。街
はとにかく赤ちゃんと妊婦が多いです。私達にも娘(1歳9ヶ月)がいる
のですが電車やバスに子連れで乗車すると必ず席を譲ってくれます。
強面なお兄さんでも例外なく席をゆずってくれますよ
（笑）
そして公園が
素晴らしい！近所の公園はエッフェル塔が見える芝生の美しい公園で
老若男女の憩いの場になっています。設置されている遊具などは安全

な設計になっていて安心して子供を遊ばせることができます。
● 大変なこと ●
しかし生活面を整える手続きは四苦八苦です。銀行口座の開設、
インターネットや携帯電話の契約など生活面のインフラを整えるだけでも精

一杯でした。歩いて5分の郵便局から郵便物が届くのにも非常に時間がかかります(苦笑) 現地の友人に手伝ってもらったおかげで各種手続
きはスムーズでしたが実際にパリに入ってみないと分からないことも色々あることを実感しています。わからないことを一つ一つを乗り越えて
行くところに海外生活の醍醐味があると思って楽しんでいます。
● これからの目標 ●
これからの課題の一つは仕事の

合間を見つけて語学の習得をす
ることです。渡仏前に集中的にう
けたAJフランス語レッスンで勉
強した内容は現地で買い物をす
る時などそのまま活かすことがで
きたのでとても有意義だったの
で皆様にもオススメいたします。
それでも語学力をまだまだ伸ば
していく必要性をひしひしと感じ
ていますのでがんばりたいです。
パリにご旅行に来られるときはぜ
ひお声がけ下さい！

私とフランス語

今回は当社のビザサポートサービスを利用してプロフェッション
リベラルビザを取得、
８月にご家族で渡仏、
パリで整体師として
ご活躍中のTAKENAKA Hirakuさんをご紹介。

- le français et moi -

今回は大谷大学博士課程に在籍中の絵仏師・中村美希さんにお話を伺いました。
大学で宗教学を学んだ後、
ネパールへ。
7年間にも渡り仏画を学び帰国。
現在は大学院に通いながら絵仏師として活動されて
いるという異色の経歴をお持ちです。
そんな美希さんがフランス語の勉強を始められた訳とは・
・
・。

● フランス語を学ぼうと思ったきっかけは？ ●

私のチベット仏教への興味が３人のフランス人によるところが大き

いと言ったら意外に思われるかもしれませんが、
フランスとチベット
仏教は古くから関わりがあるんですよ。今では世界各地でチベット仏

教の研究がされていますが、
１９７０年代頃まではチベット仏教の研

究と言えばフランスだったんです。私の通う大谷大学の大先輩でフラ

ンス国立科学研究センター・ディレクターの今枝由郎先生（現在はフ
ランス国籍）
もそのためにフランスへ留学されました。 そして元オペ

ラ歌手で、
結婚して数年後になんと１４年間の単身の旅に出たチベッ

ト仏教学者であり、
冒険家、
チベット仏教修行者でもあるアレクサン
ドラ・ダヴィッド＝ネールも私に影響を与えた一人です。

私自身はネパールのカトマンズ郊外ボタナートにあるシェチェン僧
院で６年間仏画の勉強をしたのですが、そこには、分子生物学の博

士号を持つチベット仏教の僧侶マチュー・リカールをはじめとするフ

ランス人の僧侶やスタッフがたくさんいました。
この僧院にはフラン
ス人の僧侶が建てたクリニックも併設されていて、
そこでもフランス

人医師や看護士が働いています。
ここでは、貧しい家庭の人たちには無料で治療をしてあげたりもしています。実は１２年以上前からフランス語を
学びたいという気持ちはあったのですが、
今年になってようやく始めることができました。

● Mikiさんから見たフランスとは？ ●

フランスへはこれまで二度、
パリとボルドーへ行ったことがありますが、観光目的だったので特に深く印象に残っていることは少ないです。
ただ、
こ

れまでフランス人と接してきた中で感じたのは、
フランス人は
「会話したがるオタク」
ですね。興味を持ったことはとことん追及する。
日本人も
「オタ

ク」要素は強いと思いますが、
タイプが違います。
日本人はどちらかというと、文献を読んで研究したりする方が得意ですよね。
でもフランス人は知
識を広げるために、
とにかく人と交流して学んでいくように思います。
もちろん、
そうでないフランス人・日本人もいますけどね。

● フランス語を勉強していて難しいと思うことは? ● 日本語にはない男性形・女性形の区別だったり、
動詞の活用が多いこと、
発音
（特に
「ｒ」
）
が難

しいです。
それから、英語と似ている部分があり、
でも同じではないので頭の中で混ざってしまうことですね。
● 今後の目標は? ●

Monsieur TAKENAKA Hiraku
渡航先 : パリ
ビザ : プロフェッションリベラル
【TAKENAKAさんの滞在費用の内訳】
＊住居費：約２１万円/月
＊現地生活費：約１２万円/月
＊交通費：１ヶ月約1万円/２人
＊初期費用
航空券約12万円/１人
海外旅行保険12万円/１人
空港から家までの送迎約8000円/１台

Fromagerie ANDROUETのカフェプリン♪

話すことで知識を広げていきたいです。
あとは、大学の授業が少し落ち着
く春休みくらいにフランスへ行けたらいいなとも思っています。
絵仏師 中村美希
1978年
1999年

京都府生まれ 三重県育ち

初めてブータン・ネパールを訪れる
（大谷大学研修旅行にて 2000年中退）

2001年 四国遍路を徒歩で巡拝し、高野山にて満願成就する

2002年 ネパールのカルマ・トゥプテン師の下でチベット仏画を学び始める

ANDROUET Cambronne
93, rue de Cambronne
75015 Paris
TEL 33 1 47 83 32 05

HIRAKU SEITAI
竹中 啓
06 38 43 87 07
hirakuseitai@gmail.com
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言ってもフランス人とたくさん話し、
「会話したがるオタク」のように人と

読者のみなさまへのパリで
のオススメをお聞きしたとこ
ろ、
「近所のチーズ屋さんが
最高にフレッシュで、
そこの
カフェプリンが絶妙です！」
と教えて下さいました。
パリへ行かれる際にはぜひ
お試しを♪

日本人らしいきめ細かな施術をいたします。
パリに来られるときにはぜひお声がけ下さい。

http://www.hirakuseitai.com/

フランス語で書かれたチベット仏教の本を読んでみたいです。
そして、何と

TAKENAKAさんのお気に入り

2004年 シェチェン寺内ツェリン・アートスクールに入学
2010年 同校卒業
2013年
9月に行われたMikiさんの個展の様子。
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現在

細密画の学士を取得

高野山大学大学院修士課程終了

大谷大学大学院博士後期課程在籍

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
〒441-1331 愛知県新城市庭野字東萩野20
090-7858-1861（ 10：00 〜 18：00 ） info@les-fees.net
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Des leçons adaptées à tous ! フランス語教室情報

les autres cours et ateliers その他レッスン＆アトリエ
コース
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
も可)

グループレッスン
超入門

グループレッスン
中級

内容

レッスン回数

入門から上級、
すべてのレベルに対応。
1回 55分
少しでもフランス語に興味 を持ったら
カウンセリング
ぜひお問い合わせ下さい。
時間も含む
（スカイプも可。）

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

1ヶ月4回
14400円
3ヶ月6回
22630円
テキスト代実費

3ヶ月10回

土曜日 14h15〜15h45
1月17、24、31
２月７、14、21、28
３月７、14、28

Adeline
Akiko

29830円
テキスト代実費

3ヶ月10回

土曜日 11h15〜12h45
1月17、24、31
２月７、14、21、28
３月７、14、28

Héloïse
Akiko

29830円
テキスト代実費

Akiko

14400円
テキスト代実費

100％自分のペースでフランス語を学
1ヶ月4回
びましょう。内容やテーマ、
スピードな
3ヶ月6回
ど思いのまま！話す力が身につきます。 1レッスン55分

受講者が選択

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。
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。

※途中入会ご希望の方は
レベルチェックをさせていただきます。

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・4金曜日 10h〜10h55
(日時変更の可能性あり)

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
12h〜12h55

Héloïse

14400円

お料理・お菓子ア
トリエ

詳細はp.13へ

月１回

土曜日 14h〜17h

JeanJacques

3600円
3910円
（ゲスト）

3ヶ月6回

第2・4土曜日 10h〜10h45
1月10日、24日
2月14日、28日
3月14日、28日

Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

土曜日 11h〜12h50
1月24日、2月28日、
3月28日

Yannick

2570円
3090円
（ゲスト）

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）

ちびっこシェフ
アトリエ

詳細はp.13へ

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。

3ヶ月6回

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〜

第2・4月曜日 14h〜15h30
※16hまで教室を開放。
（日時変更の可能性あり）

応相談

coucou!

※入会金：5150円別途必要。
お友達紹介の場合は2570円

そらのフランス旅行記2014
〜ルーアン〜

AJ-France代表Jean-JacquesさんとAkiko先生の愛娘そらちゃんが、楽しかったフランス旅行について
お話してくれました。
その様子をここでみなさまにちょっとだけご紹介いたします♪

こんにちは、
そらです。
１０月のフランス旅行の時に、はじめてフラン
スの託児所へ行ったよ。最初はとっても楽しそう！って思ったけど、
フ
ランス語ばっかりでよくわからなかったし、赤ちゃんがたくさんいて、
なんだか退屈になっちゃった。先生も «Cʼest non! (それはやっては
いけません！）
» とか他の子供をしかりつけてるしね。
2日目にはママと離れたくなくて、玄関の前で目を真っ赤にして泣い
ちゃった。3日目も4日目もね。幼稚園では、洋梨のクラフティを食べ
てたり、お部屋の中でシャボン玉をしたよ！5日目くらいからは行く

さん♪

もくば

いりの

おきに

ルーアンだい

せいどう

したくないものをそらが触ると Non!っていいながらつねる
し蹴るの。おもちゃを貸してもらう時はちゃんと «Tu peux
me le prêter? (それ貸してくれない？）
» とか聞いた方がい
いね。
マテオとはベットの上でピョンピョンしたりもして楽し
かったな。
またマテオに会えるかな。
マテオとお別れするの
がほんとうに寂しくて、
いっぱい泣いたんだ。
週末はパパの田舎にも行って、
た
くさんの親戚の人たちに会った
よ。
とくにジャンルーおじさんは

かの子供たちとも遊んで楽しか
ったよ！帰るときは寂しくて、や

んと

ジャンルーおじさ

おえかき

タイム☆

っぱりまた泣いちゃったんだ。早
くまた会いに行きたいな。
そら、日本も好きだけど、
フラン
スも大好きになったよ♡

t
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マテオとい
っぱいあそ
んだよ！

とってもやさしくて、いっぱい遊
んでくれたの。木の実をひろった
り、石をあつめたり。もちろんほ

21600円

1レッスンあたり
4725円〜お見積
フランス人
もり致します。
（交通費別途）

のが楽しくなってきたね。
フランス語のほうも、Oui とNon とCʼest
bon!とかは言えるようになったかな。

夕方からは、ホストファミリーの2才のマテオと公園に行っ
たり、
マロニエの木の実を拾ったりして遊んだよ。
マテオは
たくさんのおもちゃを貸してくれたけど、
まだ小さいから貸

ようちえんでおままごと

Akiko

そらです。
１０がつにパパと
ママといっしょに
フランスへいってきたの。
とっても
たのしかったよ！
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のしみ〜♥

よるのおた

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

Atelier de Cuisine
お料理・お菓子アトリエ

Séjour en France
フランス留学

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？
日本語での説明もあるので、
フランス語初心者でもOK！

トリュフ、
ガナッシュ、
ロシェにボンボン。寒い季節には恋しくなる甘いチョコレート。
パティシエの方、
お菓子作りが好きな方、
フランス流のチョコレート
作りを学びませんか？短期（3日間〜）
から長期（1年間等）
まで、様々なプランをご提案致します！

■ショコラティエとは？
ショコラティエとはパティシエの中でチョコレートを専門に扱う職
人のこと。
（日本では知名度が低かったがドラマ「失恋ショコラテ
ィエ」で周知のものとなったのではないかと思う。）チョコレート専
門店の多いフランスではショコラティエは古くから広く認知されて
いる職業だ。優れたショコラティエには国からM.O.F.（フランス国
家最優秀職人賞）が授与されることもある。チョコレートと一口に
言っても、一粒のトリュフから人の大きさ程のアーティスティックな
作品を作る職人まで様々なショコラティエが存在する。プロのショ
コラティエには、チョコレートについての歴史、風味、質感の相性、
加工テクニック等に関しての知識を求められる。
＊petit mémo： 女性の場合はショコラティエではなくchocolatière（シ
ョコラティエール）
と呼ぶ。

(CC) Fotos GOVBA

(CC) phalenebdlv

■ショコラティエになるのための学校／コースのご紹介

janvier

février

Coﬀret de St. Valentin
ヴァレンタイン・コフレ

Welsh
ウェルシュ

mars

avril
Gateaux basque
ガトーバスク

カーニヴァルの時に食べられる
サクサクの揚げ菓子

アーモンド入りクッキー生地 に
チェリーを入れて焼いたお菓子

5月

＜アルザス地方＞

welsh

11月

Lʼapéritif
アペリティフ

6月

６月初旬 のアペリティフの日に
ちなみフランスでも
人気の3品を

juin

Tarte au citron
レモンのタルト

暑くなりはじめる季節 に♪
さわやかなレモンのタルト

12月

décembre

8月

7月

Tour de France
gourmand

juillet

août

Far Breton
ファーブルトン

Ratatouille
ラタトゥーユ

＜ブルターニュ地方＞

カスタード風味のモチモチの
焼き菓子

Atelier Enfants
ちびっこシェフアトリエ

こんなことを学びます！
⌘ 食材の名前
⌘ 道具の名前
⌘ 料理時に使う動詞
⌘ 皆で協力し合うこと

＜コートダジュール地方＞
暑い夏に食べたい
野菜たっぷりの一品

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！
！
料理するよ
やりかたで
たり
っ
切
大人と同じ
を
菜
力して野
よ！
お友達と協
使って作る
オーブンを

e
e cuisin
Leçon d
tits
e
p
s
le
pour

miam m

【開講スケジュール】

1974年に設立された国立製パン・製菓の学校。学校は温暖で湿度が高いノルマンディー
地方のルーアンにある。世界にも名が知れた学校の一つであり、講師陣のレベルは高く
M.O.F.を持つ講師もいる。
また外国人向けの研修も積極的に行なっている。

場所
： Rouen
コース ： CAP Chocolatier Conﬁseur en 4 mois 1/2コース
授業期間 ： 約4ヶ月半（600時間）
授業料 ： 9398,80ユーロ〜9868,32ユーロ
（約132〜139万円）
＊CAP取得を目指すコース
＊通常、上記のコースに加え、一般教養のクラスも受講する必要あり。
一般教養のクラスは約4ヶ月
（66時間）
で約960ユーロ
（約14万円）

写真提供：ENSP
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Galettes des Rois
ガレットデロワ

日本でもすっかり定番になった
アーモンドのパイ

日時：土曜日 14h‒17h (月１回)
詳しい日程はHPをご覧下さい。
＊メンバー：3600yens (または１レッスン振替）
＊ビジター：3910yens
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。

iam ♡

【INBP】

＜ブルゴーニュ地方＞
クリスマスの定番
スパイスと蜂蜜のケーキ

Une cuisine est s nouvelle
toujour
ne !
quand elle est bon

mai

Pain dʼépice
パンデピス

ice
pain dʼép

＜バスク地方＞

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

場所
： Yssingeaux
コース ： CAP Chocolatier Conﬁseurコース
授業期間 ： 約8ヶ月
（1034時間）
授業料 ： 12200ユーロ
（約180万円）
＊CAP取得を目指すコース ＊通常、7月か9月からコース開始

フロマージュブラン、玉ねぎ、
ベーコンのピザのような料理

novembre

Bugne
ビューニュ

＜ローヌ＝アルプ地方＞

1984年にYves ThurièsとAlain Ducasseによって設立。学校はPuy-en-Velayから約
20分程の距離にあるお城の中にあり、
この街はユネスコの世界遺産にも登録されている。
パティシエ、
パン職人、
ショコラティエ、
ジャム、
アイスの職人を育成する学校。

失敗から生まれた
リンゴの逆さタルト

4月

3月

【ENSP】

Tarte ﬂambée
タルトブランベ

クロックマダムにも似た
アツアツのオーブン料理
アツアツのオー

・トリュフ

■チョコレートの歴史とは？？
固 形 のチョコレ ートが できるまで は 、チョコレ ートと言 え ば 飲
み 物 を 指した 。フランスで はココアのことを「 ショコラ・ショー
（暖かいチョコレート）
」
と言う。
英語で言う
「ホットチョコレート」
だ。
カカオは紀元前2000年頃から栽培が始まったとされ、当時はアメ
リカ先住民族の間で嗜好品や薬品として扱われた。地方によって
は貨幣としても使用された。当時の飲み方はトウガラシを入れるの
が一般的であったようだ。カカオはかの有名なコロンブスによって
ヨーロッパへと紹介され、スペイン人に好まれるようになった。彼
らはチョコレートの苦みを打ち消すためにトウガラシの代わりに
牛乳や砂糖を入れるようになり、ヨーロッパの王侯貴族や富裕層
にとって贅沢な飲み物として愛された。19世紀に至るまではチョコ
レートは飲料であったが、それ以降から固形のチョコレートが広
まった。19世紀後半にはチョコレートは家族的な小企業や職人に
よる生産から大企業による工場での大量生産へと移行し、価格が
下がり一般市民が気軽に楽しめる菓子となっていった。ちなみに、
チョコレートが日本に渡ったのは幕末頃と言われている。
今でもショコラショーの専門店に行くと稀にトウガラシ入りのものが
ある。
モダンで斬新な飲み方と思えるが、実はそちらがオリジナルだっ
たようだ。
（暖かく甘いショコラショーにぴりっとトウガラシが効いてい
て体が芯から暖まる。
M体験談。
）

Tarte Tatin
タルトタタン

＜ノール=パ・ド・カレ地方 ＞

オランジェット・フロランタン

(CC) Marc DUPUY

octobre

＜ソローニュ地方＞

2月

1月

ーショコラティエ留学ー

10月

9月

septembre

開催日

時間

レシビ

内容

1月24日
（土）

11h~12h50

Galette de blé noir complète
そば粉のガレット

みんな大好きそば粉のガレット。
ごは
んにもおやつにも♪

2月28日
（土）

11h-12h50

Curry au crevette et au coco
エビとココナッツのカレー

エビとココナッツ、
いつもとちょっと違
うカレーを作ってみましょう。

3月28日
（土）

11h-12h50

Poisson au velouté de légumes
魚料理 野菜のヴルーテソース

魚も野菜もおいしくいただけちゃう一
品を作ります。
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pétit

p
Bon a

参加人数：6名まで
＊メンバー：2570yens
＊ゲスト：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

Devenir le chocolatier ! フランス留学情報

■フランスで取得できるショコラティエの資格

せっかくフランスで勉強をするなら、
「目に見えるかたちで結果が欲しい！」。今回はショコラティエを目指す方が受験できる主な資格についてご紹介。
【CAP（chocolatier - conﬁseur）】
本誌ではおなじみになってきたCAP（セーアーペー）。
これは、
その分野の基礎知識を持っていることを証明できる国家資格。
その分野で職に就きたい場
合、
まずはこの資格を取得しよう。取得率80％の資格だが、
もちろんフランス語での受験なので外国人にとっては一つのハードルでもある。
（CAP取得コ
ースの一例）
：基礎テクニックを学ぶ→素材や道具および仕事の順序構成等について学ぶ→デコレーションやデッサンについて学ぶ→マクロビオティック
や食材等科学方面について学ぶ→フランス語や一般教養（数学や外国語等）
について学ぶ。

Le français de A à Z
フランス語教室

【MC（chocolaterie）】
CAP取得後、
スタージュ
（研修）
を含む1年間のMC取得コースを修了した者に与えられる資格。
スタージュ
では実際に営業しているショコラトリーで働く。長期の場合は給与が発生することもあり。

!

Bonjour

京都のフランス語教室 AJ-France

p.12〜14のお問い合わせは下記へ
AJ-France フランス語教室
Tel : 075-703-0115

(アージー・

フランス）
です！経験豊富な日本人・フランス人

Mail : ecole@aj-france.com
http://www.aj-france.com

講師が楽しくレッスンをしています。

通常のフランス語レッスン以外にもイベントやア

〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1
Gallery YOU

トリエレッスンなども行っています！

私たちと一緒にフランス語、
はじめてみませんか。

Leçon par Skype

Atelier des mamans

スカイプレッスン

アトリエ・デ・ママン

ス、
にフラン
これまで
、
アメリカ
、
コ
ッ
ロ
モ
から
各都市
日本の
を受けて
レッスン
！
ています
いただい

赤ちゃん
と一緒に
楽しくフ
ランス語
を
学びまし
ょう！
ママ同士
の交流も
♪

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ましょう！インター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」。
「近くに学校がない。」
「とにかくフランス語を話
す機会が欲しい！」
という方の他、通学と組み合わせてもご利用可能です。
フランス語教授法を熟知したプロの講師が、責任を持ってレッスンいたし
ますので、教室に通っているのと同じ感覚で学ぶ事が可能です。
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。＊条件は個人レッスンに準じます。

Savez-vous?

D’où vient le mot «Travail» ?
Travail (仕事)、
この言葉の語源はラテン語

の «tripalium» と言われています。
Tripalium

とは当時、拷問に使われていた３つの杭から
なる道具のこと。

Travail はもともと人が苦しんでいる状態を
意味する言葉だったのです。
それがつらい仕
事・労働へと意味を変え、現在のように仕事

全般を指すようになりました。分からなくもな

いような気がしますね。

ちなみに旅行という意味の英語の «Travel»

も同じ語源を持つそうです。拷問ではないに

しても旅にもトラブルはつきもの。
こちらも何
となく納得です。

フランス語教室として関西で最初にAJ-Franceが提案する子供と一
緒に受けられるフランス語レッスン。頑張るママの「学びたい！」を、力
強く応援します。育休を機に何かはじめてみたい方、
レッスンを通じ
て同じ立場の他のお母さん方と交流したい方、簡単なフランス語で
の子どもの歌を覚えたい方など、様々な目的のママ達がこのアトリエ
にいらっしゃっています。現役ママでもある担当講師が、小さなお子
様をもつママ達の参加を心からお待ちしてます♪ レッスン中の授乳、
おむつ替え、
ご飲食なども自由にどうぞ。
1レッスン90分 3ヶ月6回 ￥21600（入会金が別途必要です。)
＊同伴いただけるのは３歳くらいまでのお子様となります。
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【Brevet de Maitrise】
チョコレート職人になるための課程を全て修了した者に与えられる資格。
この資格を取得するには、CAP
取得後に約3〜10年の経験を求められる。
テクニックだけでなく、経営、管理、会社運営等についても学ぶ。
＊資格取得の流れとしては、CAP→MC→BMで取得するのが一般的。

担当Mの余談

〜ショコラショーの香り〜

今回、
ショコラティエの記事を作成するにあたりチョコレートに関する記憶を辿ってみたが、
これと言った出来事は見当たらなかった。2月14日は毎年普
段と変わらない一日を過ごすし
（バレンタインが誕生日という人に誕生日プレゼントを送ったことはある。）、
パリに約4年弱の間滞在していたにも関わ
らずサロン・ド・ショコラへ行くこともなかった。私の場合、
フランス、
チョコレートと言えば、PâquesでもMaison du chocolatでもなくパリのカフェで
飲むショコラショー（ココアのこと）
だ。
カフェによって味は違うが、
どこのショコラショーも日本の喫茶店 で出てくるココアとは少し違う気がする。また、
ショコラショー専門店の味とも違う。
（何が違うかと聞かれても説明はできない。。。）
パリのカフェのショコラショーは、軽すぎず濃厚すぎず。
コーヒー
を飲む事ができないので、寒い季節になるとカフェでは必ずショコラショーを注文した。冬のパリを思い出すと、乾燥した冷たい空気と一緒にショコラ
ショーの甘ったるく気怠い香りが鼻を掠める。

Annecyの語学学校をご紹介

IFALPES

IFALPESは、アヌシーの中心部から徒歩約
１５分、湖と山の間に位置する語学学校で、
世界中の約50カ国から毎月170〜200名
ほどの生徒を受け入れています。
この学校では、フランス語のレッスンだけで
なく、
「フランス語＋スキー」や「フランス語＋
お料理」
といったプログラムもあります。

Lyonの提携語学学校

inﬂexyon

Montpellierの提携語学学校
A découvrir !
offre spéciale des
écoles pour nos
lecteurs

Accent Français

受講登録期間３ヶ月
（１２週）
に
ご登録の方に、一つ星レストラン
ご登録下さった方に、
リヨン名物
Bottin Gourmand.の.Armand
のビストロ Bouchon Lyonnais
シェフのお料理レッスンをプレゼン
読者だけの留学特典！
のフルコース（ドリンク付 き）をプレ
ト！！Gault&Milauのtoque rouge
ゼント！リヨンの伝統的な家庭料理
( 赤いコック帽「) 世 界
のベストシェフ
や名物料理がサービスされるブッョン•リヨ
100」の会員でもある彼のレッスンは、受講者
ネ。その名を名乗るお店は数多くあります
に定評があるレッスンのひとつです。
この学校
が、ブッション協会に認証された正真正銘の
は1クラス最大10人の徹底した少人数制で、
Bouchon Lyonnaisは、
２０店しかありませ
とてもアットホームな雰囲気です。モンペリエ
ん。アンフレクションが吟味したBouchon
の街の中心街に位置しており、買い物にも交
Ly o n n a i sで、リヨンの食 文 化と賑やかな
通にも便利です。
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！！
AJ-France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。

フランスへの短期・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、
お好みでプランをご提案！
ワーキングホリデー、
コンペタンス・エ・タラン、
フリーラ
翻訳業務も承ります。
留学・翻訳サ
ンス、
研究者、
就労、
シェンゲンビザ等）
も安心サポート。フランス大使館指定の法定翻訳業者ですので、
ポートは、
お電話・メール・郵送などで可能なため、
日本全国どこでも対応可能。
また、
スタッフは全員留学経験者。経験豊富なスタッフがあなたの
【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
（予約制）
を！お電話もしくはホームページから希望日時
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あります。
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
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン
（3ヶ月以上）
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

¥30,000〜
¥30,000〜
¥65,000〜
¥35,000〜
￥4,000〜

お問い合わせは

tel 075-201-1530
sejour@france-ryugaku.com

※住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等もあり。
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http://france-ryugaku.com
AJ-France 坂(さか)まで
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Région de légendes et de héros

サヴォア地方を代表する二人のヒーローのおはなし

La Savoie, région de légendes et de héros parmi lesquels on trouve le célèbre personnage
historique rhônalpin Louis Mandrin (18ème siècle). Figure du folklore dauphinois, il demeure, dans les esprits, un « brigand au grand cœur » qui dérobait les riches et ne tuait jamais. Chef charismatique d’une bande de contrebandiers, sa gloire a pourtant duré moins de
deux ans, entre 1754 et 1755. C’est en Savoie (duché faisant partie, à l’époque, du Royaume
de Sardaigne) qu’il eut ses dépôts d’armes et de marchandises, se pensant ainsi hors d’atteinte des Français. Son aire d’inﬂuence en France va bien au-delà du Dauphiné et couvre
pratiquement toutes les actuelles régions Rhône-Alpes et Auvergne, la Franche-Comté, ainsi
qu’une partie de la Bourgogne. Sa mort à l’âge de 30 ans scelle un destin dramatique et forge une légende. Très populaire de son
vivant puis à l’époque de la Commune de Paris, Mandrin demeure, aujourd’hui encore, très célèbre en Dauphiné et en Savoie. En
2002, son nom est même donné à une bière grenobloise aux noix. Egalement très célèbre,
Pierre Terrail, seigneur de Bayard, est plus connu comme le chevalier Bayard «sans Peur et
sans Reproche», dénommé ainsi pour son courage légendaire. Sa vie est en effet à l’origine du
personnage du chevalier sans peur et sans reproche qui symbolise les valeurs de la chevalerie
française de la ﬁn du Moyen Âge. Il devient célèbre dès l’âge de 17 ans grâce à sa bravoure
et ses faits d’armes lors de toutes les guerres d’Italie qui seront menées par Charles VIII, Louis
XII et François Ier. En 1503, il s’illustre notamment en défendant le pont du Garigliano, seul
face à 200 Espagnols pour protéger la retraite de ses compagnons.

Concours de la meilleure galette aux amandes

Le-Journal 編集スタッフの
ちょっとひと息

pause café

ノエルが終わり年が明けると、
フランスでは lʼepiphanie (公現祭) に向け街中のパン屋さんやお菓子
屋さんに一斉にガレットデロワ
（アーモンドクリームのパイ）
が並びます。
そしてパリのあるイルドフランス地方では毎年1月にConcours de la meilleure galette aux
amandes (ガレットデロワコンクール) なるものが開催され、
味・パイ生地・焼き加減・全体のバランス
などを基準にチャンピオンが選ばれます。
フランスでは多くのお店で1月末頃まではガレットデロワを売っているので、
この時期にパリに滞在
される際は上位にランクインしたガレットデロワを食べ比べて見るのもオススメ。
シンプルなお菓子
なのに不思議とお店ごとに味に特徴があり、
なかなかおもしろいですよ。Galette individuelle とい
うおひとり様サイズや2〜3人用の小さいサイズもあるので、
ひとり旅の方でもご心配なく。(ただ残
念ながら、おひとり様用にはフェー
ブ * は入っていません。
)

ちなみに日本でも毎年、
クラブ・ドゥ・

JÍ ime la France

今フランスで活躍中の日本人の方からLe Journal読者へのメッセージ。
今回はヘアメイクアーティストの佐藤亜衣子さんからメッセージを頂きました。

Rencontre avec la France...

東京で美容師をやっていた頃、感性を磨くためにと日々映画を観てヘアスタイルの
勉強をしていました。初めはジャンルを問わず観ていたのですが、続けていくうちに
気付けばフランスのものばかり観るようになり、実際にフランスで映画のヘアメイク
をやってみたいと本気で思うようになったのが渡仏のきっかけです。

Puis, elle est partie en France..

パリにはボンジュールとメルシーしか知らずに来ました。知り合いもコネクションも
なく、本当にゼロからのスタートでした。
とにかく初めのうちは語学の勉強と人に会
う事を毎日しました。
同じ業界の人でなくても、私は”フランス映画のヘアメイクがや
りたくて来た”と会った人全員に話しているうちに、少しずつ仕事の紹介を頂く事ができました。渡仏し
て半年経った頃に、初めて短編映画のヘアメイクとパリコレでのヘアメイクをさせてもらった時の喜び
は今でも忘れません。一番の夢であるフランス映画（長編）
のヘアメイクは、
なかなか狭き門で、言葉の
壁も大きく、在仏１年目はたどりつけませんでした。
せっかく大きなチャンスを目の前にして、
ビザの問
題で涙をのんだこともあります。海外で外国人が働く事の厳しさを思い知らされました。
それでも諦め
ず、在仏２年目にして念願のフランス映画のヘアメイクを２本続けてさせて頂くことができました。公開
はまだ先ですが、
『IXCANUL』
と
『Les petites femmes de Paris』
（邦題未定）
という映画です。

«La France» quʼelle aime tant...

エッフル塔の凛とした姿が大好きです。辛い事があった時や迷った時、エッフェル塔をみると、情熱とや
る気に満ちあふれて渡仏した頃を思い出させてくれます。
あぁ、
私パリにいるんだ！と一番実感できる瞬間です。

Continuons à rêver...

夢は諦めなければ必ず叶う！
私が渡仏した時、言葉も話せず、
コネクションもなくやってきて
無理だろうと思っていた人も多々います。
もちろん自分の力だけ
でなくたくさんの周りの方々のおかげですが今のわたしがこう
やって夢のフィールドに立てたという現実が、少しでも何かのき
っかけになれば嬉しいです。

ラ・ガレット・デ・ロワ主催でコンテ
ストが行われており、優勝者は本場

佐藤 亜衣子
AIKO SATO

パリのコンクールに日本代表として
参加します。そして2014年の日本

へアメイクアーティスト
HAIR & MAKE UP ARTIST

栄誉を手にしました。

１９８４年生 まれ
２０１１年渡仏

東京都出身・パリ在住

代 表 は 1 0 位 に ラ ン ク イン す る
＊フェーブとはガレットデロワに忍ばせる
陶製のチャーム。
切り分けたとき、
これが当たった人はその日は王様
（王女様）
となり皆から祝福を受ける。

http://www.aikosato.net

亜衣子さんが
ヘアメイクを手掛けた映画

『Les petites femmes de Paris』
Slony Sow
(2014, France)
『IXCANUL』
Jaryo Bustamante
(2013, Guatemala)

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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サヴォア地方を代表する二人のヒーローのおはなし

La Savoie, région de légendes et de héros parmi lesquels on trouve le célèbre personnage
historique rhônalpin Louis Mandrin (18ème siècle). Figure du folklore dauphinois, il demeure, dans les esprits, un « brigand au grand cœur » qui dérobait les riches et ne tuait jamais. Chef charismatique d’une bande de contrebandiers, sa gloire a pourtant duré moins de
deux ans, entre 1754 et 1755. C’est en Savoie (duché faisant partie, à l’époque, du Royaume
de Sardaigne) qu’il eut ses dépôts d’armes et de marchandises, se pensant ainsi hors d’atteinte des Français. Son aire d’inﬂuence en France va bien au-delà du Dauphiné et couvre
pratiquement toutes les actuelles régions Rhône-Alpes et Auvergne, la Franche-Comté, ainsi
qu’une partie de la Bourgogne. Sa mort à l’âge de 30 ans scelle un destin dramatique et forge une légende. Très populaire de son
vivant puis à l’époque de la Commune de Paris, Mandrin demeure, aujourd’hui encore, très célèbre en Dauphiné et en Savoie. En
2002, son nom est même donné à une bière grenobloise aux noix. Egalement très célèbre,
Pierre Terrail, seigneur de Bayard, est plus connu comme le chevalier Bayard «sans Peur et
sans Reproche», dénommé ainsi pour son courage légendaire. Sa vie est en effet à l’origine du
personnage du chevalier sans peur et sans reproche qui symbolise les valeurs de la chevalerie
française de la ﬁn du Moyen Âge. Il devient célèbre dès l’âge de 17 ans grâce à sa bravoure
et ses faits d’armes lors de toutes les guerres d’Italie qui seront menées par Charles VIII, Louis
XII et François Ier. En 1503, il s’illustre notamment en défendant le pont du Garigliano, seul
face à 200 Espagnols pour protéger la retraite de ses compagnons.

Concours de la meilleure galette aux amandes
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ノエルが終わり年が明けると、
フランスでは lʼepiphanie (公現祭) に向け街中のパン屋さんやお菓子
屋さんに一斉にガレットデロワ
（アーモンドクリームのパイ）
が並びます。
そしてパリのあるイルドフランス地方では毎年1月にConcours de la meilleure galette aux
amandes (ガレットデロワコンクール) なるものが開催され、
味・パイ生地・焼き加減・全体のバランス
などを基準にチャンピオンが選ばれます。
フランスでは多くのお店で1月末頃まではガレットデロワを売っているので、
この時期にパリに滞在
される際は上位にランクインしたガレットデロワを食べ比べて見るのもオススメ。
シンプルなお菓子
なのに不思議とお店ごとに味に特徴があり、
なかなかおもしろいですよ。Galette individuelle とい
うおひとり様サイズや2〜3人用の小さいサイズもあるので、
ひとり旅の方でもご心配なく。(ただ残
念ながら、おひとり様用にはフェー
ブ * は入っていません。
)

ちなみに日本でも毎年、
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JÍ ime la France

今フランスで活躍中の日本人の方からLe Journal読者へのメッセージ。
今回はヘアメイクアーティストの佐藤亜衣子さんからメッセージを頂きました。

Rencontre avec la France...

東京で美容師をやっていた頃、感性を磨くためにと日々映画を観てヘアスタイルの
勉強をしていました。初めはジャンルを問わず観ていたのですが、続けていくうちに
気付けばフランスのものばかり観るようになり、実際にフランスで映画のヘアメイク
をやってみたいと本気で思うようになったのが渡仏のきっかけです。

Puis, elle est partie en France..

パリにはボンジュールとメルシーしか知らずに来ました。知り合いもコネクションも
なく、本当にゼロからのスタートでした。
とにかく初めのうちは語学の勉強と人に会
う事を毎日しました。
同じ業界の人でなくても、私は”フランス映画のヘアメイクがや
りたくて来た”と会った人全員に話しているうちに、少しずつ仕事の紹介を頂く事ができました。渡仏し
て半年経った頃に、初めて短編映画のヘアメイクとパリコレでのヘアメイクをさせてもらった時の喜び
は今でも忘れません。一番の夢であるフランス映画（長編）
のヘアメイクは、
なかなか狭き門で、言葉の
壁も大きく、在仏１年目はたどりつけませんでした。
せっかく大きなチャンスを目の前にして、
ビザの問
題で涙をのんだこともあります。海外で外国人が働く事の厳しさを思い知らされました。
それでも諦め
ず、在仏２年目にして念願のフランス映画のヘアメイクを２本続けてさせて頂くことができました。公開
はまだ先ですが、
『IXCANUL』
と
『Les petites femmes de Paris』
（邦題未定）
という映画です。

«La France» quʼelle aime tant...

エッフル塔の凛とした姿が大好きです。辛い事があった時や迷った時、エッフェル塔をみると、情熱とや
る気に満ちあふれて渡仏した頃を思い出させてくれます。
あぁ、
私パリにいるんだ！と一番実感できる瞬間です。

Continuons à rêver...

夢は諦めなければ必ず叶う！
私が渡仏した時、言葉も話せず、
コネクションもなくやってきて
無理だろうと思っていた人も多々います。
もちろん自分の力だけ
でなくたくさんの周りの方々のおかげですが今のわたしがこう
やって夢のフィールドに立てたという現実が、少しでも何かのき
っかけになれば嬉しいです。

ラ・ガレット・デ・ロワ主催でコンテ
ストが行われており、優勝者は本場

佐藤 亜衣子
AIKO SATO

パリのコンクールに日本代表として
参加します。そして2014年の日本

へアメイクアーティスト
HAIR & MAKE UP ARTIST

栄誉を手にしました。

１９８４年生 まれ
２０１１年渡仏

東京都出身・パリ在住

代 表 は 1 0 位 に ラ ン ク イン す る
＊フェーブとはガレットデロワに忍ばせる
陶製のチャーム。
切り分けたとき、
これが当たった人はその日は王様
（王女様）
となり皆から祝福を受ける。

http://www.aikosato.net

亜衣子さんが
ヘアメイクを手掛けた映画

『Les petites femmes de Paris』
Slony Sow
(2014, France)
『IXCANUL』
Jaryo Bustamante
(2013, Guatemala)

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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Devenir le chocolatier ! フランス留学情報

■フランスで取得できるショコラティエの資格

せっかくフランスで勉強をするなら、
「目に見えるかたちで結果が欲しい！」。今回はショコラティエを目指す方が受験できる主な資格についてご紹介。
【CAP（chocolatier - conﬁseur）】
本誌ではおなじみになってきたCAP（セーアーペー）。
これは、
その分野の基礎知識を持っていることを証明できる国家資格。
その分野で職に就きたい場
合、
まずはこの資格を取得しよう。取得率80％の資格だが、
もちろんフランス語での受験なので外国人にとっては一つのハードルでもある。
（CAP取得コ
ースの一例）
：基礎テクニックを学ぶ→素材や道具および仕事の順序構成等について学ぶ→デコレーションやデッサンについて学ぶ→マクロビオティック
や食材等科学方面について学ぶ→フランス語や一般教養（数学や外国語等）
について学ぶ。

Le français de A à Z
フランス語教室

【MC（chocolaterie）】
CAP取得後、
スタージュ
（研修）
を含む1年間のMC取得コースを修了した者に与えられる資格。
スタージュ
では実際に営業しているショコラトリーで働く。長期の場合は給与が発生することもあり。

!

Bonjour

京都のフランス語教室 AJ-France

p.12〜14のお問い合わせは下記へ
AJ-France フランス語教室
Tel : 075-703-0115

(アージー・

フランス）
です！経験豊富な日本人・フランス人

Mail : ecole@aj-france.com
http://www.aj-france.com

講師が楽しくレッスンをしています。

通常のフランス語レッスン以外にもイベントやア

〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1
Gallery YOU

トリエレッスンなども行っています！

私たちと一緒にフランス語、
はじめてみませんか。

Leçon par Skype

Atelier des mamans

スカイプレッスン

アトリエ・デ・ママン

ス、
にフラン
これまで
、
アメリカ
、
コ
ッ
ロ
モ
から
各都市
日本の
を受けて
レッスン
！
ています
いただい

赤ちゃん
と一緒に
楽しくフ
ランス語
を
学びまし
ょう！
ママ同士
の交流も
♪

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ましょう！インター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」。
「近くに学校がない。」
「とにかくフランス語を話
す機会が欲しい！」
という方の他、通学と組み合わせてもご利用可能です。
フランス語教授法を熟知したプロの講師が、責任を持ってレッスンいたし
ますので、教室に通っているのと同じ感覚で学ぶ事が可能です。
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。＊条件は個人レッスンに準じます。

Savez-vous?

D’où vient le mot «Travail» ?
Travail (仕事)、
この言葉の語源はラテン語

の «tripalium» と言われています。
Tripalium

とは当時、拷問に使われていた３つの杭から
なる道具のこと。

Travail はもともと人が苦しんでいる状態を
意味する言葉だったのです。
それがつらい仕
事・労働へと意味を変え、現在のように仕事

全般を指すようになりました。分からなくもな

いような気がしますね。

ちなみに旅行という意味の英語の «Travel»

も同じ語源を持つそうです。拷問ではないに

しても旅にもトラブルはつきもの。
こちらも何
となく納得です。

フランス語教室として関西で最初にAJ-Franceが提案する子供と一
緒に受けられるフランス語レッスン。頑張るママの「学びたい！」を、力
強く応援します。育休を機に何かはじめてみたい方、
レッスンを通じ
て同じ立場の他のお母さん方と交流したい方、簡単なフランス語で
の子どもの歌を覚えたい方など、様々な目的のママ達がこのアトリエ
にいらっしゃっています。現役ママでもある担当講師が、小さなお子
様をもつママ達の参加を心からお待ちしてます♪ レッスン中の授乳、
おむつ替え、
ご飲食なども自由にどうぞ。
1レッスン90分 3ヶ月6回 ￥21600（入会金が別途必要です。)
＊同伴いただけるのは３歳くらいまでのお子様となります。

ent
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を一緒にお祝
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めてガレットをご
情込
です！
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なジャンジャック
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作りが大好き
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菓子
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！
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ゃべ
おし
０時
と楽しく
みんなでワイワイ
（土）１８時〜２
日

17
： 2015年1月
●日時「エピファニー」
開始）
2015年もフランスの伝統行事
を一緒にお祝いしましょう♪
付
（17時より受
AJ-Franceに来るのが初めての方ももちろん大歓迎です
語教室
フランス！
E
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●場所 ： AJ-F
シードル付）
、
ット
日時 ： 2015年1月１７日
（土）
１８時〜20時
（17h30より受付）
00yens（ガレ
●参加費 : 10
場所 ： AJ-France フランス語教室
３０名
●定員 ：・
参加費 ： 1000 yens (ガレット
ワンドリンク付)
形式
●ポットラック
）
定員 ： 30名
お持ち寄り下さい
（お一人一品

●
●
●
●
● ポットラック形式（お一人一品お持ち下さい）

e.com
ole@aj-franc
お問合わせ・お申込みは
tel 075-703-0115
3-0115 / ec ／ ecole@aj-france.com
は tel 075-70
み
込
申し
お
・
お問い合わせ
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【Brevet de Maitrise】
チョコレート職人になるための課程を全て修了した者に与えられる資格。
この資格を取得するには、CAP
取得後に約3〜10年の経験を求められる。
テクニックだけでなく、経営、管理、会社運営等についても学ぶ。
＊資格取得の流れとしては、CAP→MC→BMで取得するのが一般的。

担当Mの余談

〜ショコラショーの香り〜

今回、
ショコラティエの記事を作成するにあたりチョコレートに関する記憶を辿ってみたが、
これと言った出来事は見当たらなかった。2月14日は毎年普
段と変わらない一日を過ごすし
（バレンタインが誕生日という人に誕生日プレゼントを送ったことはある。）、
パリに約4年弱の間滞在していたにも関わ
らずサロン・ド・ショコラへ行くこともなかった。私の場合、
フランス、
チョコレートと言えば、PâquesでもMaison du chocolatでもなくパリのカフェで
飲むショコラショー（ココアのこと）
だ。
カフェによって味は違うが、
どこのショコラショーも日本の喫茶店 で出てくるココアとは少し違う気がする。また、
ショコラショー専門店の味とも違う。
（何が違うかと聞かれても説明はできない。。。）
パリのカフェのショコラショーは、軽すぎず濃厚すぎず。
コーヒー
を飲む事ができないので、寒い季節になるとカフェでは必ずショコラショーを注文した。冬のパリを思い出すと、乾燥した冷たい空気と一緒にショコラ
ショーの甘ったるく気怠い香りが鼻を掠める。

Annecyの語学学校をご紹介

IFALPES

IFALPESは、アヌシーの中心部から徒歩約
１５分、湖と山の間に位置する語学学校で、
世界中の約50カ国から毎月170〜200名
ほどの生徒を受け入れています。
この学校では、フランス語のレッスンだけで
なく、
「フランス語＋スキー」や「フランス語＋
お料理」
といったプログラムもあります。

Lyonの提携語学学校

inﬂexyon

Montpellierの提携語学学校
A découvrir !
offre spéciale des
écoles pour nos
lecteurs

Accent Français

受講登録期間３ヶ月
（１２週）
に
ご登録の方に、一つ星レストラン
ご登録下さった方に、
リヨン名物
Bottin Gourmand.の.Armand
のビストロ Bouchon Lyonnais
シェフのお料理レッスンをプレゼン
読者だけの留学特典！
のフルコース（ドリンク付 き）をプレ
ト！！Gault&Milauのtoque rouge
ゼント！リヨンの伝統的な家庭料理
( 赤いコック帽「) 世 界
のベストシェフ
や名物料理がサービスされるブッョン•リヨ
100」の会員でもある彼のレッスンは、受講者
ネ。その名を名乗るお店は数多くあります
に定評があるレッスンのひとつです。
この学校
が、ブッション協会に認証された正真正銘の
は1クラス最大10人の徹底した少人数制で、
Bouchon Lyonnaisは、
２０店しかありませ
とてもアットホームな雰囲気です。モンペリエ
ん。アンフレクションが吟味したBouchon
の街の中心街に位置しており、買い物にも交
Ly o n n a i sで、リヨンの食 文 化と賑やかな
通にも便利です。
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！！
AJ-France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。

フランスへの短期・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、
お好みでプランをご提案！
ワーキングホリデー、
コンペタンス・エ・タラン、
フリーラ
翻訳業務も承ります。
留学・翻訳サ
ンス、
研究者、
就労、
シェンゲンビザ等）
も安心サポート。フランス大使館指定の法定翻訳業者ですので、
ポートは、
お電話・メール・郵送などで可能なため、
日本全国どこでも対応可能。
また、
スタッフは全員留学経験者。経験豊富なスタッフがあなたの
【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
（予約制）
を！お電話もしくはホームページから希望日時
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あります。
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
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン
（3ヶ月以上）
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

¥30,000〜
¥30,000〜
¥65,000〜
¥35,000〜
￥4,000〜

お問い合わせは

tel 075-201-1530
sejour@france-ryugaku.com

※住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等もあり。
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http://france-ryugaku.com
AJ-France 坂(さか)まで

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

Atelier de Cuisine
お料理・お菓子アトリエ

Séjour en France
フランス留学

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？
日本語での説明もあるので、
フランス語初心者でもOK！

トリュフ、
ガナッシュ、
ロシェにボンボン。寒い季節には恋しくなる甘いチョコレート。
パティシエの方、
お菓子作りが好きな方、
フランス流のチョコレート
作りを学びませんか？短期（3日間〜）
から長期（1年間等）
まで、様々なプランをご提案致します！

■ショコラティエとは？
ショコラティエとはパティシエの中でチョコレートを専門に扱う職
人のこと。
（日本では知名度が低かったがドラマ「失恋ショコラテ
ィエ」で周知のものとなったのではないかと思う。）チョコレート専
門店の多いフランスではショコラティエは古くから広く認知されて
いる職業だ。優れたショコラティエには国からM.O.F.（フランス国
家最優秀職人賞）が授与されることもある。チョコレートと一口に
言っても、一粒のトリュフから人の大きさ程のアーティスティックな
作品を作る職人まで様々なショコラティエが存在する。プロのショ
コラティエには、チョコレートについての歴史、風味、質感の相性、
加工テクニック等に関しての知識を求められる。
＊petit mémo： 女性の場合はショコラティエではなくchocolatière（シ
ョコラティエール）
と呼ぶ。

(CC) Fotos GOVBA

(CC) phalenebdlv

■ショコラティエになるのための学校／コースのご紹介

janvier

février

Coﬀret de St. Valentin
ヴァレンタイン・コフレ

Welsh
ウェルシュ

mars

avril
Gateaux basque
ガトーバスク

カーニヴァルの時に食べられる
サクサクの揚げ菓子

アーモンド入りクッキー生地 に
チェリーを入れて焼いたお菓子

5月

＜アルザス地方＞

welsh

11月

Lʼapéritif
アペリティフ

6月

６月初旬 のアペリティフの日に
ちなみフランスでも
人気の3品を

juin

Tarte au citron
レモンのタルト

暑くなりはじめる季節 に♪
さわやかなレモンのタルト

12月

décembre

8月

7月

Tour de France
gourmand

juillet

août

Far Breton
ファーブルトン

Ratatouille
ラタトゥーユ

＜ブルターニュ地方＞

カスタード風味のモチモチの
焼き菓子

Atelier Enfants
ちびっこシェフアトリエ

こんなことを学びます！
⌘ 食材の名前
⌘ 道具の名前
⌘ 料理時に使う動詞
⌘ 皆で協力し合うこと

＜コートダジュール地方＞
暑い夏に食べたい
野菜たっぷりの一品

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！
！
料理するよ
やりかたで
たり
っ
切
大人と同じ
を
菜
力して野
よ！
お友達と協
使って作る
オーブンを

e
e cuisin
Leçon d
tits
e
p
s
le
pour

miam m

【開講スケジュール】

1974年に設立された国立製パン・製菓の学校。学校は温暖で湿度が高いノルマンディー
地方のルーアンにある。世界にも名が知れた学校の一つであり、講師陣のレベルは高く
M.O.F.を持つ講師もいる。
また外国人向けの研修も積極的に行なっている。

場所
： Rouen
コース ： CAP Chocolatier Conﬁseur en 4 mois 1/2コース
授業期間 ： 約4ヶ月半（600時間）
授業料 ： 9398,80ユーロ〜9868,32ユーロ
（約132〜139万円）
＊CAP取得を目指すコース
＊通常、上記のコースに加え、一般教養のクラスも受講する必要あり。
一般教養のクラスは約4ヶ月
（66時間）
で約960ユーロ
（約14万円）

写真提供：ENSP
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Galettes des Rois
ガレットデロワ

日本でもすっかり定番になった
アーモンドのパイ

日時：土曜日 14h‒17h (月１回)
詳しい日程はHPをご覧下さい。
＊メンバー：3600yens (または１レッスン振替）
＊ビジター：3910yens
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。

iam ♡

【INBP】

＜ブルゴーニュ地方＞
クリスマスの定番
スパイスと蜂蜜のケーキ

Une cuisine est s nouvelle
toujour
ne !
quand elle est bon

mai

Pain dʼépice
パンデピス

ice
pain dʼép

＜バスク地方＞

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

場所
： Yssingeaux
コース ： CAP Chocolatier Conﬁseurコース
授業期間 ： 約8ヶ月
（1034時間）
授業料 ： 12200ユーロ
（約180万円）
＊CAP取得を目指すコース ＊通常、7月か9月からコース開始

フロマージュブラン、玉ねぎ、
ベーコンのピザのような料理

novembre

Bugne
ビューニュ

＜ローヌ＝アルプ地方＞

1984年にYves ThurièsとAlain Ducasseによって設立。学校はPuy-en-Velayから約
20分程の距離にあるお城の中にあり、
この街はユネスコの世界遺産にも登録されている。
パティシエ、
パン職人、
ショコラティエ、
ジャム、
アイスの職人を育成する学校。

失敗から生まれた
リンゴの逆さタルト

4月

3月

【ENSP】

Tarte ﬂambée
タルトブランベ

クロックマダムにも似た
アツアツのオーブン料理
アツアツのオー

・トリュフ

■チョコレートの歴史とは？？
固 形 のチョコレ ートが できるまで は 、チョコレ ートと言 え ば 飲
み 物 を 指した 。フランスで はココアのことを「 ショコラ・ショー
（暖かいチョコレート）
」
と言う。
英語で言う
「ホットチョコレート」
だ。
カカオは紀元前2000年頃から栽培が始まったとされ、当時はアメ
リカ先住民族の間で嗜好品や薬品として扱われた。地方によって
は貨幣としても使用された。当時の飲み方はトウガラシを入れるの
が一般的であったようだ。カカオはかの有名なコロンブスによって
ヨーロッパへと紹介され、スペイン人に好まれるようになった。彼
らはチョコレートの苦みを打ち消すためにトウガラシの代わりに
牛乳や砂糖を入れるようになり、ヨーロッパの王侯貴族や富裕層
にとって贅沢な飲み物として愛された。19世紀に至るまではチョコ
レートは飲料であったが、それ以降から固形のチョコレートが広
まった。19世紀後半にはチョコレートは家族的な小企業や職人に
よる生産から大企業による工場での大量生産へと移行し、価格が
下がり一般市民が気軽に楽しめる菓子となっていった。ちなみに、
チョコレートが日本に渡ったのは幕末頃と言われている。
今でもショコラショーの専門店に行くと稀にトウガラシ入りのものが
ある。
モダンで斬新な飲み方と思えるが、実はそちらがオリジナルだっ
たようだ。
（暖かく甘いショコラショーにぴりっとトウガラシが効いてい
て体が芯から暖まる。
M体験談。
）

Tarte Tatin
タルトタタン

＜ノール=パ・ド・カレ地方 ＞

オランジェット・フロランタン

(CC) Marc DUPUY

octobre

＜ソローニュ地方＞

2月

1月

ーショコラティエ留学ー

10月

9月

septembre

開催日

時間

レシビ

内容

1月24日
（土）

11h~12h50

Galette de blé noir complète
そば粉のガレット

みんな大好きそば粉のガレット。
ごは
んにもおやつにも♪

2月28日
（土）

11h-12h50

Curry au crevette et au coco
エビとココナッツのカレー

エビとココナッツ、
いつもとちょっと違
うカレーを作ってみましょう。

3月28日
（土）

11h-12h50

Poisson au velouté de légumes
魚料理 野菜のヴルーテソース

魚も野菜もおいしくいただけちゃう一
品を作ります。
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pétit

p
Bon a

参加人数：6名まで
＊メンバー：2570yens
＊ゲスト：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

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

les autres cours et ateliers その他レッスン＆アトリエ
コース
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
も可)

グループレッスン
超入門

グループレッスン
中級

内容

レッスン回数

入門から上級、
すべてのレベルに対応。
1回 55分
少しでもフランス語に興味 を持ったら
カウンセリング
ぜひお問い合わせ下さい。
時間も含む
（スカイプも可。）

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

1ヶ月4回
14400円
3ヶ月6回
22630円
テキスト代実費

3ヶ月10回

土曜日 14h15〜15h45
1月17、24、31
２月７、14、21、28
３月７、14、28

Adeline
Akiko

29830円
テキスト代実費

3ヶ月10回

土曜日 11h15〜12h45
1月17、24、31
２月７、14、21、28
３月７、14、28

Héloïse
Akiko

29830円
テキスト代実費

Akiko

14400円
テキスト代実費

100％自分のペースでフランス語を学
1ヶ月4回
びましょう。内容やテーマ、
スピードな
3ヶ月6回
ど思いのまま！話す力が身につきます。 1レッスン55分

受講者が選択

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。
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。

※途中入会ご希望の方は
レベルチェックをさせていただきます。

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・4金曜日 10h〜10h55
(日時変更の可能性あり)

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
12h〜12h55

Héloïse

14400円

お料理・お菓子ア
トリエ

詳細はp.13へ

月１回

土曜日 14h〜17h

JeanJacques

3600円
3910円
（ゲスト）

3ヶ月6回

第2・4土曜日 10h〜10h45
1月10日、24日
2月14日、28日
3月14日、28日

Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

土曜日 11h〜12h50
1月24日、2月28日、
3月28日

Yannick

2570円
3090円
（ゲスト）

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）

ちびっこシェフ
アトリエ

詳細はp.13へ

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。

3ヶ月6回

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〜

第2・4月曜日 14h〜15h30
※16hまで教室を開放。
（日時変更の可能性あり）

応相談

coucou!

※入会金：5150円別途必要。
お友達紹介の場合は2570円

そらのフランス旅行記2014
〜ルーアン〜

AJ-France代表Jean-JacquesさんとAkiko先生の愛娘そらちゃんが、楽しかったフランス旅行について
お話してくれました。
その様子をここでみなさまにちょっとだけご紹介いたします♪

こんにちは、
そらです。
１０月のフランス旅行の時に、はじめてフラン
スの託児所へ行ったよ。最初はとっても楽しそう！って思ったけど、
フ
ランス語ばっかりでよくわからなかったし、赤ちゃんがたくさんいて、
なんだか退屈になっちゃった。先生も «Cʼest non! (それはやっては
いけません！）
» とか他の子供をしかりつけてるしね。
2日目にはママと離れたくなくて、玄関の前で目を真っ赤にして泣い
ちゃった。3日目も4日目もね。幼稚園では、洋梨のクラフティを食べ
てたり、お部屋の中でシャボン玉をしたよ！5日目くらいからは行く

さん♪

もくば

いりの

おきに

ルーアンだい

せいどう

したくないものをそらが触ると Non!っていいながらつねる
し蹴るの。おもちゃを貸してもらう時はちゃんと «Tu peux
me le prêter? (それ貸してくれない？）
» とか聞いた方がい
いね。
マテオとはベットの上でピョンピョンしたりもして楽し
かったな。
またマテオに会えるかな。
マテオとお別れするの
がほんとうに寂しくて、
いっぱい泣いたんだ。
週末はパパの田舎にも行って、
た
くさんの親戚の人たちに会った
よ。
とくにジャンルーおじさんは

かの子供たちとも遊んで楽しか
ったよ！帰るときは寂しくて、や

んと

ジャンルーおじさ

おえかき

タイム☆

っぱりまた泣いちゃったんだ。早
くまた会いに行きたいな。
そら、日本も好きだけど、
フラン
スも大好きになったよ♡

t
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マテオとい
っぱいあそ
んだよ！

とってもやさしくて、いっぱい遊
んでくれたの。木の実をひろった
り、石をあつめたり。もちろんほ

21600円

1レッスンあたり
4725円〜お見積
フランス人
もり致します。
（交通費別途）

のが楽しくなってきたね。
フランス語のほうも、Oui とNon とCʼest
bon!とかは言えるようになったかな。

夕方からは、ホストファミリーの2才のマテオと公園に行っ
たり、
マロニエの木の実を拾ったりして遊んだよ。
マテオは
たくさんのおもちゃを貸してくれたけど、
まだ小さいから貸

ようちえんでおままごと

Akiko

そらです。
１０がつにパパと
ママといっしょに
フランスへいってきたの。
とっても
たのしかったよ！
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のしみ〜♥

よるのおた

Une expérience inoubliable ! フランスからのルポタージュ

Interview dʼun élève 生徒さんインタビュー

日本の癒しをパリへ

皆さんこんにちは。 8月上旬に渡仏して、現在はパリ15区で生活しています。私は京都で鍼灸あんま・マッ
サージ・指圧師だった経験を活かしてパリで整体をしております。私のVISAはプロフェッションリベラル
ビザです。現地では
「難しいと聞くけどよく取得できたね！」
と言われます。これはAJ様のビザ申請のため
の細やかなアドバイスのおかげだと思います。何度も何度も細部まで懇切丁寧にチェックして頂きありが
とうございました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
こちらに来てから、
プロフェッションリベラルの
滞在許可証でフリーランスでパリを拠点にヨーロッパ各地を飛び回り活躍されている美容師やデザイナ
ー、
アーティストの方々に出逢いました。皆さんイキイキと仕事をされていて、
いい刺激を頂いています。
● パリでの生活 ●
さて、パリでの生活でいちばん感動しているのが食べ物の美味しさで
す。特に農産物、酪農は素晴らしいです。朝市のマルシェの野菜は新鮮
でお値段も嬉しいです。写真の山盛りのトマトなんと1ユーロ！！我が
家の食卓は新鮮な野菜や果物が主役です。そこにソーセージや生ハ
ム、少しの(！？)ワインで外食に行かなくてもとっても豪華になります。
あらためて食料自給率の大切さを考えさせられる思いです。
パリでもう一つ感動しているのは子供を大切にするところです。
フラン
スは先進国で唯一出生率が2を越えている国でベビーラッシュです。街
はとにかく赤ちゃんと妊婦が多いです。私達にも娘(1歳9ヶ月)がいる
のですが電車やバスに子連れで乗車すると必ず席を譲ってくれます。
強面なお兄さんでも例外なく席をゆずってくれますよ
（笑）
そして公園が
素晴らしい！近所の公園はエッフェル塔が見える芝生の美しい公園で
老若男女の憩いの場になっています。設置されている遊具などは安全

な設計になっていて安心して子供を遊ばせることができます。
● 大変なこと ●
しかし生活面を整える手続きは四苦八苦です。銀行口座の開設、
インターネットや携帯電話の契約など生活面のインフラを整えるだけでも精

一杯でした。歩いて5分の郵便局から郵便物が届くのにも非常に時間がかかります(苦笑) 現地の友人に手伝ってもらったおかげで各種手続
きはスムーズでしたが実際にパリに入ってみないと分からないことも色々あることを実感しています。わからないことを一つ一つを乗り越えて
行くところに海外生活の醍醐味があると思って楽しんでいます。
● これからの目標 ●
これからの課題の一つは仕事の

合間を見つけて語学の習得をす
ることです。渡仏前に集中的にう
けたAJフランス語レッスンで勉
強した内容は現地で買い物をす
る時などそのまま活かすことがで
きたのでとても有意義だったの
で皆様にもオススメいたします。
それでも語学力をまだまだ伸ば
していく必要性をひしひしと感じ
ていますのでがんばりたいです。
パリにご旅行に来られるときはぜ
ひお声がけ下さい！

私とフランス語

今回は当社のビザサポートサービスを利用してプロフェッション
リベラルビザを取得、
８月にご家族で渡仏、
パリで整体師として
ご活躍中のTAKENAKA Hirakuさんをご紹介。

- le français et moi -

今回は大谷大学博士課程に在籍中の絵仏師・中村美希さんにお話を伺いました。
大学で宗教学を学んだ後、
ネパールへ。
7年間にも渡り仏画を学び帰国。
現在は大学院に通いながら絵仏師として活動されて
いるという異色の経歴をお持ちです。
そんな美希さんがフランス語の勉強を始められた訳とは・
・
・。

● フランス語を学ぼうと思ったきっかけは？ ●

私のチベット仏教への興味が３人のフランス人によるところが大き

いと言ったら意外に思われるかもしれませんが、
フランスとチベット
仏教は古くから関わりがあるんですよ。今では世界各地でチベット仏

教の研究がされていますが、
１９７０年代頃まではチベット仏教の研

究と言えばフランスだったんです。私の通う大谷大学の大先輩でフラ

ンス国立科学研究センター・ディレクターの今枝由郎先生（現在はフ
ランス国籍）
もそのためにフランスへ留学されました。 そして元オペ

ラ歌手で、
結婚して数年後になんと１４年間の単身の旅に出たチベッ

ト仏教学者であり、
冒険家、
チベット仏教修行者でもあるアレクサン
ドラ・ダヴィッド＝ネールも私に影響を与えた一人です。

私自身はネパールのカトマンズ郊外ボタナートにあるシェチェン僧
院で６年間仏画の勉強をしたのですが、そこには、分子生物学の博

士号を持つチベット仏教の僧侶マチュー・リカールをはじめとするフ

ランス人の僧侶やスタッフがたくさんいました。
この僧院にはフラン
ス人の僧侶が建てたクリニックも併設されていて、
そこでもフランス

人医師や看護士が働いています。
ここでは、貧しい家庭の人たちには無料で治療をしてあげたりもしています。実は１２年以上前からフランス語を
学びたいという気持ちはあったのですが、
今年になってようやく始めることができました。

● Mikiさんから見たフランスとは？ ●

フランスへはこれまで二度、
パリとボルドーへ行ったことがありますが、観光目的だったので特に深く印象に残っていることは少ないです。
ただ、
こ

れまでフランス人と接してきた中で感じたのは、
フランス人は
「会話したがるオタク」
ですね。興味を持ったことはとことん追及する。
日本人も
「オタ

ク」要素は強いと思いますが、
タイプが違います。
日本人はどちらかというと、文献を読んで研究したりする方が得意ですよね。
でもフランス人は知
識を広げるために、
とにかく人と交流して学んでいくように思います。
もちろん、
そうでないフランス人・日本人もいますけどね。

● フランス語を勉強していて難しいと思うことは? ● 日本語にはない男性形・女性形の区別だったり、
動詞の活用が多いこと、
発音
（特に
「ｒ」
）
が難

しいです。
それから、英語と似ている部分があり、
でも同じではないので頭の中で混ざってしまうことですね。
● 今後の目標は? ●

Monsieur TAKENAKA Hiraku
渡航先 : パリ
ビザ : プロフェッションリベラル
【TAKENAKAさんの滞在費用の内訳】
＊住居費：約２１万円/月
＊現地生活費：約１２万円/月
＊交通費：１ヶ月約1万円/２人
＊初期費用
航空券約12万円/１人
海外旅行保険12万円/１人
空港から家までの送迎約8000円/１台

Fromagerie ANDROUETのカフェプリン♪

話すことで知識を広げていきたいです。
あとは、大学の授業が少し落ち着
く春休みくらいにフランスへ行けたらいいなとも思っています。
絵仏師 中村美希
1978年
1999年

京都府生まれ 三重県育ち

初めてブータン・ネパールを訪れる
（大谷大学研修旅行にて 2000年中退）

2001年 四国遍路を徒歩で巡拝し、高野山にて満願成就する

2002年 ネパールのカルマ・トゥプテン師の下でチベット仏画を学び始める

ANDROUET Cambronne
93, rue de Cambronne
75015 Paris
TEL 33 1 47 83 32 05

HIRAKU SEITAI
竹中 啓
06 38 43 87 07
hirakuseitai@gmail.com
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言ってもフランス人とたくさん話し、
「会話したがるオタク」のように人と

読者のみなさまへのパリで
のオススメをお聞きしたとこ
ろ、
「近所のチーズ屋さんが
最高にフレッシュで、
そこの
カフェプリンが絶妙です！」
と教えて下さいました。
パリへ行かれる際にはぜひ
お試しを♪

日本人らしいきめ細かな施術をいたします。
パリに来られるときにはぜひお声がけ下さい。

http://www.hirakuseitai.com/

フランス語で書かれたチベット仏教の本を読んでみたいです。
そして、何と

TAKENAKAさんのお気に入り

2004年 シェチェン寺内ツェリン・アートスクールに入学
2010年 同校卒業
2013年
9月に行われたMikiさんの個展の様子。
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現在

細密画の学士を取得

高野山大学大学院修士課程終了

大谷大学大学院博士後期課程在籍

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
〒441-1331 愛知県新城市庭野字東萩野20
090-7858-1861（ 10：00 〜 18：00 ） info@les-fees.net
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Qu’est ce que c’est ? これなんですか？
『Le Dégrafeur』 ホチキス針リムーバー

フランスのホチキス針リムーバー。
日本でよく見かけるものとはちょっと違いクラシックな
形をしていますね。意外にきれいに外れ、AJ-Franceのアシスタントたちも愛用中♪

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

Apparu vers 1980, le dégrafeur ou ôte-agrafes est un ustensile de bureau servant à retirer les agrafes mises dans un document rapidement les
agrafes en toute simplicité. Facile dʼutilisation Convient pour tous types
dʼagrafes. Le terme dégrafeuse est aussi parfois utilisé.

フランス生活のプチカルネ N°7 【パン屋さんで使えるフランス語 】

フランスへ行けば必ず立ち寄るパン屋さん。
日本ではフランスパンという呼び方が一般的ですが、
実はフランス語では”baguette
（バゲット）
”と
言います。
（ちなみにお箸や指揮棒なども同音異義語）
。
今回はパン屋さんで使えるフランス語をご紹介します！
☆ステップ1☆
まずはお店に入ったら挨拶。
・Bonjour! →こんにちは！
・Bonsoir! →こんばんは！

☆ステップ3☆
最後も必ず挨拶をしてお店を出よう。

・Merci beaucoup! →ありがとうございました！
・Bonne journée! →よい一日を！
・Bonne soirée! →よい夜を！

☆ステップ2☆
次はパンを注文。

・Une baguette, sʼil vous plaît. →フランスパンを1本下さい。
・Je voudrais un pain de campagne bien cuit. →よく焼けたパンドゥカンパーニュを一つ下さい。
・Vous avez des croissants aux amandes? →アーモンドクロワッサンはありますか。
・Est-ce que vous pouvez me le couper en tranche? →スライスできますか。
・Un sac, sʼil vous plaît. →袋を一枚下さい。
・Ça fait combien? →おいくらになりますか。
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I M A HOTELS
暮らす気分で in パリ & フランス

La région idéale pour les gourmands

サヴォア地方はおいしいものの宝庫！とりわけチーズを使った料理が豊富で、街中のレスト
ランで食べることができる。
もちろんチーズ以外にもおいしいものがたくさん！ここではその
いくつかをご紹介しよう。

< Plat ‒ お料理 >

● ラクレット / Raclette

直火または専用の器具で溶かしたチーズをジャガイモなどに絡めて食べる、
フランスの冬

の定番料理。
あの名作『アルプスの少女ハイジ』の食事シーンにも登場している。
● タルティフレット / Tartiﬂette

ルブロションチーズ(AOP)とジャガイモ、玉ねぎ、ベーコンなどのグラタン料理。
● サヴォア風チーズフォンデュ / Fondue savoyade

サヴォア地方を代表する3種のチーズ（ボーフォール、グリュイエル、エマンタール）からつ
くられるチーズフォンデュ。

< Fromage ‒ チーズ >

ルブロション、
アボンダンス、
トム・ド・サヴォア、ボーフォー
ル、
ブルードテルミニョン、
エメンタールなど。

< Charcuterie - 豚肉加工製品 >

ソーセージ、
ハム、
サラミなど。

< Dessert ‒ デザート >

● ビスキュイ・ド・サヴォア

サヴォア型というお城をイメージした独特の型で焼き上げ
るお菓子。外側は香ばしく、中はふんわり。仕上げに粉砂
糖をふった姿はアルプスの山の姿のようにも見える。
● ブリオッシュ・サン・ジュニ

プラリネロゼが入ったブリオッシュ。今ではリヨンのブー
ランジュリーでよく見かけるが、サヴォア地方のサン・ジュ
ニ・シュール・ギエールという町が発祥。
● ビューニュ

カーニヴァルの時に食べられる粉砂糖をまぶした揚げ菓子。
ふわふわ生地の Moelleuses と主にリヨンで見かける薄い生地の Craquantes の
２種類ある。
またフランス各地に同じような揚げ菓子があり、
メルヴェイユ、
オレイエット、
ビニョン、
ボトローなど地方により呼び名が異なる。
※３月のお料理・お菓子アトリエではこのビューニュを 作ります。素朴だけどクセになるお菓子、
ぜひ一緒に作りませんか？詳しくはP１３をご覧下さい。

Les personnalités liées à Annecy

●Jean-Jacques

Rousseau

言わずと知れた１８世紀フランスで活躍した思想家・哲学者。ジュネーブで生まれたが、青年期をアヌシーで過ごした。
彼の人生に大きな影響を与え、
自叙伝「告白」にも登場するヴァラン夫人と出会ったのもこの地。現在でも彼ゆかりの
場所が数々残されている。
●André

Dussollier

名前を聞いてピンと来ない人でも彼の声は聞いたことがあるかもしれない。数々の映画に出演しているフランスのベ
テラン俳優のひとりだが、
あの名作「アメリ」
ではナレーターとして登場している。

La ville aux 4 ﬂeurs

フランスを訪れたことがある人なら誰もが街の至るところに花が飾られた美しい街並みに出会った
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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ことがあるのではないだろうか。
実はフランスには Villes et villages ﬂeuris という、
その名の通り花が美しい街・村の格付けをす
るコンクールがあり、最高ランクの自治体は４ツ星ならぬ「4ﬂeurs（４ツ花）」
に認定される。
２０１４
年２月に行われた２０１３年度のコンクールの結果、4ﬂeursを手にしたのは２２３の自治体。
アヌシ
ーのあるオート・サヴォア地方ではアヌシーを含め５つの自治体が 4ﬂeurs の称号を手にしている。
このコンクールは観光省が、花による自治体の緑化促進を目的に１９５９年にはじめたもの。
こうい
ったプロジェクトは一見、観光客誘致だけのために行われているように思われるかもしれない。
しかし、
この Villes et villages ﬂ euris は住民の生活の質
を向上させることも目的としている。確かに花がいっぱいの
街、住民も観光客も皆が明るい気持ちになれそうだ。
参考URL http://www.villes-et-villages-ﬂeuris.com/

(CC) Moonik
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Annecy アヌシー

私たちが思い浮かべるアルプスの景色そのものの街アヌシー。実はその歴史は古く、世界遺産に
も登録されている
「湖上住居群遺跡」
がつくられた新石器時代にまでさかのぼる。
その後も歴史
上重要な位置にあったこの街について少しご紹介しよう。

Bien connue pour son lac et ses canaux, la ville d’Annecy ne se résume pourtant pas à ceux-ci. C’est aussi une ville dynamique avec une
culture et une histoire très riche.
L’un des événements annuels majeurs de la ville est le «Festival International du Film d’Animation d’Annecy». Créé en 1960, il réunit
pendant le mois de juin des ﬁlms d’animation, courts ou longs, venant
de tous les pays, dans une compétition qui doit distinguer les meilleures
productions de l’année écoulée. Dans le palmarès de ce «festival de
Cannes de l’animation», on trouve bien entendu quelques ﬁlms japonais comme Porco Rosso ou Pompoko du studio Ghibli. De plus, en
parallèle du festival, le «Marché International du Film d’Animation»
réuni les professionnels du secteur aﬁn de participer au développement
de l’animation.
Le château d’Annecy, qui surplombe la ville, est un très ancien château
fort construit à l’origine pour surveiller la route menant à l’Italie. Il
était habité par les comtes de Genève et fut successivement détruit par
des incendies puis reconstruit avant de devenir la propriété de la ville
et d’être reconverti en musée.
La caractéristique principale et la chose qui fait le charme d’une ville
comme Annecy reste son lac. Ce lac, dont la superﬁcie fait environ 40
kilomètres, est parfois appelé le «lac bleu» de par sa propreté exceptionnelle. Un autre événement incontournable est la «Fête du lac», se
déroulant le premier samedi du mois d’août et étant le cadre du plus
grand feu d’artiﬁce d’Europe.
Alors vous aussi, si vous voulez proﬁter d’un cadre exceptionnel et
calme, au milieu des montagnes, rendez-vous à Annecy!

Gratin dauphinois
フランス南東部ドフィネ地方の郷土料理、
じゃがいもをたっぷり使ったホクホクのグラタン。
とてもシンプルなのに美味しくてジャンジャック家でも大人気のメニューだそう。

Préparation :

Ingrédients :

◆ 800 g de pomme de terre
◆ 50 cl de crème fraîche (30+20)
◆ du lait
◆ 1 grosse noix de beurre
◆ 2 gousses d’ail ◆ sel, poivre, noix de muscade

Préparez tous les ingrédients pour réaliser ce gratin dauphinois. Préchauffez votre four à 180°C. Frottez à l’ail
un plat en terre puis beurrez-le.
Faire cuire les pommes de terre dans du lait jusqu’à ce
qu’elles soient tendres.
Déposez un niveau de pommes de terre coupées en tranches pas trop ﬁnes, ni trop épaisses, bien partout au fond
du plat (en une couche donc). Ajoutez par dessus du sel
et du poivre.
Recommencez l’étape précédente (couche de pommes
de terre, sel, poivre) autant de fois que nécessaire jusqu’à arriver aux 3/4 du plat.
Versez ensuite la crème aﬁn de recouvrir les pommes
de terre. Mettez au feu jusqu’à ce que le dessus soit
gratiné.

Petit Mémo 【gratin】

誰もが知っている
「グラタン」。
この言葉はgratter（掻き取る）
から来ているそう。鍋の底のおこげを掻き取って食べたら美味しく、
これが調理法の一つに
なったのだそう。
おこげが美味しいという感覚、
日本人にも共通していますね。

Lac dʼAnnecy

あのポール・セザンヌもLe lac bleu (青い湖)として描いたアヌシー湖。今から約
18000年前にアルプスの氷河が溶けてできた湖で、その面積は、スイス・フランス
の2カ国にまたがるレマン湖を除けば、フランスで第2の大きさ。ヨーロッパで最
も透明度の高い湖として知られているが、かつては水質汚染がひどく危機的な状
態だった。この危機を救ったのが1946年この地に開業した外科医Paul-Louis
Servettaz。ダイビングが趣味だった彼はアヌシー湖に潜るのが楽しみのひとつだ
ったが、湖がひどく汚染されていることに気付くことになる。
というのも、当時は下
水設備もなく生活排水がすべて湖に流れだしていたのだ。この状況を目の当たり
にした彼は１０年にも渡り水質改善を呼びかけ、
ようやく下水設備が整えられた。
「フレンチアルプスに嵌 め 込まれたエメラルド」とも表 現されるアヌシー 湖 、
その美しさが 保たれているのは人々の努力の結 晶によるものだということは
意外と知られていないかもしれない。

Pont des Amours

アヌシー湖から運河への入口にかかる Pont des Amours、日本語で言うと
「愛の橋」
という名を持つこの橋には多くの恋人たちが訪れる。その名の由来は、
恋人たちの待ち合わせによく使われた体とか、または娼婦との出会いの場だった
からだとか 諸 説 ある。この 橋 の 上 でキスをしたカップルは 永 遠 に 結 ば れる
という伝説もあるようだ。
さて、この橋はもともと１８４５年にサルディーニャ国王Charles Albert de
S a v o i e の来 訪 時に作られた木 製 の 橋だった。その 後１８５９年 、C l a u d e
Grandchamp により鋳鉄の3連アーチ橋が作られたが、船の通行の妨げになると
いう理由で取り壊されることになる。
そして１９０７年に Charles Gallettoの手に
より現在の鉄製の橋が完成したのである。
-4-4-

(CC) Digitalyeti
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en francais c’est plus sympa !

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

欧明社 -OMEISHA-

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。

Annecy

〒102-0071

東京都千代田区富士見2-3-4
Le français, ce nʼest pas uniquement cours, devoirs, gramTEL: 03-3262-7276（代)
maire et conjugaison. Cʼest aussi les voyages, le rêve et la
E-Mail: info@omeisha.com
gastronomie. Amusez-vous en lisant des livres, des contes
HP: www.omeisha.com
ou des BDs, en regardant des ﬁlms ou encore en cuisinant
et enrichissez votre vocabulaire français !!!
こちらでご紹介した学習ツールは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪

JOUONS A LA CONJUGAISON
PAR LES MOTS CROISES

BESCHERELLE 1 MINUTE PAR JOUR

販売価格 ： 2,246円(内税)

販売価格： 2,333円(内税)

動詞活用表の有名ラベル、ベシ
ュレルから出ている万年カレンダ
ー。ただし、普通のカレンダーで
はありません！１日１ページ、間
違いやすい用例と解説で動詞活
用を復習できる万年カレンダー
なのです。毎日カレンダーを見る
ように確認することで無理なく
勉強できそうですね。

現在形から条件法、接続法まで
動詞活用形で埋めていくクロス
ワード。動詞の活用を覚えるのに
苦労している方に！８歳から１２
歳までの子供向けですが、大人で
も楽しく勉強できそうです。
巻末に回答もついています。

ANNECY
アヌシー

横浜市戸塚区吉田町24-1
REK Hills 1F
TEL：045-871-1705
アクセス
JR東海道線「戸塚駅」
横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚駅」
徒歩3分
徒歩
定休日：月曜日、第1・3火曜日

Brasserie

Lunch 11:00～15:00(L.O.14:00)
Dinner 17:00～22:00(L.O.21:00)
※金、土、祝前日は23:00まで(L.O.22:00)

http://www.brasserie-amour.com/

地元戸塚で採れた野菜などこだわりの食材。
栄養士とジュニア野菜ソムリエが創り出す、身体にも心にも美味しい南仏料理。
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ボンジュール、
フランス。
スイス、
イタリアとの国境にほど近い街アヌシー。
アルプスのベニスともいわれるこの街のシンボルはヨーロッパ一の透明度を
誇るアヌシー湖とその向こうに広がる山々、
そして運河沿いに色とりどりの花が飾られた旧市街。
美しいアルプスの景色を眺めながら湖畔で恋人と愛を語るのもよし、
一人のんびりと旧市街を散策しながらこの街の長い歴史
に想いを馳せるのも悪くない。

Annecy, ville de montagne, proche de la Suisse et de l’Italie est appelée la Venise des Alpes avec ses canaux
et ses ruelles médiévales entrelacées. Elle est surtout connue pour son Lac dont les eaux dépoulluées depuis
les années 60 sont magniﬁques de transparence. La ville a obtenu en 2003 le label des «Villes et Pays d’Art et
d’Histore».
-3-

«On ne s’egare point par ce qu’on ne sait pas, mais par ce qu’on croit savoir.»
私たちは無知によって道に迷うことはない。

LE JOURNAL
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VOUS AIMEZ LA FRANCE

自分が知っていると信じることによって迷うのだ。

Jean-Jacques Rousseau
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Jʼaime la France「ヘアメイクアーティスト 佐藤亜衣子」
フランス語教室案内 Skypeレッスン・アトリエデママン

お菓子・料理アトリエ

Interview dʼun élève わたしとフランス語「絵仏師

中村美希」

Quʼest-ce que cʼest ? 「Le Dégrafeur」
フランス生活のプチカルネ パン屋さんで使えるフランス語
レシピ・ア・ラ・モード「Gratin dauphinois」

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】

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！

おすすめ！フランス語学 習ツール

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-

「Le Journal」
のご提示の上、
お食事の方にグラスワイン一杯サービス！

LE JOURNAL 配布リスト

【京都府】
●京都市
＜北区＞

Café salon 北山店 ★
CAVA ★

ネイルサロン北山アリューム ★
ロイヤルボディコンシャス ★
S-Beaut ★
Les amoureuses ★
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) ★
ピッツェリアバールシンパティア ★
アンヌ・モネ 京都店 ★
ラ・ドログリー京都北山店 ★
Hair studio A.R.S
Happy Graphic Gallery
amelie
Alphabet
APA KABAR?
CIRCUS COFFEE
Charme kitayama
Tocoha

mechant Loup
kolme kyoto
Café kosci
A table

チャコット 京都店
Café independant
ラジオカフェ株式会社
京都芸術センター
有限会社クラフトボックス
フレンチキュイジーヌ ティアレ
和雑貨 鈴木松風堂
シナモ
Coﬀee&Pancakesサラサ押小路
さらさ3
サラサPausa麩屋町
さらさ花遊小路
椿姫（町家サロン）
Taiwa 京都調理師学校
料理教室 アンパルフェ
新風館
chocolat
石川工業
-手作りお菓子 道具・食材の店
Cafe de Naiki

＜下京区＞

INOBUN 四条本店

COM
OKIDOKI北山店
ROSE MARY
THE BURGER COMPANY
洋食屋パセリ
賀茂窯
さらさ西陣
京都ゴルフ倶楽部
京都産業大学
Belleピアノ教室
WORLD1 京都北山店
北山ランタン
Radio Bagel
小佐々歯科
La Porte du Ciel Bleu
大谷大学グローバルスクエア
左京区
京都府立大学
くみこアレルギークリニック ★
INOBUN 北山店
Evantail
La muse
太陽カフェ
Alsace
Ma cantine
Farafel garden
猫町カフェ
ガケ書房
恵文社一乗寺店
ノートルダム女子大学
京都造形芸術大学
細見美術館
ガーデンミュージアム比叡
パン工房RK
printz
よしだデンタルクリニック
LINDEN BAUM
Be-baba
la voiture
カフェ日杳

a peu pres
Café marble
aux bacchanales
raisin
eﬁsh
petit japonais
brasserie Cafe Onze
京都シネマ
プチロール
PYLONES 烏丸
Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)
nao炬乃座
カフェトラベラーズハイ
LA BARAKA
フレンチ食堂 nico

＜上京区＞

Café Frosch
Bon Bon Cafe

アクエリエル京都 ★
同志社大学今出川キャンパス
Cafe1001
1.2.3 Un.Deux.Trois

＜南区＞

みなみ会館
西京区
雑貨店おやつ
京都市立芸術大学
東山区
Le pique-assiette
cafe Green

<伏見区>

くいな橋しばたデンタルクリニック
Tea&Life

●京田辺市

同志社女子大学
京丹後市
(有)丹後ジャージー牧場ミルク
工房 そら
木津川市

京都大学大学院文学研究科

ヨシキデンタルクリニック

montique

Dans La Foret

（フランス語学フランス文学研究室） ●京丹波町

＜中京区＞

osteria bastille ★

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
Grenier dʼor
bouchon
Chez Luc

【奈良県 】
●奈良市

Mardi Mardi
絵本とコーヒーのパビリオン
和モダンキッチン Nico Style

●生駒市

ケリノスギャラリーカフェ
リンカネ ★

●明日香村

コッコロカフェ

●曽爾村

曽爾高原ファームガーデン

【滋賀県 】
●大津市

mado cafe

敬称略・順不同 ★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

【静岡県】

●明石市

株式会社プラネットリビングなぎさ

●静岡市

モンテメールバレエ

WARMS

●西宮市

ブルーベリーフィールズ紀伊国屋
パン工房モグモグ

FioreBalletStudio

●大阪市
＜北区＞

●福知山市

【大阪府】

Café du SOLEIL

Viloet

【愛知県】

petite clochette プティクロ

●名古屋市
<中区＞

【北海道 】

テアトル梅田

●札幌市

スピリットヨガ

猿cafe 栄店

石の蔵はやし

カフェ実身美

salon & D＋design associates

●函館市

国立国際美術館

SEANT

学校法人 野又学園 函館自動車学校

雑貨店カナリア

名古屋コミュニケーションアート専門学校

【青森県 弘前市】

graf
JAMPOT

pâtisserie AZUR

デスティネ

Vin nature Mazenta
ワールドバリュー・ツアーズ

東北大学

＜淀川区＞

＜千種区＞

【東京都 】

十三シアターセブン

＜西区＞

＜渋谷区＞

覚王山のチーズ屋さん メルクル

LeCordonBleu Japan Tokyo

名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室

早稲田大学 フランス語フランス文学コース

Book Gallery トムの庭

欧明社

metsä

Zanny

roomoon

kususu

エスモード東京 (ファッションの学校)

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
北堀江CHARBON

＜中央区＞

アロマカルチャースクール大阪 ★
プリデリグラフィックラボ

＜新宿区＞

ﬁka.

＜千代田区＞

Mirabelle

＜世田谷区＞

Le Plaisir du pain

株式会社studio y

<瑞穂区＞

シェソア フランス菓子教室

名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科

ベロボディア

わいん商アン・ベロ

CAFE BIGOUDENE

愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻

ブーランジェリー ロラソ

cafe and bar Sole de Mare

●豊田市

中央区

＜浪速区＞

愛知工業大学 基礎教育センター

エポーレ カルチャースクール

cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨

●新城市

＜港区＞

＜阿倍野区＞

辻調グループフランス校事務局

●小平市

【岐阜県

●吉祥寺

【三重県】

＜住吉区＞

アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

大阪市立大学大学院

●四日市市

●府中市

配布先募集中！

（フランス語圏言語文化学研究室）

HOLY HOUSE STUDIO&CAFE

●津市

kiki driving school ★

＜東淀川区＞
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
●武蔵野市
ケーキテラスカレン
せんか？完全無料でお届けします！亜細亜大学法学部上田研究室

●茨木市

【神奈川県 】

salon de the JAMIN

岡山大学文学部フランス語教室

【広島県 】

トラベルイノベーションジャパン

●福山市

ブラッスリーアムール

STERAカフェ

青山高原カントリークラブ

【岡山県 岡山市 】
山陽学園大学

●横浜市

Studio Ko*a

●高槻市

●厚木市

●富田林市

●川崎市

●豊中市

●藤沢市

MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室

icomadesign ＋ comacafe
meeno

夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス

【熊本県 】

新潟市 】

【富山県

富山市 】

【 福井県

福井市】

和田朝子舞踊研究所

アンティークショップantique arles
ノイカフェ千里店
Cafe EZE

●堺市

café et bar Que sera sera

ビストロ・シェケン
CHOCOLaT Cafe Bistrot

【大分県 日田市 】

【鹿児島県

ビストロ・ブランシェ

A découvrir !

日田リベルテ
（映画館）

DOux CAFE

●松本市

●吹田市

フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU

【宮崎県

【長野県】

restaurant café ROUTE26

北九州市 】

レストランジャルダン

【山梨県 甲府市】

ポパンクールカフェ

徳島市 】

【福岡県

プチデジュパン

●箕面市

総合科学部

原田ゆりえバレエ研究所

Cafe&bar CALLS

【新潟県

●東大阪市

学務部国際交流課

広島大学

【徳島県

バレエ ノイ フューレ

アエレカフェ

福山大学

●東広島市

Ivy Ballet

オレンジ カウンティＣafe

関市 】

ワインショップアミ

プチミュゼ

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）

宮崎大学

宮崎市 】

教育文化学部

鹿児島市 】

鹿児島大学法文学部

【沖縄県

那覇市 】

●神戸市
＜灘区＞

Le Journal 配布先募集中！

神戸大学国際コミュニケーションセンター

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！

＜中央区＞

Café de paris

ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
TRITON CAFE 北野店
BISTRO POISSON-ROUGE
神戸焼菓子処 ぱ・ど・どぅ
Dona Dona

株式会社AJ-France

神戸アートヴィレッジセンター

ブラッセリー・ラルドワーズ

＜西区＞

兵庫県立大学

[ouv

ert]

月〜
土：1
0h-2
日：1
1h
0h〜
17h
祝日
開校
不定
休校
あり

〒603-8054
◆京都市営地下鉄烏丸線
京都市北区上賀茂桜井町74-1 北山駅4番出口より徒歩5分
Gallery YOU
◆無料駐車場あり

BRASSERIE LʼOBABON

＜兵庫区＞

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

offre spéciale des
écoles pour nos
lecteurs
読者だけの留学特典！

café eden

【兵庫県】

Annecy,
petite Venise des Alpes,
la ville ﬂeurie

アトリエ レ・フェ

21コミュニティ

＜港区＞

花と湖の街、
アヌシー

●長久手市

インペリアル アーツバレエ目黒

パーティーランドなんば店

ボンジュール、
フランス。

<緑区>

＜目黒区＞

クレープリーアルション

LE JOURNAL

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

PEU・CONNU

弘前大学フランス語部会

【宮城県 仙台市 】

Guignol

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

Grenoble

●浜松市

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

¥0

gratuit!
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■特集 Annecy！ & Soraのフランス旅行記
■イベント情報 - ガレット・デ・ロワパーティー2015
■レシピ・ア・ラ・モード “Gratin dauphinois”

