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【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
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
京都大学大学院文学研究科
（フランス語学フランス文学研究室）
montique

＜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

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
雨林舎
レティシア書房

＜下京区＞

INOBUN 四条本店
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

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
cofuqʼue

＜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

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

cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨

＜阿倍野区＞

同志社女子大学
京丹後市
(有)丹後ジャージー牧場ミルク

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）

＜住吉区＞

（フランス語圏言語文化学研究室）

工房 そら
木津川市

アンティークショップantique arles
Cafe EZE
ポパンクールカフェ

●堺市

ヨシキデンタルクリニック

restaurant café ROUTE26

Dans La Foret

●吹田市

●京丹波町
●八幡市

Cafe et dessert Gorille

【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

café et bar Que sera sera
café eden

【兵庫県】
●神戸市
＜灘区＞

神戸大学
国際コミュニケーションセンター

＜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
BRASSERIE LʼOBABON

欧明社

Le Plaisir du pain

Zanny

<瑞穂区＞

metsä

＜世田谷区＞

roomoon

株式会社studio y

名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
わいん商アン・ベロ

Colmar,
la ville de conte de fées

愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻

●豊田市

愛知工業大学 基礎教育センター

中央区

●新城市

アトリエ レ・フェ

21コミュニティ

【岐阜県

プチミュゼ

【三重県】

●小平市

関市 】

ワインショップアミ

●吉祥寺

アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

●府中市

kiki driving school ★

●四日市市

HOLY HOUSE STUDIO&CAFE

●津市

青山高原カントリークラブ

●武蔵野市

【岡山県 岡山市 】

亜細亜大学法学部上田研究室

山陽学園大学

【神奈川県 】

岡山大学文学部フランス語教室

●横浜市

【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

●厚木市

福山大学

学務部国際交流課

広島大学

総合科学部

●東広島市

Ivy Ballet

●川崎市

【徳島県

●藤沢市

【福岡県

バレエ ノイ フューレ

新潟市 】

富山市 】

和田朝子舞踊研究所

【 福井県

福井市】

レストランジャルダン

【山梨県 甲府市】
DOux CAFE

Le Journal 配布先募集中！

北九州市 】

フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU

夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス

プチデジュパン

徳島市 】

原田ゆりえバレエ研究所

Cafe&bar CALLS

【富山県

おとぎの街、
コルマール

●長久手市

ブーランジェリー ロラソ

【新潟県

ボンジュール、
フランス。

<緑区>

＜港区＞

＜港区＞

ノイカフェ千里店

Mirabelle

＜千代田区＞

エポーレ カルチャースクール

辻調グループフランス校事務局

meeno

Book Gallery トムの庭

ﬁka.

LUGDUNUM Bouchon Lyonnais

インペリアル アーツバレエ目黒

＜浪速区＞

La lumière douce

早稲田大学 フランス語フランス文学コース

ベロボディア

cafe and bar Sole de Mare

●箕面市

名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室

＜新宿区＞

＜目黒区＞

CAFE BIGOUDENE

Tea&Life

kususu

LeCordonBleu Japan Tokyo

シェソア フランス菓子教室

クレープリーアルション

icomadesign ＋ comacafe

覚王山のチーズ屋さん メルクル

エスモード東京 (ファッションの学校)

カフェモード

●東大阪市

Vin nature Mazenta

＜千種区＞

＜渋谷区＞

ANDS
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PEU・CONNU

【東京都 】

エスモード大阪 (ファッションの学校)
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ワールドバリュー・ツアーズ

東北大学

arc sept

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

pâtisserie AZUR

弘前大学フランス語部会

CHARKHA*チャルカ

大阪大学フランス文学研究室

名古屋コミュニケーションアート専門学校

【宮城県 仙台市 】

十三シアターセブン

MinaMusicStudio(ピアノ教室)

SEANT

【青森県 弘前市】

＜西区＞

アエレカフェ

salon & D＋design associates

学校法人 野又学園 函館自動車学校

＜淀川区＞

●枚方市

●京田辺市

石の蔵はやし

デスティネ

●豊中市

猿cafe 栄店

●函館市

Guignol

<伏見区>

くいな橋しばたデンタルクリニック

●札幌市

JAMPOT

●富田林市

●名古屋市
<中区＞

【北海道 】

graf

オレンジ カウンティＣafe

【愛知県】

petite clochette プティクロ

雑貨店カナリア

STERAカフェ

Viloet

●福知山市

国立国際美術館

Studio Ko*a

●浜松市

Café du SOLEIL

カフェ実身美

●高槻市

Grenoble

FioreBalletStudio

テアトル梅田

salon de the JAMIN

●静岡市

●西宮市

スピリットヨガ

●茨木市

【静岡県】

モンテメールバレエ

●大阪市
＜北区＞

ケーキテラスカレン

ブラッスリー シュエット

●明石市

【大阪府】

大阪市立大学大学院

●北佐久郡

兵庫県立大学

mado cafe
株式会社プラネットリビングなぎさ
WARMS
ブルーベリーフィールズ紀伊国屋
パン工房モグモグ

＜東淀川区＞

ビストロ・ブランシェ

＜西区＞

●大津市

Café Frosch

●松本市

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

【滋賀県 】

Crêperie Oruhakoshito Café

＜上京区＞

【長野県】

＜兵庫区＞

●曽爾村
曽爾高原ファームガーデン

【熊本県 】

ビストロ・シェケン
CHOCOLaT Cafe Bistrot

【大分県 日田市 】
日田リベルテ
（映画館）

【宮崎県
宮崎大学

宮崎市 】
鹿児島市 】

鹿児島大学法文学部

【沖縄県
decco

那覇市 】

フリーペーパーをあなたのお店、学校などで
配布・設置しませんか？完全無料でお届けします！

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

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

【鹿児島県

[ouvert]

月〜土：10h-21h
日：10h〜17h
祝日開校
不定休校あり

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!

■特集 Colmar！ & 親子でフランス留学
■イベント情報 - 京都でフランス風ピクニック♪
■レシピ・ア・ラ・モード “Tarte ﬂambée”

«Tout début est difﬁcile mais sans début, pas de ﬁn.»

LE JOURNAL

初めの一歩は難しい。
だが、始めなければ成功しない。

— Proverbe allemand

N°29 PARCE QUE
VOUS AIMEZ LA FRANCE
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おとぎの街、Colmar
Reportage「アルザスで四季を感じる暮らしを」
留学案内「短期留学人気のプログラム」
スペシャル対談

「親子で短期留学」
留学コーディネーター x フランス語講師

提携語学学校より Le Journal読者へのお得な留学特典
プチコラム「日本とアルザスの恋物語」

Quʼest ce que cʼest ?「La

pince à escargots」

フランス生活のプチカルネ「フランス留学、
何を持っていく？」
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Jʼaime la France「DJ・絵本作家 前原 本光」
フランス語教室案内 フランス語で読む
「ベルサイユのばら」
１ヶ月集中レッスン

イベント情報「京都でフランス風ピクニック」

Interview dʼun élève わたしとフランス語「藤野

美由紀」

編集スタッフのちょっと一息 pause café

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】

「Vues insolites de la tour Eiﬀel」
Rencontre「Servane Gaxotte」

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

-2-

坂 眞理子

お申し込みは

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

Un Pastis oﬀert a tous les Francophones !

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

欧明社 -OMEISHA-

を働かせて読むと、
とても面白いですよ♪

1947年創業のフランス
図書専門店。教材、
電子
辞書、
書籍、
雑誌、
DVD、
文具、
映画のチケットま
でを扱っています。
〒102-0071
東京都千代田区富士見2-3-4
TEL: 03-3262-7276（代)
E-Mail: info@omeisha.com
HP: www.omeisha.com

Colmar

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 !!!
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♪

LʼAENDA DE LʼAPPRENTI GOURMAND

PIERRE HERME ET MOI

販売価格： 3,694円(内税)

美食家になるために必要なこと、
食べることが何よりも好き、そし
て味覚を言葉にすることです。一
日１ページ、テーマごとに味覚や
食に関する語彙を増やしてみま
せんか？バルザックやブリア＝サ
ヴァランなど美食家で知られる
著名人の引用も一日毎について
いる楽しい一年手帳です。

販売価格 ： 3,434円(内税)

ピエール・エルメ氏のもとでお菓
子づくりを学ぶことになったフラ
ンスで人気のイラストレーター
Soledad Bravi。
お菓子づくりの
基礎から定番の焼き菓子、そして
イスパハンまで、様々なお菓子を
作っては食べ、作っては食べ。そ
んな楽しそうな日々が、かわいい
イラストともに綴られたレシピ集。

COLMAR
コルマール

ボンジュール、
フランス。
ストラスブールから列車で南に約３０分、
ドイツとの国境にも近いアルザスの街、
コルマール。
まるでおとぎの国に迷い込んだかのようなかわいい街並をのんびり散歩したり、
ウンターリンデン美術館で美術鑑賞をしたり、
またはアルザスワインを片手にゆったりくつろいだり。
小さな街だが飽きることがない。

Colmar est une ville alsacienne connue pour son riche patrimoine culturel et historique.
Troisième ville de la région de par sa taille, elle regroupe en effet de nombreux centres d’intérêts qui en font une
étape incontournable lors de tout séjour en Alsace !
-18-

-3-

Colmar コルマール

Située au centre du vignoble alsacien et à proximité des Vosges, et surnommée la « Capitale des vins d’Alsace », chaque
année s’y déroule au mois d’août une foire aux vins alliant
dégustations de vins à un festival de concerts en plein air.
De plus sa localisation en fait un point de départ intéressant
pour découvrir les paysages Vosgiens, ou encore pour parcourir la Route des Vins d’Alsace.
Les rues de Colmar possèdent une architecture typiquement
alsacienne que l’on peut notamment admirer en se promenant
dans le quartier de « La Petite Venise ». Les maisons à colombages de Colmar et du village voisin Riquewihr ont été une
source d’inspiration pour Hayao Miyazaki lors de la création
de ses ﬁlms « Kiki la petite sorcière ( 魔女の宅急便 ) » et « Le
Château ambulant ( ハウルの動く城 ) ».
Colmar est également connue pour le musée Unterlinden abritant le retable d’Issenheim. Chef d’oeuvre de la Renaissance
germanique, peint par Matthias Günewald, il est à l’origine de
la notoriété du musée ce qui en fait un des plus visité de France. Un artiste japonais Itsuki Yanai en a réalisé la copie durant
plus de vingt ans, tout en s’attachant à conserver la technique
et les matières d’usage à l’époque.
On peut également y trouver un musée dédié au sculpteur de la
Statue de la Liberté, Auguste Batholdi d’origine colmarienne.
Durant la période de Noël Colmar s’illumine, et c’est également l’occasion pour visiter l’un des plus célèbre marché de
Noël alsacien. A bientôt en Alsace !

フランス・ストラスブール、
スイス・バーゼル、
ドイツ・フライブルグの３都市のちょうど中間あたりに位置するアルザス地方第３の
都市コルマール。
それほど小さい街ではないが、
とてもゆったりした空気が流れているような印象を受ける場所。
フランスとドイ
ツの国境に位置するため、長い間両国の領土争いの元に置かれていたアルザ
ス地方にあって、運よく戦火を免れ、今でも中世のままのような街並みに出会
うことができる。
パリからはTGVで３時間ほど
（ストラスブールでTERに乗り換えが必要な場
合もあり）、
パリ滞在中の１泊２日のプチ旅行の行き先としても悪くない。

パリ、サンジェルマンデプレ。
洗練されたショップが並ぶこ
の地区に、通りがかる女性の多
くが思わず気になり足を止めてしま
うショップがある。
それは、
ジュエリーブランドServane Gaxotte。
そのこじんまりとした店内で私たちを迎えてくれるのは、数々の何とも個性
的なお人形たち。かわいさと毒気もちょっぴり併せ持った、
とでも表現する
のがいいのだろうか。
とにかく、
その不思議な魅力に虜になってしまいそう
だ。彼女のファンはフランス国内にとどまらず世界中にいる。奥様へのプレ
ゼントとして一度に２０個ほども買い求めていくリピーターもいるのだそう。
セルヴァンの生み出すこの人形たちの魅力はその質にもある。
安価で決して質の良くないアクセサリーが出回っているこの時代だが、彼女は
作品の質にも徹底的にこだわっている。例えば、人形の本体。貴金属を使いジュ
エリー職人の手により作られている。
そして、
もちろん洋服も。現在は、
パリの名門刺繍学校LESSAGEの講師の指導の
下、
インドの会社でひとつひとつ丁寧に作られている。
これらが最終的にパリのアトリエで、
これまた手作業により仕上げられる。質への徹
底的なこだわりも多くのファンを惹きつけて離さない理由のひとつなのであろう。
実はセルヴァンのアトリエでは多くの日本人が働いている。以前、
スタージュ生と
して働いていた日本人女性が彼女について語ってくれた。

«セルヴァンは
「かっこいい」
という言葉が本当によく似合う、
とても素敵な女
性です。一人娘のリリーを育てながらバリバリ働き、
日々新しい作品を創り
出しています。
イマジネーション豊かでアトリエ自体も彼女の夢の空間。
素敵なビンテージの小物たちが至る所に散りばめられ、
おもちゃ箱のよ
うです。
自分の世界を持ちつつも、
スタッフのアイデアを積極的に取り入
れたり、研修生にも作品への意見を求めたり、
スタッフを大切にする姿
勢は本当に頭が下がります。
アトリエに着いた彼女は
「ボンジュール」
とス
タッフ一人一人にビズの挨拶。
昼食も皆で食べます。
彼女の尽きない夢の世界と人を大切にする思いやり。
これも彼女のアク
セサリーが世界中で愛されている理由のひとつかもしれません。
»

Maison à colombage

SNCFコルマール駅から徒歩１０分ほどの旧市街に入ると、
まず目に入るの
がかわいらしいコロンバージュ様式の家々。 コロンバージュとはアルザス地
方の典型的な建築様式で、木の柱・梁で骨組をつくり、隙間を石材やレンガ
などで埋めて壁をつくる。
「pans de bois」
とも呼ばれる。
アルザス地方の街や村で何よりも印象的なのがカラフルなcolombage建築
の家が並ぶ街並みではないだろうか。
この壁の色、住人の好みにより決めら
れていたわけではない。字の読めない人も多くいた中世に、
それぞれの家の
職業により壁の色を分けていたのだとか。確かに、誰にでもわかりやすい。

Capitale des vins dʼAlsace

コルマールに少し時間にゆとりのある滞在をするなら、
アルザスワイン街道
の村を訪れてみるのもおすすめ。北はMarlenheimから南はThannまで全
長約170kmも続くアルザスワイン街道。
フランスで最も古いワイン街道で
約７０ものブドウ産地の村が点在している。
コルマールはそのちょうど中間
に位置し、capitale des vins dʼAlsace (アルザスワインの都）
と呼ばれてい
る。公共交通機関の便はあまり良くないので、
ワイン街道の村を巡るならレ
ンタカーを借りるか、現地発のツアーに参加した方が便利かもしれない。
-4-4-
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A ne pas rater pour les gourmands !

Tarte Flambée

土地柄とその歴史から、
フランスとドイツ両国の影響を受けた独特の文化が形成されたアルザス地方。
もちろん食文化も例外では
ない。
ここでは、
その一部をご紹介しよう。

<Cuisine - お料理>

最近では日本でも見かけるようになったタルトフランベ。
フロマージュブランとラルドン
（ベーコン）、
玉ねぎのピザのような料理。
ワインがすすみそうな一品です。

Ingrédients :

◆ 250 g de farine ◆ 40 g de beurre
◆ 5 cl d’huile
◆ 100 g de fromage blanc
◆ 2 oignons
◆ 10 cl de crème fraîche épaisse
◆ 140 g de lard fumé
◆ 1 cuillère à soupe d’huile
◆ sel, poivre, noix de muscade râpée

Le-Journal 編集スタッフの
ちょっとひと息

pause café

Préparation :

Préparez la pâte: mélangez la farine, 2 cuillères à café
de sel, l’huile et peu à peu 15 cl d’eau tiède.Travaillez
quelques minutes afin d’obtenir une pâte bien élastique, pétrissez-la 5 minutes et laissez reposer 1 heure.
Préchauffez votre four à 250 degrés. Coupez le lard en
fin lardons. Émincez les oignons en petites lanières.
Faites-les fondre doucement 5 minutes dans du beurre,
sans les colorer.
Mélangez le fromage blanc et la crème, assaisonnez de
sel, de poivre et de noix de muscade.
Etalez la pâte très finement sur le plan de travail fariné,
en un grand rond d’un millimètre d’épaisseur.
Posez-la sur une tôle farinée. Etalez le mélange fromage-crème sur la pâte et répartissez les oignons refroidis,
les lardons et arrosez d’une cuillère à soupe d’huile.
Laissez au four chaud pendant 15 minutes. La tarte doit
être servie croustillante.

パリの街を歩いていると、
いろんなところで出会うエッフェル塔。Le Journal 編集スタッフが見
つけた、
ちょっと変わったエッフェル塔の景色を集めてみました。シャンドマルスやシャイヨー宮
からの眺めはもう何度も見た！という方、
ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか？
も。

中から

アポリネールの詩
にも
うたわれた橋。

●ベッコフ - Baeckeoﬀe
陶 製の専用の鍋で、牛・豚・羊の肉とジャガイモなどの野 菜を煮 込んで作る料 理 。
Baeckeoﬀ eとはパン屋の窯の意味を持つ言葉で、元々はパンを焼いた後の窯の余熱
で煮込んでいたことからこう呼ばれるようになった。
●クグロフ - Kuglof
アルザス地方ではどこのパティスリーでも売られている、ブリオッシュ生地を専用の型
に入れて焼き上げたもの。
マリー・アントワネットの好物だったと言われている。
●ブレッツェル - Bretzel
ドイツ発祥の焼菓子だが、アルザス地方でも街中で見かける。その独特の形の由来は
諸説あり、祈りをささげる修道士の姿を模したとか、キリスト教の三位一体を表すとか
言われるが真相はわかっていない。

<Alcool - アルコール類>

Vues insolites de la tour Eiﬀel

の
メトロ

●シュークルート - Choucroute
塩漬けのキャベツ
（ザウアークラウト）をソーセージやベーコン、豚肉などと一緒に蒸し
煮にしたもの。程よい酸味とお肉の旨みが美味しいアルザス地方の定番の家庭料理。
●タルトフランベ - Tarte ﬂambée
薄い生地にフロマージュブランと玉ねぎ、ベーコンを乗せてオーブンでパリパリに焼く、
ピザのような料理。ﬂammekuecheと呼ぶこともある。
☆10月のお料理アトリエではタルトフランベを作ります。
日本でもちょっとずつ知られるよ
うになって来たアルザスの味、
ぜひ一緒に作りませんか？

ロダンの

作品とと

もに。

●ワイン - Vins
栽培されているぶどうの品種はドイツと同じものが多いが、味は異なり、すっきりとし
た辛口のものが多いのが特徴。ボトルもフランスの他の地方では見ない細長いフルー
トボトルが使われ、
ラベルにはブドウの品種名が記される。
代表的なブドウ品種はRiesling、Gewurztraminer、Muscat、Pinot grisなど。
●ビール - Bières
ドイツの影響を強く受けてきたため、
フランスビール製造の中心地でもあり、
フランス
ビールの５０％以上がアルザス地方で作られている。Kronenbourg、Schutzenberger、Fischer、Karlsbrau France、Meteorなどのブランドがよく知られている。
●オー・ド・ヴィ・フリュイ Eaux de vie fruits
オー・ド・ヴィとは、
フランス語でブランデー（蒸留酒）のこと。文字通りに読むと
「生命の水」
という意味。
アルザス地方では、
さくら
んぼやベリー、
ミラベルなど様々なフルーツを使ったブランデーも有名。小さなボトル入りのものはお土産にもおすすめ。

Les personnalités liées à Colmar

１５・１６区 ミラ
ボー橋
ニク通り
7区 サン・ドミ

メトロ６号線
パッシー間）
(ビル・アケム～

●Pierre Hermé

ロダン美術館
の庭

ン屋さん
レ屋さんやパ
美味しいカヌ
通り」。
メ
ル
グ
「
る
などもあ

彼を知らない人はいないと言っても過言ではないであろう。
フランスのパティスリー界を代表する
パティシエで、
ヴォーグ誌では「パティスリー界のピカソ」
と称賛された。
１９６１年、
コルマールにあ
るパティスリーの４代目として生まれ、
１４歳の若さでルノートルに弟子入り。その後フォション、
ラ
デュレなどを経て１９９６年に自身の 初のブティックを東京にオープンさせた。

●Auguste Bartholdi

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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ニューヨークのシンボルとも言える
「自由の女神像」の作者として知られる彫刻家で、
コルマール生
まれ。父の死を機に家族でパリへ引っ越したが、
コルマールの生家は現在でも美術館として残され
ている。彼の代表作「自由の女神像」、パリのグルネル橋のたもとにあるレプリカは有名だが、実は
コルマール市北部にも、
２００４年に没後１００年の記念として建てられたレプリカが存在する。

Marie-Antoinette et le kuglof

お菓子好きで知られるルイ１６世王妃マリー・アントワネット。彼女が食糧難に苦しむ民衆に対して放ったとされている
「パンが
なければお菓子を食べればいいのに」
というフレーズ。
ここでいうお菓子はクグロフのことだったとか。彼女がオーストリアのハプ
スブルグ家からフランスに嫁いだ際にさまさまなお菓子をフランスに伝えたと言われているが、
クグロフも元々はオーストリアな
どで作られていたお菓子だった。彼女はこのクグロフが大好物で、
やがて周りの人々にも人気になり、
フランス中に広く伝わった。
☆マリー・アントワネットの時代についてもっと知りたくなったら→アトリエ
「フランス語で読むベルサイユのばら」がおすすめ
（p.12)
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Une expérience inoubliable ! フランスからのルポタージュ

Interview d’un élève 生徒さんインタビュー

私とフランス語

アルザスで四季を感じる暮らしを

今回は当社の留学サポートサービスを利用して学生ビザを取得。
ご出発前には当教室のフランス語集中レッスンで
語学力もUP !! 現在はストラスブールに語学留学中のKATO Takakoさんをご紹介。

「アルザスで四季を感じながら暮らしてみたい」が私の最大の渡仏目的。
アルザスは素敵なものがギュ－ッと詰まった場所。幾度
となく訪れるうちにすっかり魅了されてしまい、
いつか暮らしてみたいと漠然と思っていたのですが、
タイミングよく
（？）仕事を辞
めることになり、年齢的に厳しいものを感じながらも、思い切って語学留学してみました。
● アルザスでの生活 ●
渡仏したのはヴァカンス時期。
ゼラニウムの花で彩られたコロンバ
ージュの家々や青々とした葡萄畑が私を迎えてくれました。外国人
の上手なヴァカンスの過ごし方を眺めながら、
アルザス特産のクエ
ッチやミラベル、葡萄などのフルーツを頬張り、
ビール祭やシュー
クルート祭に出かけ、秋にはアルザスワイン街道の葡萄祭や収穫祭
も巡りました。
そして、待ちに待ったノエルの季節到来！！アルザス
の街はまばゆいイルミネーションやアドベントカレンダー、
アドベ
ントリースで彩られ、皆ノエルを待ちわびている雰囲気が伝わって
きました。
ストラスブールやコルマールをはじめとする各地のマル
シェ・ド・ノエルを毎日のように巡り、シュークルートやフォアグラ
のサンドウィッチ、猪の丸焼き、
ヴァンショー（アルザスでは白のヴ
ァンショーも味わえます）
などなど、
アルザスならではのものを味わ
ったりしました。
ノエルが終わると次はガレットデロワ、
カーニヴァル、
イースター、
白
アスパラガス祭など、楽しみがつきません。
● 語学学校について ●
語学学校生活はというと、予想をはるかに超えた厳しさが待っていました。始めのク
ラス分けテストで、幸か不幸か実力よりも上のクラスに振り分けられました。授業は当
然フランス語、先生の言うこともさっぱりわからず、頭の中は
「？？？」
で埋め尽くされ
ていました。
２週間毎日拙いフランス語で格闘し、何とか４つ下のレベルのクラスに変
えてもらうことができました。
それでも当然、授業はすべてフランス語。
そして生徒の
平均年齢は約２２歳と若く、
また間違っていても堂々と発言する彼らの勢いにも押し
つぶされそうになり先行きが不安になりました。
(学期末にはその不安もどこかへ行っ
てしまいましたが。）家では宿題もこなさなければならず、週末も帰宅してから宿題を
しています。
クラスメイトはウズベキスタン人、
アルジェリア人、韓国人、台湾人など国際色豊かで刺激的です。郷土料理や風習を教
えあったり、時には少し口論になるときも。授業も大切だけど、異文化と触れ合うことにも興味津々です。仲がよく居心地のいいク
ラスでしたが、学期末試験でクラスは解散し、寂しいです。平日は学校中心の生活ですが、
マルシェで買い物をして家で料理をした
り、
クラスメイトと食事や映画に行ったりしています。週末にはワイン街道の村々やお菓子屋さんを巡ったり。学校で落ち込むこと
があると、電車に揺られてワイン街道の景色に慰めてもらいに出かけています。

● 残りのフランス生活 ●
留学生活５ヶ月目、思い通りにフランス語が話せず
日々格闘していますが、沢山の出会いがあり、学校で
はフランス以外の国の文化にも触れることができ、
日本人であることを改めて考えさせられます。学校
以外ではフランス人と知り合う機会も多く、彼らは
様々なものを与えてくれ、十分すぎるくらい満喫して
います。のんびり留学のつもりでしたが、予定変更。
あと半年、積極的に過ごそうと思います。

● AJ-Franceをご利用いただきありがとうございました ●
AJ-Franceさんには、わがままな私の要望や質問にも丁寧に対応していた
だき、
ここまで順調に来ています。
ビザ手続き、
アパート探し、現地での生活
の心得など、
また渡仏後もアクシデントの度に相談し、適切なアドバイスをく
ださるので心強いです。
-6-

- le français et moi -

今回は遥々モロッコからスカイプレッスンを受けて頂いているFUJINO
Miyukiさんにお話を伺いました。
モロッコでの生活、
日本ではありえない
ことがたくさんのようです。

● フランス語を学ぼうと思ったきっかけは？ ●
結婚し、夫の仕事の関係でモロッコに住むことになったためです。
● モロッコでの生活はいかがですか？ ●
イスラム教であり、文化、宗教ともに大きく違い、更にアジア人が少ないために何かにつけ
て目立ってしまうので、服装や行動には気を付けています。驚く事は多々あるのですが、特
にイスラム教関連の祝日や行事は、直前（前日という事もあります）
に日程が決定したり、
突然祝日になったりするのには、
やはり戸惑いました。
ただ、
そのように緩やかに時が流れ
ているからか、基本的にはとても親切な人が多く、
ケンカやトラブルなどが起こると、全く関
係のない人まで入って来て解決しようとする姿はモロッコ人のとても好きなところです。楽
しい事は、
やはりヨーロッパが近いので、簡単にヨーロッパ旅行に行ける点、
サーフィンが
安く出来る点、
そして何より長期休暇が日本に比べて取りやすいという点でしょうか。
こち
らに住んでから、
アイスランド、
ベルギー、
スペイン、
フランス、
ドイツ、
オランダ等各地を旅行して楽しんでいます。
● モロッコではフランス語はどの程度使われていますか？ ●
観光地や大都市であれば、
ほぼ通じると思います。市場等では通
じない場合もありますが、
その場にいるお客さんなどが通訳をし
てくれるので、
アラビア語が分からなくても不自由はありません。
ただし田舎に行くと、
アラビア語の看板のみだったり、
フランス語
が分からない人の割合も増えます。
● スカイプでのレッスンはいかがですか? ● 教室とは違う感じ
で、Skypeレッスンもとても楽しいです。特にメッセージ機能を使
った単語の綴りチェックや、
インターネットを使った情報交換な
ど、Skypeならではの事もあり、毎回とても楽しいです。
● 今後の目標は? ●
まずは、簡単な会話が出来る程度になりたいと思っています。
また、せっかくフランス語を勉強し始めたので、春頃を目標に、
DELF A1かA2に挑戦しようと思っています。

写真

右上： カサブランカのハッサン2世モスク 中央： 砂漠地方メルズーガ
左下： アガディール 下中央： 市場内タジン料理屋 右下： 世界遺産エッサウィラ
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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)
１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

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。）
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

詳細はp.12へ

１ヶ月40回

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。
仏小説を読むには必須の
「間接話法」
から学びます。少人数のグループなの
で、
グループですがひとりひとりのペー
スに合わせて進みます。

3ヶ月10回

3ヶ月10回

※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。

NOUVEAU !

フランス語で読む
「ベルサイユのばら」

詳細はp.12へ

Petit Nicolasを
読もう！
お料理・お菓子ア
トリエ
ちびっこアトリエ

ちびっこシェフ
アトリエ

アトリエデママン

※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

受講者が選択

受講者が
選択

144000円
テキスト代実費
（入会金不要）

Adeline
Akiko

29830円
テキスト代実費

土曜日 14h15〜15h45
４月 11日 18日 25日
５月 9日 16日 23日 30日
6月 6日 13日 20日

土曜日 11h15〜12h45
４月 11日 18日 25日
５月 9日 16日 23日 30日
6月 6日 13日 20日

Héloïse
Akiko

Akiko

32400円
テキスト代実費

Akiko

14400円
テキスト代実費

金曜日 14h15〜15h45

話し言葉風に子供の世界が表現され
ている
「プチニコラ」
を読みます。

3ヶ月6回

第2・4金曜日 10h〜10h55
(日時変更の可能性あり)

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
４月 11日 25日
５月 9日 23日
6月 13日 27日

Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

月1回

土曜日 11h〜12h50
4月25日、5月23日、
6月27日

Yannick

2570円
3090円
（ゲスト）

詳細はp.13へ
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

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）

フランス短期留学

◎太陽いっぱい南仏でフランス語＋料理レッスン◎

◎美食とワイン留学◎

【ECOLE PERL】- パリ

パリ11区にあるAJ-France提携語学学校。 美食の街パリで、
フランス語を習いながら料理とワインの勉強が可能。
グルメの
方にお勧めのプログラム。小規模・
少人数制で教師陣の質も高い。事
務的な対応もよく、学校の質と料

＜プログラム内容＞
受講期間：3週間
授業料：1200ユーロ
クラスの人数：最大4人
授業内容：フランス語レッスン週20回
（9時〜12時15分）。料理、製菓、ワ
イン醸造についてのレッスンが週2回
（午後・1回3時間＋試飲あり）。

21600円

1年のうち300日が晴れというモンペリエにある語学学校。地
中海に面する太陽溢れる南仏の街で、
フランス語と本場のフ
ランス料理を学べる。若いスタッフ
が多く、
とてもアットホームな雰囲
気。校長は元気いっぱいのエネル
ギッシュな人で、当社の代表とも
交流が深い。
受講期間：1週間〜

授業料：360ユーロ〜

授 業 内 容：フランス 語レッスン 週

2 0 回 。料 理 アトリエ 週 2 回（ 料 理
学校 Lʼécole de cuisine dʼArmandにて）

◎短期集中フランス語漬け留学◎

【IS AIX-EN-PROVANCE】- エクサンプロヴァンス

ラングドック地方の小さな村にある古城の学校。授業を行う
お城のまわりにはワイン畑が広がっている。23歳以上の合宿
型語学学校。
夕食も講師と一緒にとるため、8時半から22時ま

エクサンプロヴァンスは、
マルセイユから北に約30km程のとこ

ろにあり、ISは町の中心から徒歩3分、
とても便利な場所に位
置している。印象派の巨匠ポール・セザンヌの故郷でフランス
語＋絵の勉強ができる魅力的なプログラム。

でフランス語漬けとなる。集中してフランス語力アップをした
い方にお勧め。

＜プログラム内容＞

受講期間：1週間〜

オプション料金：460ユ

受講期間：2週間

<プログラム内容一例>

ーロ〜（一般フランス語

レッスン登録者のみ可）

（古城での宿泊、3食付き）

授業内容一例：

絵画レベル：初心者可

午後：60分のミニグループレッスン

デッサンや油絵を学ぶ。

60分の個人学習

60分の読み書きレッスン

accent français

◎印象派セザンヌの故郷へアート留学◎

【Millefeuille Provence】- ラングドック

授業内容：フランス語で

午前：90分 2回のミニグループレッスン

t

【Accent Français】- モンペリエ

＜プログラム内容＞

授業料：2000ユーロ〜／週
Akiko

ー人気のプログラムをご紹介 ー

お手軽な短期留学に行ってみませんか？
長期留学だと、費用がかかる、時間が無い、
周りの了解を得るのが大変、複雑なビザ申請をしなければならない等の問題をクリアする必要
があり、少しハードルが高い印象です。
「それでも留学をしてみたい！」
という方には、短期留学がおすすめ。
短期留学でもプログラムやプランは豊富にあります。
フランス語だけに集中することも可能ですし、
フランス語＋アルファで習い事をするこ
ともできます。
また、
フランス語レッスン等なしでホームステイのみを体験することも可能。期間も1週間〜3ヶ月間で、
ご都合に合わせてプ
ランを組むことができます。今回はそんなお手軽短期留学の中でも人気のプログラムをご紹介いたします！

金のバランスに定評あり。

29830円
テキスト代実費

3ヶ月10回

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）

Séjour en France

自分の作品は持ち帰り

photo:Millefeuille Provence

可能。

■ 8ページでは
「親子で短期留学」
についての体験記をご紹介！→→→
担当Mの余談 〜フランス語とのつき合い方〜
フランス語に触れ始めてかれこれ10年ほどになる。初めは大学の第二外国語として出会った。授業は何となく出席したものの興味が持てず単位を落
とした。
その後、補習を担当したフランス語講師がフランスの魅力を毎回熱く語ってくれたこともあり、
パリに行ってみようと思い立ち、単身でパリに
2週間滞在。例に漏れずパリに魅了された。
その後約4年間の留学を経て、帰国後も翻訳やフランス留学に携わる職につき、思えば7年前からほぼ毎
日フランス語を使っていることになる。現在、仕事で使う分には支障はないが、
日常会話で友人に
「これフランス語でなんて言うの？」
と聞かれて答え
に困ることもある。
それは、仕事ではフランス語を頻繁に使うが、
フランス語で日常会話をする機会が少ないからだろう。語学を習得するにはやはり
「
使って話す」
ことが大事だと思う。
レベルアップを確実に狙いたいなら、朝から晩までフランス語にどっぷり、
これが一番効く。
（フランス語のみの生活
になることで
「フランス語脳（日本語で考えたことを頭でフランス語に訳して話すのではなく、直接フランス語で考える脳）」
ができると聞いたことがあ
る。
どんな場面でも対応できるフランス語脳を手に入れ、
フランス語で夢を見る日が待ち遠しい。
-14-
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Des leçons adaptées à chaque élève ! フランス語教室情報

親子で短期留学

Atelier Enfants

Séjour en France avec des enfants !

スペシャル対談 留学コーディネーター

（AJ-FranceスタッフM)

×

フランス語講師
（AJ-France代表兼講師)

AJ-Franceのフランス語講師（以下A）
が3歳の娘を連れてプチ語学留学を体験！
（前号では
「Voyage de Sora」
のコーナーにて愛娘そらちゃんの体験記を掲載。）

◎語学学校について
学校名：Alliance Française de Rouen
コース：グループレッスンと個人レッスン
M：登校初日の流れは？

A：初日は少し早く登校しました。
クラス分けテストを受けた後、
そのままグループレッスンのク
ラスに案内され、授業開始。
M：学校の印象は？

A：6年前にも当校に留学したことがありますが、前と同じく受付の方や講師、校長が皆親切で
気さくです。
フランスのお菓子週間などを企画し、休憩時間にお菓子をつまみながら、雑談する
ような場も作ってくれました。
M：講師の印象は？

A：とても良かったです。講師によっては、
自分の話ばかりを喋って授業が終わってしまうという
こともあるのですが、今回はそういうことはなく、
きちんと授業が進められていてとても満足し
ました。
また、前回とほぼ先生が変わってなかったので、先生がよく変わるのではない学校ということで印象も良かったです。先生
同士のコミュニケーションがよくとれていて、
まとめ役の方もいらっしゃるので、生徒のことをよく管理しているなと思いました。
M：クラスメイトはどんな人たちでしたか？

日本人が1人、
アメリカ人1人、
インド人1人、
イラン人1人。
2月、3月は比較的日本人が多いそうですが、全体的に日本人は少ない学校で
す。生徒の年齢や職業もばらばらでした。

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！

ちびっこシェフアトリエ

！
料理するよ
やりかたで
大人と同じ
を切ったり
菜
野
て
し
力
よ！
お友達と協
使って作る
オーブンを

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
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

Bon appétit !
miam mia
m♡

Leçon de cuisine
pour les petits !

【開講スケジュール】
開催日

時間

レシビ

内容

4月25日
（土）

11h~12h50

Hachis parmentier
アッシ パルマンティエ

フランスの定番家庭料理、ジャガイモ
のピュレとひき肉のグラタン。

5月23日
（土）

11h-12h50

Bouillabaisse
ブイヤベース

世界３大スープの１つとも言われてい
るマルセイユ名物の海鮮スープ。

6月27日
（土）

11h-12h50

Pâtes carbonara
カルボナーラのパスタ

パスタと言えばイタリアのイメージで
すが、
フランス人も大好き♪

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

M：クラスメイトの国籍が様々ですが、発言の機会はありましたか？

A：やはりアメリカ人などは回答（発言）が早いので、急いで答えるように努力し
ました。あまり発言できていない時は、先生がそれを察して当ててくれました。
M：どんな授業でしたか？

Atelier de Cuisine
お料理・お菓子アトリエ

A：グループレッスンの時に面白かったのは
「死刑を撲滅することを主張している
Badinter氏」
についての授業でした。
まずは読解し、次にその文章についての質
問に答えるという流れ。
そして、
その後はBadinter氏をモデルにしたドラマのビ
デオを鑑賞し、
そのビデオについて用意されていた質問に答えていきました。内
容もとても深く、面白かったです。
個人レッスンは自分のしたいことを最初に伝えると、
それに合わせて授業をして
くれました。私の場合はrésuméをしたかったので、TV5を見てrésuméを書き
（この時同時に講師もrésuméを書く）書き終わったらお互い見せ合い、
ここは
こういう表現をした方がいいねと話し合ったりし、résuméの構成等を教わりま
した。
◎生活について

M：一日のスケジュールは？

A：子どもも一緒で、
日本の仕事もしながらの滞在だったので、
かなりハードスケ
ジュールでした。
M：子どもと一緒でも問題なかったですか？

A： 問題はありませんでした。学校が子どものいるファミリーを選んでくれたので、
というのが大きいと思います。子ども達の年齢も近かったし、家におもちゃがいっ
ぱいあったので、子どもも楽しそうでした。
ホストファミリーのお子さんのマテオと
の別れの際は娘が大泣きしたほどです。
ただ、保育所は乳児が多く退屈だったよ
うなので、次回は別の保育所を探してみようと思っています。

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！

Une cuisine esoutrs nouvelle
touj
nne !
quand elle est bo

5月23日
（土）

（土）
4月18日

< Lʼapéritif アペリティ
フ

ッキー生地に
アーモンド入りク
焼いたお菓子
チェリーを入れて

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。

ーバスク >
x basque ガト

< Gâteau

（土）
6月20日

-8-

ト>

ron レモンのタル
< Tarte au cit める季節に♪
暑くなりはじ
のタルト
さわやかなレモン

M：保育所について？

A：子どもは最大10人までで、先生は3人います。1時間10ユーロ。
（通常の保育
所は約2,5€／時間）9時30分〜16時30分まで預けていました。
（保育所は8時
30〜20時30の間あずけることが可能。）

>

パテ、
タプナード、
グジェール

Tour de France
gourmand

日時：土曜日 14h00 ‒17h00 (月１回)
メンバー：3600 yens (または１レッスン振替）／ビジター：3910 yens
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。
-13-

Séjour en France avec les enfants ! フランス留学情報

M：ホームステイはいかがでした？

A：マダムは素晴らしい方でした！ムッシューは料理上手。美味しいキッシュも作ってくれました。
マダムはコロンビア人でスペイン語
が基本ですが、私のために家ではフランス語を喋ってくれました。
お子さんは2歳で私の娘とさほど年齢が違わずとても良かったと
思います。
ちなみにお子さんのマテオ君は2歳にしてサルサのステップを踏んでいました！さすがコロンビアの血が流れているのです
ね。
アパートは広々とした3LDKで、
バスタブもありました。窓からはルーアン大聖堂が見えました。

Le français de A à Z

◎今後について

フランス語教室

１日のスケジュール
起床
7h00
朝食
8h00〜9h00
子供を保育所に預けにいく
9h30
登校
10h00
昼食
13h00
14h00〜15h00 個人レッスン
15h00〜16h00 メールチェック&日本の仕事
子供のお迎え
16h30
公園などで子供を遊ばせる
17h00
子供たち入浴
19h00
子供たちの夕食
19h30
20h00〜21h00 親の夕食（ホストファミリーとの団欒）
就寝（子供は２１時くらいに就寝）
22h00

M：次はどのようにしたいですか？

A： タヒチやヌーベルカレドニアなどのフランス海外領で、
同じくホ
ームステイをしながら語学学校に通ってみたいです。

!

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。

Cours intensifs

LarosedeVersailles
La

１ヶ月集中レッスン

フランス語で読む
「ベルサイユのばら」

!
veauの
Nou
サイユ
ル
ベ
「
作

まるでフ
ラン
学留学し スに語
ているか
の
ように集
中的にフ
ラ
ンス語を
勉強！

あの名
ス語で。
をフラン
ばら」
いても
革命につ
ス
ン
ラ
フ
。
強します
少しお勉

１９７０年代に一世を風靡したフランス革命前からフラン
ス革命前期が舞台のマンガ「ベルサイユのばら」のフランス
語版をみんなで一緒に読みます。
ベルばら世代の方も、
そうでない方も、楽しみながらフラン
ス語を学べるアトリエです。読みながらフランスの革命期の
歴史についても合わせて勉強しましょう。
1レッスン90分 ￥32400（３ヶ月１０回）／テキスト代実費
＊はじめての方は入会金が別途必要です。

１年分のレッスンを１ヶ月で！短期間で集中的にフランス語を
学ぶコースです。ほぼ毎日レッスンを受けていただくので、
フラ
ンスで語学学校に通っているかのように学べます。
フランス留
学、
ワーキングホリデーなどへの出発前や、仕事で急にフラン
ス語が必要になった方に特におすすめ！
ゼロからのスタートでも、現在形、複合過去、近接未来などすぐ
に使える基礎の文法が身に付きます。
1レッスン55分 ¥144000（1ヶ月40回）／テキスト代実費
入会金無料！ 通学とスカイプレッスンの組み合わせも可。

M：今後プチ留学をする人へ一言お願いします。

A：自分のレベルを確認する意味でも、定期的に渡仏するのがお勧
めです。前よりもレベルが上がったということも実感できます。
また、
子ども連れの場合は、予定を詰めすぎないことがポイントだと思い
ます。色々と予期せぬことが起こるので、
それに対応できるように余
裕を持ったプランニングにしておくと良いでしょう。
また、新学期が
始まって少し経った時期だったから良かったというのもあると思い
ます。
そのため、10月はおすすめです。5月あたりだと連休が多いな
どの不都合があるかもしれません。
☆AJ-Franceでは親子留学のご相談も承ります。
少しでも興味をお持ちでしたら、
まずはお問い合わせ下さい☆

A découvrir !
offre spéciale
des écoles
pour nos lecteurs

Le Journal 読者さまだけへの留学特典！

Parisの提携語学学校

FRANCE LANGUE

AJ-Franceを通して４ヶ月以上のコース
にご登録いただいた方に、
お料理アトリエ
を１回プレゼント！
FRANCE LANGUEはパリにある３校（
ヴィクトルユーゴ、
オペラ、
ノートルダム）
の
他、ニース、ボルドー、
ビアリッツとフラン
ス海外県マルティニークの計７校の学校

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ョン•リヨネ。
その
名を名乗るお店は数多くありますが、
ブッシ
ョン協会に認証された正真正銘のBouchon
Lyonnaisは、
２０店しかありません。
アンフレ
クションが吟味したBouchon Lyonnaisで、
リヨンの食文化と賑やかなビストロの雰囲気
をお楽しみください。

Montpellierの提携語学学校

Accent Français

ご登録の方に、一つ星レストランBottin
Gourmand の Armandシェフのお料理
レッスンをプレゼント！！Gault&Milauの
toque rouge(赤いコック帽)「 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。
モンペリエの街の中心街に位置してお
り、
買い物にも交通にも便利です。

があります。̲７校の中で組み合わせての
受講も可能。文法、
ボキャブラリー、単語、
発音、読み書き、聞き取り、会話表現、文章
作成など、総合的なフランス語のレッスン

Le saviez -vous?
D’où vient le mot «copain» ?

友達・仲間という意味の
「copain」
a v e c ( 一 緒に)を示す接 頭 辞 « c o »
と«pain(パン)»から成る言葉である。
もともとは文字通り
「パンを分け合う仲
間」
のことだったが、
これが「友達・仲間」
を意味するようになった。
ちなみに、
このcopainという言葉、所有
代名詞が付くと
「恋人」
の意味になる。
例えば、mon copain = 私のカレ、sa
copine = 彼のカノジョなど。
ただし、
男
性がmon copain、
女性がma copineと
言う場合や、複数形でtes copainsとい
う場合は一般的に、恋人ではなく友達を
意味する。

をリラックスした雰囲気の中で行います。

ent
Evenem情報
イベント

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。

心地よい季節。
フランス流にのんびりピクニックしませんか？
手作りの美味しい料理とワインを片手に過ごすひととき。
きっと楽しい休日になるはずです。
※要予約・予約受付は5月11日まで
日時：2015年５月16日
（土）11h30 集合
※会場までの交通費等は各自負担。
集合場所：AJ-France フランス語教室
お問合わせ・お申込みは
参加費：おひとり500 yens（ワンドリンク付）
tel 075-703-0115
ポットラック形式（手作りの一品をお持ち下さい。）
ecole@aj-france.com
-12-

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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Alsace et Japon, une véritable histoire d’amour

日本とアルザスの恋物語

Tout commence en 1963, peu après l’ouverture du Japon au
commerce extérieur. A cette époque, le Pays du Soleil Levant s’intéressait de près aux
techniques d’impression sur étoffe de l‘Alsace, leader européen dans le domaine. Ne
disposant pas de méthodes aussi modernes dans leur pays, certains chefs d’entreprise
japonais (du Kansai, notamment) se sont mis en relation avec des entreprises alsaciennes pour y faire fabriquer des tissus imprimés destinés principalement à la confection
de kimono. Ce sera le début d’une longue histoire d‘amour entre ces deux régions du monde. Leurs échanges commerciaux
se poursuivent encore aujourd’hui, et dans les deux directions. En effet, grâce à cette relation privilégiée, l’Alsace se passionna pour l’art japonais et une véritable « mode du Japon » se développa dans ce département, avant de se diffuser un
peu partout en Europe. Les artistes japonais se mirent à visiter régulièrement l’Alsace et le célèbre Hayao Miyazaki s’est
même inspiré de la ville de Colmar pour réaliser son ﬁlm d’animation « Le Château Ambulant » ! Encore aujourd’hui, il est
possible d’admirer de nombreux objets et œuvres d’art japonais dans les musées alsaciens.
Cette relation particulière entre l’Alsace et le Japon concerne aussi l’éducation. En effet, dès la ﬁn du XIXème siècle,
beaucoup d‘étudiants japonais se mirent à fréquenter l’Université de Strasbourg. Enﬁn, en 1925 l’Alsace accueillit le prince
Hiroito (futur Empereur Shôwa) qui souhaitait visiter la région !
Ces liens privilégiés ont survécu à la crise économique et continuent aujourd’hui dans plusieurs domaines. A l’heure actuelle, l’Alsace est la première région française pour l’accueil d’entreprises japonaises. Elle héberge aussi une vingtaine
d’établissements culturels, industriels, administratifs et académiques. Pourvu que ça dure !

フランスで活躍中の日本人がこっそり教える生のフランス情報。
Le Journal読者のみなさまにもお届けします♪
今回はパリで活躍中のDJ＆絵本作家の前原本光さんがメッセージをくださいました。

誰もがアーティストになれる場所、Scène Ouverte

パリでは毎夜どこかのカフェやバーで
「Scène Ouverte」
（もしくはOpen Mic）
というイベントが開催されて
います。誰でも参加自由な発表の場で、詩の朗読、一人芝居、
スタンダップコメディー、弾き語り等、
自分のや
りたい方法で舞台に立ち発表しあいます。
プロ、
アマチュア、未経験者、年齢、
ジャンル問わず誰でも参加でき
ます。
もちろん発表をせずに観客として参加することもでき、参加費は無料で、
当日に会場でエントリーをし
て順番に発表していきます。
ワインやビールを飲みながら、
みんなのパフォーマンスを鑑賞します。
「はじめて人前で演奏します！」
と言っ
てステージに立つ人もいれば、
「パリに旅行中でたまたま参加してみました」
という人、
「この道、何十年」
と
いうベテランまで同じステージに立つのですが、全ての人のパフォーマンスは尊重され大きな拍手が起こり
ます。
とにかく受け皿が広く、
どんなに下手でもどんなに失敗しても、馬鹿にされることはなく、参加者も鑑賞
者も優しく見守り、主催者が会場を盛り上げてくれます。
そして休憩中や終了後には参加者同士が交流し、
友達になったり、次回のステージに一緒に立つこともあります。
これをきっかけにプロの道に進んでいく人も
いると聞きます。僕もパリに来たばかりの頃に小さなカフェで行われていた
「Scène Ouverte」
に参加をし
ました。
フランス語はあまり話せなかったのですが、思い切って飛び込んで、下手ながらに自作の詩を朗読し
たり、楽器を演奏したりしました。
それがきっかけでたくさんの友達ができ、
パリでの生活の基盤ができまし
た。
みなさんもパリに来たら気軽に参加してみてください。

Qu’est ce que c’est ? これなんですか？
『La pince à escargots』 エスカルゴはさみ

エスカルゴを注文すると必ず出てくるこのハサミのようなもの。
その使い方は？

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

La « pince à escargots » est un couvert spécialement conçu
pour déguster les escargots. Elle permet de tenir la coquille des
escargots pour ne pas se salir ni se brûler les doigts. On utilise
ensuite la fourchette à escargots pour retirer la chair.

« Mais depuis quand mange-t-on des escargots ? »

Lʼescargot est un plat consommé depuis longtemps, cʼest-à-dire vers 10 000 ans avant J-C. Et oui, les Grecs et les
Romains en étaient déjà friands ! Ils avaient même construit des parcs à escargots pour les élever.
Cʼest ensuite à partir du Moyen-Age quʼil devient un met de noble, car son assaisonnement est coûteux et sa chasse
est pratiquée à cheval avec des chiens, ces derniers ayant un meilleur ﬂair pour les trouver.
Au XVII siècle, lʼescargot perd sa renommée. Ce nʼest quʼau XIX ème siècle, à Paris, quʼil devient un plat populaire.

前原本光 (MOTOMITSU)

1977年浜松生まれ、
パリ在住歴３年。
パリのDJ集団Crackiのメンバ
ーとしてDJを行うほか、絵本作家としてスイス、
イギリス、韓国の出版
社より絵本を出版、
また音楽家・詩人として、
オランダ、
アメリカ、
ポルト
ガルのレーベルより作品を発表。
アコーディオン奏者としての
演奏活動、
日本での期間限定カフェ、移動書店を行うなど、国
境やジャンルを超えて活躍中。

« Comment déguster les escargots ? »

Dès la préhistoire, on les mangeait grillés. Les Romains, eux, les dégustaient avec un verre de vin. A la ﬁn du XVIII ème
siècle, la recette de lʼescargot au beurre voit le jour. Elle a été élaborée par le père Vallée, en Bourgogne.

フランス生活のプチカルネ N°8 【フランス留学、何を持っていく？ 】

留学期間が長ければ長い程、
あらゆる場面を想定しアレコレ荷物が多くなりがちですが、現地調達できない物や使い慣れた物などを中
心に最小限にとどめるのがポイント。
すぐに必要のないものは船便で送ったり、
どうしても必要な物は現地で買うくらいの気持ちで荷造り
する方が良いでしょう。
引越しや帰国時に大量の荷物を前に途方に暮れるなんてことも。
持っていく物が決まればスーツケースごと重さをはかりましょう。航空会社にもよりますが、
日本〜ヨーロッパなら重量制限が合計20〜
23kgの航空会社が多数。
これを超えるとかなりの金額の超過料金がかかるので要注意。機内持込手荷物にも規定があります。
（詳細はご
利用の航空会社にご確認を。）持込品目に関しても制限があり、
ナイフ類はもちろんハサミや先
の尖ったものは法律で禁止されています。
また液体物の持込制限もあります。
（詳しくは国土交
通省HPを参照。）
日本の電気製品を持っていく場合は、
フランスの電圧（２２０〜２３０V）
と異なるので変圧器が
必要になります。最近は変圧器内蔵の世界共通タイプのものも多くあるので、購入する際は確
認しましょう。
またコンセントの差し込み口
（プラグ）
の形も日本とは違うので、変換プラグ（Cか
SEタイプ）
が必要です。
衣服については基本的に日本と同じように考えて大丈夫。寒さが厳しい地方に行く場合は少し
厚手の物を持っていくと良いでしょう。
また、思い切り洗濯しても問題ないものがお勧めです。
パ

HP
http://www.motomitsu.jp
ブログ http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/

Photos provided by Paris Lit Up
http://parislitup.com

読者のみなさまへ
フランス語で
「Cʼest la vie」
（セ・ラ・ヴィ）
「これが人生さ」
という言葉があるのですが、何事が
あっても悲観的にならず、人生で起こったことを全て受け入れていくことが大切なのかな。

ーティーやレストラン用の洋服も持っておくといざという時役立つかもしれません。
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Alsace et Japon, une véritable histoire d’amour

日本とアルザスの恋物語

Tout commence en 1963, peu après l’ouverture du Japon au
commerce extérieur. A cette époque, le Pays du Soleil Levant s’intéressait de près aux
techniques d’impression sur étoffe de l‘Alsace, leader européen dans le domaine. Ne
disposant pas de méthodes aussi modernes dans leur pays, certains chefs d’entreprise
japonais (du Kansai, notamment) se sont mis en relation avec des entreprises alsaciennes pour y faire fabriquer des tissus imprimés destinés principalement à la confection
de kimono. Ce sera le début d’une longue histoire d‘amour entre ces deux régions du monde. Leurs échanges commerciaux
se poursuivent encore aujourd’hui, et dans les deux directions. En effet, grâce à cette relation privilégiée, l’Alsace se passionna pour l’art japonais et une véritable « mode du Japon » se développa dans ce département, avant de se diffuser un
peu partout en Europe. Les artistes japonais se mirent à visiter régulièrement l’Alsace et le célèbre Hayao Miyazaki s’est
même inspiré de la ville de Colmar pour réaliser son ﬁlm d’animation « Le Château Ambulant » ! Encore aujourd’hui, il est
possible d’admirer de nombreux objets et œuvres d’art japonais dans les musées alsaciens.
Cette relation particulière entre l’Alsace et le Japon concerne aussi l’éducation. En effet, dès la ﬁn du XIXème siècle,
beaucoup d‘étudiants japonais se mirent à fréquenter l’Université de Strasbourg. Enﬁn, en 1925 l’Alsace accueillit le prince
Hiroito (futur Empereur Shôwa) qui souhaitait visiter la région !
Ces liens privilégiés ont survécu à la crise économique et continuent aujourd’hui dans plusieurs domaines. A l’heure actuelle, l’Alsace est la première région française pour l’accueil d’entreprises japonaises. Elle héberge aussi une vingtaine
d’établissements culturels, industriels, administratifs et académiques. Pourvu que ça dure !

フランスで活躍中の日本人がこっそり教える生のフランス情報。
Le Journal読者のみなさまにもお届けします♪
今回はパリで活躍中のDJ＆絵本作家の前原本光さんがメッセージをくださいました。

誰もがアーティストになれる場所、Scène Ouverte

パリでは毎夜どこかのカフェやバーで
「Scène Ouverte」
（もしくはOpen Mic）
というイベントが開催されて
います。誰でも参加自由な発表の場で、詩の朗読、一人芝居、
スタンダップコメディー、弾き語り等、
自分のや
りたい方法で舞台に立ち発表しあいます。
プロ、
アマチュア、未経験者、年齢、
ジャンル問わず誰でも参加でき
ます。
もちろん発表をせずに観客として参加することもでき、参加費は無料で、
当日に会場でエントリーをし
て順番に発表していきます。
ワインやビールを飲みながら、
みんなのパフォーマンスを鑑賞します。
「はじめて人前で演奏します！」
と言っ
てステージに立つ人もいれば、
「パリに旅行中でたまたま参加してみました」
という人、
「この道、何十年」
と
いうベテランまで同じステージに立つのですが、全ての人のパフォーマンスは尊重され大きな拍手が起こり
ます。
とにかく受け皿が広く、
どんなに下手でもどんなに失敗しても、馬鹿にされることはなく、参加者も鑑賞
者も優しく見守り、主催者が会場を盛り上げてくれます。
そして休憩中や終了後には参加者同士が交流し、
友達になったり、次回のステージに一緒に立つこともあります。
これをきっかけにプロの道に進んでいく人も
いると聞きます。僕もパリに来たばかりの頃に小さなカフェで行われていた
「Scène Ouverte」
に参加をし
ました。
フランス語はあまり話せなかったのですが、思い切って飛び込んで、下手ながらに自作の詩を朗読し
たり、楽器を演奏したりしました。
それがきっかけでたくさんの友達ができ、
パリでの生活の基盤ができまし
た。
みなさんもパリに来たら気軽に参加してみてください。

Qu’est ce que c’est ? これなんですか？
『La pince à escargots』 エスカルゴはさみ

エスカルゴを注文すると必ず出てくるこのハサミのようなもの。
その使い方は？

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

La « pince à escargots » est un couvert spécialement conçu
pour déguster les escargots. Elle permet de tenir la coquille des
escargots pour ne pas se salir ni se brûler les doigts. On utilise
ensuite la fourchette à escargots pour retirer la chair.

« Mais depuis quand mange-t-on des escargots ? »

Lʼescargot est un plat consommé depuis longtemps, cʼest-à-dire vers 10 000 ans avant J-C. Et oui, les Grecs et les
Romains en étaient déjà friands ! Ils avaient même construit des parcs à escargots pour les élever.
Cʼest ensuite à partir du Moyen-Age quʼil devient un met de noble, car son assaisonnement est coûteux et sa chasse
est pratiquée à cheval avec des chiens, ces derniers ayant un meilleur ﬂair pour les trouver.
Au XVII siècle, lʼescargot perd sa renommée. Ce nʼest quʼau XIX ème siècle, à Paris, quʼil devient un plat populaire.

前原本光 (MOTOMITSU)

1977年浜松生まれ、
パリ在住歴３年。
パリのDJ集団Crackiのメンバ
ーとしてDJを行うほか、絵本作家としてスイス、
イギリス、韓国の出版
社より絵本を出版、
また音楽家・詩人として、
オランダ、
アメリカ、
ポルト
ガルのレーベルより作品を発表。
アコーディオン奏者としての
演奏活動、
日本での期間限定カフェ、移動書店を行うなど、国
境やジャンルを超えて活躍中。

« Comment déguster les escargots ? »

Dès la préhistoire, on les mangeait grillés. Les Romains, eux, les dégustaient avec un verre de vin. A la ﬁn du XVIII ème
siècle, la recette de lʼescargot au beurre voit le jour. Elle a été élaborée par le père Vallée, en Bourgogne.

フランス生活のプチカルネ N°8 【フランス留学、何を持っていく？ 】

留学期間が長ければ長い程、
あらゆる場面を想定しアレコレ荷物が多くなりがちですが、現地調達できない物や使い慣れた物などを中
心に最小限にとどめるのがポイント。
すぐに必要のないものは船便で送ったり、
どうしても必要な物は現地で買うくらいの気持ちで荷造り
する方が良いでしょう。
引越しや帰国時に大量の荷物を前に途方に暮れるなんてことも。
持っていく物が決まればスーツケースごと重さをはかりましょう。航空会社にもよりますが、
日本〜ヨーロッパなら重量制限が合計20〜
23kgの航空会社が多数。
これを超えるとかなりの金額の超過料金がかかるので要注意。機内持込手荷物にも規定があります。
（詳細はご
利用の航空会社にご確認を。）持込品目に関しても制限があり、
ナイフ類はもちろんハサミや先
の尖ったものは法律で禁止されています。
また液体物の持込制限もあります。
（詳しくは国土交
通省HPを参照。）
日本の電気製品を持っていく場合は、
フランスの電圧（２２０〜２３０V）
と異なるので変圧器が
必要になります。最近は変圧器内蔵の世界共通タイプのものも多くあるので、購入する際は確
認しましょう。
またコンセントの差し込み口
（プラグ）
の形も日本とは違うので、変換プラグ（Cか
SEタイプ）
が必要です。
衣服については基本的に日本と同じように考えて大丈夫。寒さが厳しい地方に行く場合は少し
厚手の物を持っていくと良いでしょう。
また、思い切り洗濯しても問題ないものがお勧めです。
パ

HP
http://www.motomitsu.jp
ブログ http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/

Photos provided by Paris Lit Up
http://parislitup.com

読者のみなさまへ
フランス語で
「Cʼest la vie」
（セ・ラ・ヴィ）
「これが人生さ」
という言葉があるのですが、何事が
あっても悲観的にならず、人生で起こったことを全て受け入れていくことが大切なのかな。

ーティーやレストラン用の洋服も持っておくといざという時役立つかもしれません。
-10-
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Séjour en France avec les enfants ! フランス留学情報

M：ホームステイはいかがでした？

A：マダムは素晴らしい方でした！ムッシューは料理上手。美味しいキッシュも作ってくれました。
マダムはコロンビア人でスペイン語
が基本ですが、私のために家ではフランス語を喋ってくれました。
お子さんは2歳で私の娘とさほど年齢が違わずとても良かったと
思います。
ちなみにお子さんのマテオ君は2歳にしてサルサのステップを踏んでいました！さすがコロンビアの血が流れているのです
ね。
アパートは広々とした3LDKで、
バスタブもありました。窓からはルーアン大聖堂が見えました。

Le français de A à Z

◎今後について

フランス語教室

１日のスケジュール
起床
7h00
朝食
8h00〜9h00
子供を保育所に預けにいく
9h30
登校
10h00
昼食
13h00
14h00〜15h00 個人レッスン
15h00〜16h00 メールチェック&日本の仕事
子供のお迎え
16h30
公園などで子供を遊ばせる
17h00
子供たち入浴
19h00
子供たちの夕食
19h30
20h00〜21h00 親の夕食（ホストファミリーとの団欒）
就寝（子供は２１時くらいに就寝）
22h00

M：次はどのようにしたいですか？

A： タヒチやヌーベルカレドニアなどのフランス海外領で、
同じくホ
ームステイをしながら語学学校に通ってみたいです。

!

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。

Cours intensifs

LarosedeVersailles
La

１ヶ月集中レッスン

フランス語で読む
「ベルサイユのばら」

!
veauの
Nou
サイユ
ル
ベ
「
作

まるでフ
ラン
学留学し スに語
ているか
の
ように集
中的にフ
ラ
ンス語を
勉強！

あの名
ス語で。
をフラン
ばら」
いても
革命につ
ス
ン
ラ
フ
。
強します
少しお勉

１９７０年代に一世を風靡したフランス革命前からフラン
ス革命前期が舞台のマンガ「ベルサイユのばら」のフランス
語版をみんなで一緒に読みます。
ベルばら世代の方も、
そうでない方も、楽しみながらフラン
ス語を学べるアトリエです。読みながらフランスの革命期の
歴史についても合わせて勉強しましょう。
1レッスン90分 ￥32400（３ヶ月１０回）／テキスト代実費
＊はじめての方は入会金が別途必要です。

１年分のレッスンを１ヶ月で！短期間で集中的にフランス語を
学ぶコースです。ほぼ毎日レッスンを受けていただくので、
フラ
ンスで語学学校に通っているかのように学べます。
フランス留
学、
ワーキングホリデーなどへの出発前や、仕事で急にフラン
ス語が必要になった方に特におすすめ！
ゼロからのスタートでも、現在形、複合過去、近接未来などすぐ
に使える基礎の文法が身に付きます。
1レッスン55分 ¥144000（1ヶ月40回）／テキスト代実費
入会金無料！ 通学とスカイプレッスンの組み合わせも可。

M：今後プチ留学をする人へ一言お願いします。

A：自分のレベルを確認する意味でも、定期的に渡仏するのがお勧
めです。前よりもレベルが上がったということも実感できます。
また、
子ども連れの場合は、予定を詰めすぎないことがポイントだと思い
ます。色々と予期せぬことが起こるので、
それに対応できるように余
裕を持ったプランニングにしておくと良いでしょう。
また、新学期が
始まって少し経った時期だったから良かったというのもあると思い
ます。
そのため、10月はおすすめです。5月あたりだと連休が多いな
どの不都合があるかもしれません。
☆AJ-Franceでは親子留学のご相談も承ります。
少しでも興味をお持ちでしたら、
まずはお問い合わせ下さい☆

A découvrir !
offre spéciale
des écoles
pour nos lecteurs

Le Journal 読者さまだけへの留学特典！

Parisの提携語学学校

FRANCE LANGUE

AJ-Franceを通して４ヶ月以上のコース
にご登録いただいた方に、
お料理アトリエ
を１回プレゼント！
FRANCE LANGUEはパリにある３校（
ヴィクトルユーゴ、
オペラ、
ノートルダム）
の
他、ニース、ボルドー、
ビアリッツとフラン
ス海外県マルティニークの計７校の学校

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ョン•リヨネ。
その
名を名乗るお店は数多くありますが、
ブッシ
ョン協会に認証された正真正銘のBouchon
Lyonnaisは、
２０店しかありません。
アンフレ
クションが吟味したBouchon Lyonnaisで、
リヨンの食文化と賑やかなビストロの雰囲気
をお楽しみください。

Montpellierの提携語学学校

Accent Français

ご登録の方に、一つ星レストランBottin
Gourmand の Armandシェフのお料理
レッスンをプレゼント！！Gault&Milauの
toque rouge(赤いコック帽)「 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。
モンペリエの街の中心街に位置してお
り、
買い物にも交通にも便利です。

があります。̲７校の中で組み合わせての
受講も可能。文法、
ボキャブラリー、単語、
発音、読み書き、聞き取り、会話表現、文章
作成など、総合的なフランス語のレッスン

Le saviez -vous?
D’où vient le mot «copain» ?

友達・仲間という意味の
「copain」
a v e c ( 一 緒に)を示す接 頭 辞 « c o »
と«pain(パン)»から成る言葉である。
もともとは文字通り
「パンを分け合う仲
間」
のことだったが、
これが「友達・仲間」
を意味するようになった。
ちなみに、
このcopainという言葉、所有
代名詞が付くと
「恋人」
の意味になる。
例えば、mon copain = 私のカレ、sa
copine = 彼のカノジョなど。
ただし、
男
性がmon copain、
女性がma copineと
言う場合や、複数形でtes copainsとい
う場合は一般的に、恋人ではなく友達を
意味する。

をリラックスした雰囲気の中で行います。

ent
Evenem情報
イベント

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。

心地よい季節。
フランス流にのんびりピクニックしませんか？
手作りの美味しい料理とワインを片手に過ごすひととき。
きっと楽しい休日になるはずです。
※要予約・予約受付は5月11日まで
日時：2015年５月16日
（土）11h30 集合
※会場までの交通費等は各自負担。
集合場所：AJ-France フランス語教室
お問合わせ・お申込みは
参加費：おひとり500 yens（ワンドリンク付）
tel 075-703-0115
ポットラック形式（手作りの一品をお持ち下さい。）
ecole@aj-france.com
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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

親子で短期留学

Atelier Enfants

Séjour en France avec des enfants !

スペシャル対談 留学コーディネーター

（AJ-FranceスタッフM)

×

フランス語講師
（AJ-France代表兼講師)

AJ-Franceのフランス語講師（以下A）
が3歳の娘を連れてプチ語学留学を体験！
（前号では
「Voyage de Sora」
のコーナーにて愛娘そらちゃんの体験記を掲載。）

◎語学学校について
学校名：Alliance Française de Rouen
コース：グループレッスンと個人レッスン
M：登校初日の流れは？

A：初日は少し早く登校しました。
クラス分けテストを受けた後、
そのままグループレッスンのク
ラスに案内され、授業開始。
M：学校の印象は？

A：6年前にも当校に留学したことがありますが、前と同じく受付の方や講師、校長が皆親切で
気さくです。
フランスのお菓子週間などを企画し、休憩時間にお菓子をつまみながら、雑談する
ような場も作ってくれました。
M：講師の印象は？

A：とても良かったです。講師によっては、
自分の話ばかりを喋って授業が終わってしまうという
こともあるのですが、今回はそういうことはなく、
きちんと授業が進められていてとても満足し
ました。
また、前回とほぼ先生が変わってなかったので、先生がよく変わるのではない学校ということで印象も良かったです。先生
同士のコミュニケーションがよくとれていて、
まとめ役の方もいらっしゃるので、生徒のことをよく管理しているなと思いました。
M：クラスメイトはどんな人たちでしたか？

日本人が1人、
アメリカ人1人、
インド人1人、
イラン人1人。
2月、3月は比較的日本人が多いそうですが、全体的に日本人は少ない学校で
す。生徒の年齢や職業もばらばらでした。

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！

ちびっこシェフアトリエ

！
料理するよ
やりかたで
大人と同じ
を切ったり
菜
野
て
し
力
よ！
お友達と協
使って作る
オーブンを

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
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

Bon appétit !
miam mia
m♡

Leçon de cuisine
pour les petits !

【開講スケジュール】
開催日

時間

レシビ

内容

4月25日
（土）

11h~12h50

Hachis parmentier
アッシ パルマンティエ

フランスの定番家庭料理、ジャガイモ
のピュレとひき肉のグラタン。

5月23日
（土）

11h-12h50

Bouillabaisse
ブイヤベース

世界３大スープの１つとも言われてい
るマルセイユ名物の海鮮スープ。

6月27日
（土）

11h-12h50

Pâtes carbonara
カルボナーラのパスタ

パスタと言えばイタリアのイメージで
すが、
フランス人も大好き♪

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

M：クラスメイトの国籍が様々ですが、発言の機会はありましたか？

A：やはりアメリカ人などは回答（発言）が早いので、急いで答えるように努力し
ました。あまり発言できていない時は、先生がそれを察して当ててくれました。
M：どんな授業でしたか？

Atelier de Cuisine
お料理・お菓子アトリエ

A：グループレッスンの時に面白かったのは
「死刑を撲滅することを主張している
Badinter氏」
についての授業でした。
まずは読解し、次にその文章についての質
問に答えるという流れ。
そして、
その後はBadinter氏をモデルにしたドラマのビ
デオを鑑賞し、
そのビデオについて用意されていた質問に答えていきました。内
容もとても深く、面白かったです。
個人レッスンは自分のしたいことを最初に伝えると、
それに合わせて授業をして
くれました。私の場合はrésuméをしたかったので、TV5を見てrésuméを書き
（この時同時に講師もrésuméを書く）書き終わったらお互い見せ合い、
ここは
こういう表現をした方がいいねと話し合ったりし、résuméの構成等を教わりま
した。
◎生活について

M：一日のスケジュールは？

A：子どもも一緒で、
日本の仕事もしながらの滞在だったので、
かなりハードスケ
ジュールでした。
M：子どもと一緒でも問題なかったですか？

A： 問題はありませんでした。学校が子どものいるファミリーを選んでくれたので、
というのが大きいと思います。子ども達の年齢も近かったし、家におもちゃがいっ
ぱいあったので、子どもも楽しそうでした。
ホストファミリーのお子さんのマテオと
の別れの際は娘が大泣きしたほどです。
ただ、保育所は乳児が多く退屈だったよ
うなので、次回は別の保育所を探してみようと思っています。

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！

Une cuisine esoutrs nouvelle
touj
nne !
quand elle est bo

5月23日
（土）

（土）
4月18日

< Lʼapéritif アペリティ
フ

ッキー生地に
アーモンド入りク
焼いたお菓子
チェリーを入れて

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。

ーバスク >
x basque ガト

< Gâteau

（土）
6月20日
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ト>

ron レモンのタル
< Tarte au cit める季節に♪
暑くなりはじ
のタルト
さわやかなレモン

M：保育所について？

A：子どもは最大10人までで、先生は3人います。1時間10ユーロ。
（通常の保育
所は約2,5€／時間）9時30分〜16時30分まで預けていました。
（保育所は8時
30〜20時30の間あずけることが可能。）

>

パテ、
タプナード、
グジェール

Tour de France
gourmand

日時：土曜日 14h00 ‒17h00 (月１回)
メンバー：3600 yens (または１レッスン振替）／ビジター：3910 yens
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。
-13-

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)
１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

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。）
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

詳細はp.12へ

１ヶ月40回

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。
仏小説を読むには必須の
「間接話法」
から学びます。少人数のグループなの
で、
グループですがひとりひとりのペー
スに合わせて進みます。

3ヶ月10回

3ヶ月10回

※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。

NOUVEAU !

フランス語で読む
「ベルサイユのばら」

詳細はp.12へ

Petit Nicolasを
読もう！
お料理・お菓子ア
トリエ
ちびっこアトリエ

ちびっこシェフ
アトリエ

アトリエデママン

※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

受講者が選択

受講者が
選択

144000円
テキスト代実費
（入会金不要）

Adeline
Akiko

29830円
テキスト代実費

土曜日 14h15〜15h45
４月 11日 18日 25日
５月 9日 16日 23日 30日
6月 6日 13日 20日

土曜日 11h15〜12h45
４月 11日 18日 25日
５月 9日 16日 23日 30日
6月 6日 13日 20日

Héloïse
Akiko

Akiko

32400円
テキスト代実費

Akiko

14400円
テキスト代実費

金曜日 14h15〜15h45

話し言葉風に子供の世界が表現され
ている
「プチニコラ」
を読みます。

3ヶ月6回

第2・4金曜日 10h〜10h55
(日時変更の可能性あり)

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
４月 11日 25日
５月 9日 23日
6月 13日 27日

Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

月1回

土曜日 11h〜12h50
4月25日、5月23日、
6月27日

Yannick

2570円
3090円
（ゲスト）

詳細はp.13へ
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

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）

フランス短期留学

◎太陽いっぱい南仏でフランス語＋料理レッスン◎

◎美食とワイン留学◎

【ECOLE PERL】- パリ

パリ11区にあるAJ-France提携語学学校。 美食の街パリで、
フランス語を習いながら料理とワインの勉強が可能。
グルメの
方にお勧めのプログラム。小規模・
少人数制で教師陣の質も高い。事
務的な対応もよく、学校の質と料

＜プログラム内容＞
受講期間：3週間
授業料：1200ユーロ
クラスの人数：最大4人
授業内容：フランス語レッスン週20回
（9時〜12時15分）。料理、製菓、ワ
イン醸造についてのレッスンが週2回
（午後・1回3時間＋試飲あり）。

21600円

1年のうち300日が晴れというモンペリエにある語学学校。地
中海に面する太陽溢れる南仏の街で、
フランス語と本場のフ
ランス料理を学べる。若いスタッフ
が多く、
とてもアットホームな雰囲
気。校長は元気いっぱいのエネル
ギッシュな人で、当社の代表とも
交流が深い。
受講期間：1週間〜

授業料：360ユーロ〜

授 業 内 容：フランス 語レッスン 週

2 0 回 。料 理 アトリエ 週 2 回（ 料 理
学校 Lʼécole de cuisine dʼArmandにて）

◎短期集中フランス語漬け留学◎

【IS AIX-EN-PROVANCE】- エクサンプロヴァンス

ラングドック地方の小さな村にある古城の学校。授業を行う
お城のまわりにはワイン畑が広がっている。23歳以上の合宿
型語学学校。
夕食も講師と一緒にとるため、8時半から22時ま

エクサンプロヴァンスは、
マルセイユから北に約30km程のとこ

ろにあり、ISは町の中心から徒歩3分、
とても便利な場所に位
置している。印象派の巨匠ポール・セザンヌの故郷でフランス
語＋絵の勉強ができる魅力的なプログラム。

でフランス語漬けとなる。集中してフランス語力アップをした
い方にお勧め。

＜プログラム内容＞

受講期間：1週間〜

オプション料金：460ユ

受講期間：2週間

<プログラム内容一例>

ーロ〜（一般フランス語

レッスン登録者のみ可）

（古城での宿泊、3食付き）

授業内容一例：

絵画レベル：初心者可

午後：60分のミニグループレッスン

デッサンや油絵を学ぶ。

60分の個人学習

60分の読み書きレッスン

accent français

◎印象派セザンヌの故郷へアート留学◎

【Millefeuille Provence】- ラングドック

授業内容：フランス語で

午前：90分 2回のミニグループレッスン

t

【Accent Français】- モンペリエ

＜プログラム内容＞

授業料：2000ユーロ〜／週
Akiko

ー人気のプログラムをご紹介 ー

お手軽な短期留学に行ってみませんか？
長期留学だと、費用がかかる、時間が無い、
周りの了解を得るのが大変、複雑なビザ申請をしなければならない等の問題をクリアする必要
があり、少しハードルが高い印象です。
「それでも留学をしてみたい！」
という方には、短期留学がおすすめ。
短期留学でもプログラムやプランは豊富にあります。
フランス語だけに集中することも可能ですし、
フランス語＋アルファで習い事をするこ
ともできます。
また、
フランス語レッスン等なしでホームステイのみを体験することも可能。期間も1週間〜3ヶ月間で、
ご都合に合わせてプ
ランを組むことができます。今回はそんなお手軽短期留学の中でも人気のプログラムをご紹介いたします！

金のバランスに定評あり。

29830円
テキスト代実費

3ヶ月10回

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）

Séjour en France

自分の作品は持ち帰り

photo:Millefeuille Provence

可能。

■ 8ページでは
「親子で短期留学」
についての体験記をご紹介！→→→
担当Mの余談 〜フランス語とのつき合い方〜
フランス語に触れ始めてかれこれ10年ほどになる。初めは大学の第二外国語として出会った。授業は何となく出席したものの興味が持てず単位を落
とした。
その後、補習を担当したフランス語講師がフランスの魅力を毎回熱く語ってくれたこともあり、
パリに行ってみようと思い立ち、単身でパリに
2週間滞在。例に漏れずパリに魅了された。
その後約4年間の留学を経て、帰国後も翻訳やフランス留学に携わる職につき、思えば7年前からほぼ毎
日フランス語を使っていることになる。現在、仕事で使う分には支障はないが、
日常会話で友人に
「これフランス語でなんて言うの？」
と聞かれて答え
に困ることもある。
それは、仕事ではフランス語を頻繁に使うが、
フランス語で日常会話をする機会が少ないからだろう。語学を習得するにはやはり
「
使って話す」
ことが大事だと思う。
レベルアップを確実に狙いたいなら、朝から晩までフランス語にどっぷり、
これが一番効く。
（フランス語のみの生活
になることで
「フランス語脳（日本語で考えたことを頭でフランス語に訳して話すのではなく、直接フランス語で考える脳）」
ができると聞いたことがあ
る。
どんな場面でも対応できるフランス語脳を手に入れ、
フランス語で夢を見る日が待ち遠しい。
-14-
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Une expérience inoubliable ! フランスからのルポタージュ

Interview d’un élève 生徒さんインタビュー

私とフランス語

アルザスで四季を感じる暮らしを

今回は当社の留学サポートサービスを利用して学生ビザを取得。
ご出発前には当教室のフランス語集中レッスンで
語学力もUP !! 現在はストラスブールに語学留学中のKATO Takakoさんをご紹介。

「アルザスで四季を感じながら暮らしてみたい」が私の最大の渡仏目的。
アルザスは素敵なものがギュ－ッと詰まった場所。幾度
となく訪れるうちにすっかり魅了されてしまい、
いつか暮らしてみたいと漠然と思っていたのですが、
タイミングよく
（？）仕事を辞
めることになり、年齢的に厳しいものを感じながらも、思い切って語学留学してみました。
● アルザスでの生活 ●
渡仏したのはヴァカンス時期。
ゼラニウムの花で彩られたコロンバ
ージュの家々や青々とした葡萄畑が私を迎えてくれました。外国人
の上手なヴァカンスの過ごし方を眺めながら、
アルザス特産のクエ
ッチやミラベル、葡萄などのフルーツを頬張り、
ビール祭やシュー
クルート祭に出かけ、秋にはアルザスワイン街道の葡萄祭や収穫祭
も巡りました。
そして、待ちに待ったノエルの季節到来！！アルザス
の街はまばゆいイルミネーションやアドベントカレンダー、
アドベ
ントリースで彩られ、皆ノエルを待ちわびている雰囲気が伝わって
きました。
ストラスブールやコルマールをはじめとする各地のマル
シェ・ド・ノエルを毎日のように巡り、シュークルートやフォアグラ
のサンドウィッチ、猪の丸焼き、
ヴァンショー（アルザスでは白のヴ
ァンショーも味わえます）
などなど、
アルザスならではのものを味わ
ったりしました。
ノエルが終わると次はガレットデロワ、
カーニヴァル、
イースター、
白
アスパラガス祭など、楽しみがつきません。
● 語学学校について ●
語学学校生活はというと、予想をはるかに超えた厳しさが待っていました。始めのク
ラス分けテストで、幸か不幸か実力よりも上のクラスに振り分けられました。授業は当
然フランス語、先生の言うこともさっぱりわからず、頭の中は
「？？？」
で埋め尽くされ
ていました。
２週間毎日拙いフランス語で格闘し、何とか４つ下のレベルのクラスに変
えてもらうことができました。
それでも当然、授業はすべてフランス語。
そして生徒の
平均年齢は約２２歳と若く、
また間違っていても堂々と発言する彼らの勢いにも押し
つぶされそうになり先行きが不安になりました。
(学期末にはその不安もどこかへ行っ
てしまいましたが。）家では宿題もこなさなければならず、週末も帰宅してから宿題を
しています。
クラスメイトはウズベキスタン人、
アルジェリア人、韓国人、台湾人など国際色豊かで刺激的です。郷土料理や風習を教
えあったり、時には少し口論になるときも。授業も大切だけど、異文化と触れ合うことにも興味津々です。仲がよく居心地のいいク
ラスでしたが、学期末試験でクラスは解散し、寂しいです。平日は学校中心の生活ですが、
マルシェで買い物をして家で料理をした
り、
クラスメイトと食事や映画に行ったりしています。週末にはワイン街道の村々やお菓子屋さんを巡ったり。学校で落ち込むこと
があると、電車に揺られてワイン街道の景色に慰めてもらいに出かけています。

● 残りのフランス生活 ●
留学生活５ヶ月目、思い通りにフランス語が話せず
日々格闘していますが、沢山の出会いがあり、学校で
はフランス以外の国の文化にも触れることができ、
日本人であることを改めて考えさせられます。学校
以外ではフランス人と知り合う機会も多く、彼らは
様々なものを与えてくれ、十分すぎるくらい満喫して
います。のんびり留学のつもりでしたが、予定変更。
あと半年、積極的に過ごそうと思います。

● AJ-Franceをご利用いただきありがとうございました ●
AJ-Franceさんには、わがままな私の要望や質問にも丁寧に対応していた
だき、
ここまで順調に来ています。
ビザ手続き、
アパート探し、現地での生活
の心得など、
また渡仏後もアクシデントの度に相談し、適切なアドバイスをく
ださるので心強いです。
-6-

- le français et moi -

今回は遥々モロッコからスカイプレッスンを受けて頂いているFUJINO
Miyukiさんにお話を伺いました。
モロッコでの生活、
日本ではありえない
ことがたくさんのようです。

● フランス語を学ぼうと思ったきっかけは？ ●
結婚し、夫の仕事の関係でモロッコに住むことになったためです。
● モロッコでの生活はいかがですか？ ●
イスラム教であり、文化、宗教ともに大きく違い、更にアジア人が少ないために何かにつけ
て目立ってしまうので、服装や行動には気を付けています。驚く事は多々あるのですが、特
にイスラム教関連の祝日や行事は、直前（前日という事もあります）
に日程が決定したり、
突然祝日になったりするのには、
やはり戸惑いました。
ただ、
そのように緩やかに時が流れ
ているからか、基本的にはとても親切な人が多く、
ケンカやトラブルなどが起こると、全く関
係のない人まで入って来て解決しようとする姿はモロッコ人のとても好きなところです。楽
しい事は、
やはりヨーロッパが近いので、簡単にヨーロッパ旅行に行ける点、
サーフィンが
安く出来る点、
そして何より長期休暇が日本に比べて取りやすいという点でしょうか。
こち
らに住んでから、
アイスランド、
ベルギー、
スペイン、
フランス、
ドイツ、
オランダ等各地を旅行して楽しんでいます。
● モロッコではフランス語はどの程度使われていますか？ ●
観光地や大都市であれば、
ほぼ通じると思います。市場等では通
じない場合もありますが、
その場にいるお客さんなどが通訳をし
てくれるので、
アラビア語が分からなくても不自由はありません。
ただし田舎に行くと、
アラビア語の看板のみだったり、
フランス語
が分からない人の割合も増えます。
● スカイプでのレッスンはいかがですか? ● 教室とは違う感じ
で、Skypeレッスンもとても楽しいです。特にメッセージ機能を使
った単語の綴りチェックや、
インターネットを使った情報交換な
ど、Skypeならではの事もあり、毎回とても楽しいです。
● 今後の目標は? ●
まずは、簡単な会話が出来る程度になりたいと思っています。
また、せっかくフランス語を勉強し始めたので、春頃を目標に、
DELF A1かA2に挑戦しようと思っています。

写真

右上： カサブランカのハッサン2世モスク 中央： 砂漠地方メルズーガ
左下： アガディール 下中央： 市場内タジン料理屋 右下： 世界遺産エッサウィラ
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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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A ne pas rater pour les gourmands !

Tarte Flambée

土地柄とその歴史から、
フランスとドイツ両国の影響を受けた独特の文化が形成されたアルザス地方。
もちろん食文化も例外では
ない。
ここでは、
その一部をご紹介しよう。

<Cuisine - お料理>

最近では日本でも見かけるようになったタルトフランベ。
フロマージュブランとラルドン
（ベーコン）、
玉ねぎのピザのような料理。
ワインがすすみそうな一品です。

Ingrédients :

◆ 250 g de farine ◆ 40 g de beurre
◆ 5 cl d’huile
◆ 100 g de fromage blanc
◆ 2 oignons
◆ 10 cl de crème fraîche épaisse
◆ 140 g de lard fumé
◆ 1 cuillère à soupe d’huile
◆ sel, poivre, noix de muscade râpée

Le-Journal 編集スタッフの
ちょっとひと息

pause café

Préparation :

Préparez la pâte: mélangez la farine, 2 cuillères à café
de sel, l’huile et peu à peu 15 cl d’eau tiède.Travaillez
quelques minutes afin d’obtenir une pâte bien élastique, pétrissez-la 5 minutes et laissez reposer 1 heure.
Préchauffez votre four à 250 degrés. Coupez le lard en
fin lardons. Émincez les oignons en petites lanières.
Faites-les fondre doucement 5 minutes dans du beurre,
sans les colorer.
Mélangez le fromage blanc et la crème, assaisonnez de
sel, de poivre et de noix de muscade.
Etalez la pâte très finement sur le plan de travail fariné,
en un grand rond d’un millimètre d’épaisseur.
Posez-la sur une tôle farinée. Etalez le mélange fromage-crème sur la pâte et répartissez les oignons refroidis,
les lardons et arrosez d’une cuillère à soupe d’huile.
Laissez au four chaud pendant 15 minutes. La tarte doit
être servie croustillante.

パリの街を歩いていると、
いろんなところで出会うエッフェル塔。Le Journal 編集スタッフが見
つけた、
ちょっと変わったエッフェル塔の景色を集めてみました。シャンドマルスやシャイヨー宮
からの眺めはもう何度も見た！という方、
ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか？
も。

中から

アポリネールの詩
にも
うたわれた橋。

●ベッコフ - Baeckeoﬀe
陶 製の専用の鍋で、牛・豚・羊の肉とジャガイモなどの野 菜を煮 込んで作る料 理 。
Baeckeoﬀ eとはパン屋の窯の意味を持つ言葉で、元々はパンを焼いた後の窯の余熱
で煮込んでいたことからこう呼ばれるようになった。
●クグロフ - Kuglof
アルザス地方ではどこのパティスリーでも売られている、ブリオッシュ生地を専用の型
に入れて焼き上げたもの。
マリー・アントワネットの好物だったと言われている。
●ブレッツェル - Bretzel
ドイツ発祥の焼菓子だが、アルザス地方でも街中で見かける。その独特の形の由来は
諸説あり、祈りをささげる修道士の姿を模したとか、キリスト教の三位一体を表すとか
言われるが真相はわかっていない。

<Alcool - アルコール類>

Vues insolites de la tour Eiﬀel

の
メトロ

●シュークルート - Choucroute
塩漬けのキャベツ
（ザウアークラウト）をソーセージやベーコン、豚肉などと一緒に蒸し
煮にしたもの。程よい酸味とお肉の旨みが美味しいアルザス地方の定番の家庭料理。
●タルトフランベ - Tarte ﬂambée
薄い生地にフロマージュブランと玉ねぎ、ベーコンを乗せてオーブンでパリパリに焼く、
ピザのような料理。ﬂammekuecheと呼ぶこともある。
☆10月のお料理アトリエではタルトフランベを作ります。
日本でもちょっとずつ知られるよ
うになって来たアルザスの味、
ぜひ一緒に作りませんか？

ロダンの

作品とと

もに。

●ワイン - Vins
栽培されているぶどうの品種はドイツと同じものが多いが、味は異なり、すっきりとし
た辛口のものが多いのが特徴。ボトルもフランスの他の地方では見ない細長いフルー
トボトルが使われ、
ラベルにはブドウの品種名が記される。
代表的なブドウ品種はRiesling、Gewurztraminer、Muscat、Pinot grisなど。
●ビール - Bières
ドイツの影響を強く受けてきたため、
フランスビール製造の中心地でもあり、
フランス
ビールの５０％以上がアルザス地方で作られている。Kronenbourg、Schutzenberger、Fischer、Karlsbrau France、Meteorなどのブランドがよく知られている。
●オー・ド・ヴィ・フリュイ Eaux de vie fruits
オー・ド・ヴィとは、
フランス語でブランデー（蒸留酒）のこと。文字通りに読むと
「生命の水」
という意味。
アルザス地方では、
さくら
んぼやベリー、
ミラベルなど様々なフルーツを使ったブランデーも有名。小さなボトル入りのものはお土産にもおすすめ。

Les personnalités liées à Colmar

１５・１６区 ミラ
ボー橋
ニク通り
7区 サン・ドミ

メトロ６号線
パッシー間）
(ビル・アケム～

●Pierre Hermé

ロダン美術館
の庭

ン屋さん
レ屋さんやパ
美味しいカヌ
通り」。
メ
ル
グ
「
る
などもあ

彼を知らない人はいないと言っても過言ではないであろう。
フランスのパティスリー界を代表する
パティシエで、
ヴォーグ誌では「パティスリー界のピカソ」
と称賛された。
１９６１年、
コルマールにあ
るパティスリーの４代目として生まれ、
１４歳の若さでルノートルに弟子入り。その後フォション、
ラ
デュレなどを経て１９９６年に自身の 初のブティックを東京にオープンさせた。

●Auguste Bartholdi

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

-16-

ニューヨークのシンボルとも言える
「自由の女神像」の作者として知られる彫刻家で、
コルマール生
まれ。父の死を機に家族でパリへ引っ越したが、
コルマールの生家は現在でも美術館として残され
ている。彼の代表作「自由の女神像」、パリのグルネル橋のたもとにあるレプリカは有名だが、実は
コルマール市北部にも、
２００４年に没後１００年の記念として建てられたレプリカが存在する。

Marie-Antoinette et le kuglof

お菓子好きで知られるルイ１６世王妃マリー・アントワネット。彼女が食糧難に苦しむ民衆に対して放ったとされている
「パンが
なければお菓子を食べればいいのに」
というフレーズ。
ここでいうお菓子はクグロフのことだったとか。彼女がオーストリアのハプ
スブルグ家からフランスに嫁いだ際にさまさまなお菓子をフランスに伝えたと言われているが、
クグロフも元々はオーストリアな
どで作られていたお菓子だった。彼女はこのクグロフが大好物で、
やがて周りの人々にも人気になり、
フランス中に広く伝わった。
☆マリー・アントワネットの時代についてもっと知りたくなったら→アトリエ
「フランス語で読むベルサイユのばら」がおすすめ
（p.12)
-5-

Colmar コルマール

Située au centre du vignoble alsacien et à proximité des Vosges, et surnommée la « Capitale des vins d’Alsace », chaque
année s’y déroule au mois d’août une foire aux vins alliant
dégustations de vins à un festival de concerts en plein air.
De plus sa localisation en fait un point de départ intéressant
pour découvrir les paysages Vosgiens, ou encore pour parcourir la Route des Vins d’Alsace.
Les rues de Colmar possèdent une architecture typiquement
alsacienne que l’on peut notamment admirer en se promenant
dans le quartier de « La Petite Venise ». Les maisons à colombages de Colmar et du village voisin Riquewihr ont été une
source d’inspiration pour Hayao Miyazaki lors de la création
de ses ﬁlms « Kiki la petite sorcière ( 魔女の宅急便 ) » et « Le
Château ambulant ( ハウルの動く城 ) ».
Colmar est également connue pour le musée Unterlinden abritant le retable d’Issenheim. Chef d’oeuvre de la Renaissance
germanique, peint par Matthias Günewald, il est à l’origine de
la notoriété du musée ce qui en fait un des plus visité de France. Un artiste japonais Itsuki Yanai en a réalisé la copie durant
plus de vingt ans, tout en s’attachant à conserver la technique
et les matières d’usage à l’époque.
On peut également y trouver un musée dédié au sculpteur de la
Statue de la Liberté, Auguste Batholdi d’origine colmarienne.
Durant la période de Noël Colmar s’illumine, et c’est également l’occasion pour visiter l’un des plus célèbre marché de
Noël alsacien. A bientôt en Alsace !

フランス・ストラスブール、
スイス・バーゼル、
ドイツ・フライブルグの３都市のちょうど中間あたりに位置するアルザス地方第３の
都市コルマール。
それほど小さい街ではないが、
とてもゆったりした空気が流れているような印象を受ける場所。
フランスとドイ
ツの国境に位置するため、長い間両国の領土争いの元に置かれていたアルザ
ス地方にあって、運よく戦火を免れ、今でも中世のままのような街並みに出会
うことができる。
パリからはTGVで３時間ほど
（ストラスブールでTERに乗り換えが必要な場
合もあり）、
パリ滞在中の１泊２日のプチ旅行の行き先としても悪くない。

パリ、サンジェルマンデプレ。
洗練されたショップが並ぶこ
の地区に、通りがかる女性の多
くが思わず気になり足を止めてしま
うショップがある。
それは、
ジュエリーブランドServane Gaxotte。
そのこじんまりとした店内で私たちを迎えてくれるのは、数々の何とも個性
的なお人形たち。かわいさと毒気もちょっぴり併せ持った、
とでも表現する
のがいいのだろうか。
とにかく、
その不思議な魅力に虜になってしまいそう
だ。彼女のファンはフランス国内にとどまらず世界中にいる。奥様へのプレ
ゼントとして一度に２０個ほども買い求めていくリピーターもいるのだそう。
セルヴァンの生み出すこの人形たちの魅力はその質にもある。
安価で決して質の良くないアクセサリーが出回っているこの時代だが、彼女は
作品の質にも徹底的にこだわっている。例えば、人形の本体。貴金属を使いジュ
エリー職人の手により作られている。
そして、
もちろん洋服も。現在は、
パリの名門刺繍学校LESSAGEの講師の指導の
下、
インドの会社でひとつひとつ丁寧に作られている。
これらが最終的にパリのアトリエで、
これまた手作業により仕上げられる。質への徹
底的なこだわりも多くのファンを惹きつけて離さない理由のひとつなのであろう。
実はセルヴァンのアトリエでは多くの日本人が働いている。以前、
スタージュ生と
して働いていた日本人女性が彼女について語ってくれた。

«セルヴァンは
「かっこいい」
という言葉が本当によく似合う、
とても素敵な女
性です。一人娘のリリーを育てながらバリバリ働き、
日々新しい作品を創り
出しています。
イマジネーション豊かでアトリエ自体も彼女の夢の空間。
素敵なビンテージの小物たちが至る所に散りばめられ、
おもちゃ箱のよ
うです。
自分の世界を持ちつつも、
スタッフのアイデアを積極的に取り入
れたり、研修生にも作品への意見を求めたり、
スタッフを大切にする姿
勢は本当に頭が下がります。
アトリエに着いた彼女は
「ボンジュール」
とス
タッフ一人一人にビズの挨拶。
昼食も皆で食べます。
彼女の尽きない夢の世界と人を大切にする思いやり。
これも彼女のアク
セサリーが世界中で愛されている理由のひとつかもしれません。
»

Maison à colombage

SNCFコルマール駅から徒歩１０分ほどの旧市街に入ると、
まず目に入るの
がかわいらしいコロンバージュ様式の家々。 コロンバージュとはアルザス地
方の典型的な建築様式で、木の柱・梁で骨組をつくり、隙間を石材やレンガ
などで埋めて壁をつくる。
「pans de bois」
とも呼ばれる。
アルザス地方の街や村で何よりも印象的なのがカラフルなcolombage建築
の家が並ぶ街並みではないだろうか。
この壁の色、住人の好みにより決めら
れていたわけではない。字の読めない人も多くいた中世に、
それぞれの家の
職業により壁の色を分けていたのだとか。確かに、誰にでもわかりやすい。

Capitale des vins dʼAlsace

コルマールに少し時間にゆとりのある滞在をするなら、
アルザスワイン街道
の村を訪れてみるのもおすすめ。北はMarlenheimから南はThannまで全
長約170kmも続くアルザスワイン街道。
フランスで最も古いワイン街道で
約７０ものブドウ産地の村が点在している。
コルマールはそのちょうど中間
に位置し、capitale des vins dʼAlsace (アルザスワインの都）
と呼ばれてい
る。公共交通機関の便はあまり良くないので、
ワイン街道の村を巡るならレ
ンタカーを借りるか、現地発のツアーに参加した方が便利かもしれない。
-4-4-

Servane Gaxotte Paris
Boutique
55 rue des Saints-Pères
75006 PARIS
01.42.84.39.93

http://servanegaxotte.com

(CC) Digitalyeti
取材 Jean-Jeacques TRUCHOT (AJ-France)
記事協力 Kévin CONDAMINAS (AFJKP Kokoro Paris)
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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

欧明社 -OMEISHA-

を働かせて読むと、
とても面白いですよ♪

1947年創業のフランス
図書専門店。教材、
電子
辞書、
書籍、
雑誌、
DVD、
文具、
映画のチケットま
でを扱っています。
〒102-0071
東京都千代田区富士見2-3-4
TEL: 03-3262-7276（代)
E-Mail: info@omeisha.com
HP: www.omeisha.com

Colmar

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 !!!
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♪

LʼAENDA DE LʼAPPRENTI GOURMAND

PIERRE HERME ET MOI

販売価格： 3,694円(内税)

美食家になるために必要なこと、
食べることが何よりも好き、そし
て味覚を言葉にすることです。一
日１ページ、テーマごとに味覚や
食に関する語彙を増やしてみま
せんか？バルザックやブリア＝サ
ヴァランなど美食家で知られる
著名人の引用も一日毎について
いる楽しい一年手帳です。

販売価格 ： 3,434円(内税)

ピエール・エルメ氏のもとでお菓
子づくりを学ぶことになったフラ
ンスで人気のイラストレーター
Soledad Bravi。
お菓子づくりの
基礎から定番の焼き菓子、そして
イスパハンまで、様々なお菓子を
作っては食べ、作っては食べ。そ
んな楽しそうな日々が、かわいい
イラストともに綴られたレシピ集。

COLMAR
コルマール

ボンジュール、
フランス。
ストラスブールから列車で南に約３０分、
ドイツとの国境にも近いアルザスの街、
コルマール。
まるでおとぎの国に迷い込んだかのようなかわいい街並をのんびり散歩したり、
ウンターリンデン美術館で美術鑑賞をしたり、
またはアルザスワインを片手にゆったりくつろいだり。
小さな街だが飽きることがない。

Colmar est une ville alsacienne connue pour son riche patrimoine culturel et historique.
Troisième ville de la région de par sa taille, elle regroupe en effet de nombreux centres d’intérêts qui en font une
étape incontournable lors de tout séjour en Alsace !
-18-
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«Tout début est difﬁcile mais sans début, pas de ﬁn.»

LE JOURNAL

初めの一歩は難しい。
だが、始めなければ成功しない。

— Proverbe allemand
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編集スタッフのちょっと一息 pause café

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】

「Vues insolites de la tour Eiﬀel」
Rencontre「Servane Gaxotte」

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
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坂 眞理子

お申し込みは

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

Un Pastis oﬀert a tous les Francophones !

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
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
京都大学大学院文学研究科
（フランス語学フランス文学研究室）
montique

＜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

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
雨林舎
レティシア書房

＜下京区＞

INOBUN 四条本店
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

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
cofuqʼue

＜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

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

cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨

＜阿倍野区＞

同志社女子大学
京丹後市
(有)丹後ジャージー牧場ミルク

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）

＜住吉区＞

（フランス語圏言語文化学研究室）

工房 そら
木津川市

アンティークショップantique arles
Cafe EZE
ポパンクールカフェ

●堺市

ヨシキデンタルクリニック

restaurant café ROUTE26

Dans La Foret

●吹田市

●京丹波町
●八幡市

Cafe et dessert Gorille

【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

café et bar Que sera sera
café eden

【兵庫県】
●神戸市
＜灘区＞

神戸大学
国際コミュニケーションセンター

＜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
BRASSERIE LʼOBABON

欧明社

Le Plaisir du pain

Zanny

<瑞穂区＞

metsä

＜世田谷区＞

roomoon

株式会社studio y

名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
わいん商アン・ベロ

Colmar,
la ville de conte de fées

愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻

●豊田市

愛知工業大学 基礎教育センター

中央区

●新城市

アトリエ レ・フェ

21コミュニティ

【岐阜県

プチミュゼ

【三重県】

●小平市

関市 】

ワインショップアミ

●吉祥寺

アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

●府中市

kiki driving school ★

●四日市市

HOLY HOUSE STUDIO&CAFE

●津市

青山高原カントリークラブ

●武蔵野市

【岡山県 岡山市 】

亜細亜大学法学部上田研究室

山陽学園大学

【神奈川県 】

岡山大学文学部フランス語教室

●横浜市

【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

●厚木市

福山大学

学務部国際交流課

広島大学

総合科学部

●東広島市

Ivy Ballet

●川崎市

【徳島県

●藤沢市

【福岡県

バレエ ノイ フューレ

新潟市 】

富山市 】

和田朝子舞踊研究所

【 福井県

福井市】

レストランジャルダン

【山梨県 甲府市】
DOux CAFE

Le Journal 配布先募集中！

北九州市 】

フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU

夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス

プチデジュパン

徳島市 】

原田ゆりえバレエ研究所

Cafe&bar CALLS

【富山県

おとぎの街、
コルマール

●長久手市

ブーランジェリー ロラソ

【新潟県

ボンジュール、
フランス。

<緑区>

＜港区＞

＜港区＞

ノイカフェ千里店

Mirabelle

＜千代田区＞

エポーレ カルチャースクール

辻調グループフランス校事務局

meeno

Book Gallery トムの庭

ﬁka.

LUGDUNUM Bouchon Lyonnais

インペリアル アーツバレエ目黒

＜浪速区＞

La lumière douce

早稲田大学 フランス語フランス文学コース

ベロボディア

cafe and bar Sole de Mare

●箕面市

名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室

＜新宿区＞

＜目黒区＞

CAFE BIGOUDENE

Tea&Life

kususu

LeCordonBleu Japan Tokyo

シェソア フランス菓子教室

クレープリーアルション

icomadesign ＋ comacafe

覚王山のチーズ屋さん メルクル

エスモード東京 (ファッションの学校)

カフェモード

●東大阪市

Vin nature Mazenta

＜千種区＞

＜渋谷区＞

ANDS

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

PEU・CONNU

【東京都 】

エスモード大阪 (ファッションの学校)

LE JOURNAL

ワールドバリュー・ツアーズ

東北大学

arc sept

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

pâtisserie AZUR

弘前大学フランス語部会

CHARKHA*チャルカ

大阪大学フランス文学研究室

名古屋コミュニケーションアート専門学校

【宮城県 仙台市 】

十三シアターセブン

MinaMusicStudio(ピアノ教室)

SEANT

【青森県 弘前市】

＜西区＞

アエレカフェ

salon & D＋design associates

学校法人 野又学園 函館自動車学校

＜淀川区＞

●枚方市

●京田辺市

石の蔵はやし

デスティネ

●豊中市

猿cafe 栄店

●函館市

Guignol

<伏見区>

くいな橋しばたデンタルクリニック

●札幌市

JAMPOT

●富田林市

●名古屋市
<中区＞

【北海道 】

graf

オレンジ カウンティＣafe

【愛知県】

petite clochette プティクロ

雑貨店カナリア

STERAカフェ

Viloet

●福知山市

国立国際美術館

Studio Ko*a

●浜松市

Café du SOLEIL

カフェ実身美

●高槻市

Grenoble

FioreBalletStudio

テアトル梅田

salon de the JAMIN

●静岡市

●西宮市

スピリットヨガ

●茨木市

【静岡県】

モンテメールバレエ

●大阪市
＜北区＞

ケーキテラスカレン

ブラッスリー シュエット

●明石市

【大阪府】

大阪市立大学大学院

●北佐久郡

兵庫県立大学

mado cafe
株式会社プラネットリビングなぎさ
WARMS
ブルーベリーフィールズ紀伊国屋
パン工房モグモグ

＜東淀川区＞

ビストロ・ブランシェ

＜西区＞

●大津市

Café Frosch

●松本市

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

【滋賀県 】

Crêperie Oruhakoshito Café

＜上京区＞

【長野県】

＜兵庫区＞

●曽爾村
曽爾高原ファームガーデン

【熊本県 】

ビストロ・シェケン
CHOCOLaT Cafe Bistrot

【大分県 日田市 】
日田リベルテ
（映画館）

【宮崎県
宮崎大学

宮崎市 】
鹿児島市 】

鹿児島大学法文学部

【沖縄県
decco

那覇市 】

フリーペーパーをあなたのお店、学校などで
配布・設置しませんか？完全無料でお届けします！

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

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

【鹿児島県

[ouvert]

月〜土：10h-21h
日：10h〜17h
祝日開校
不定休校あり

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!

■特集 Colmar！ & 親子でフランス留学
■イベント情報 - 京都でフランス風ピクニック♪
■レシピ・ア・ラ・モード “Tarte ﬂambée”

