
【京都府】
●京都市
＜北区＞
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 ★
L’ourson qui boiit ★
タージマハルエベレスト北山店 ★
L’AMi 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
ヒネナハウタヒチアンダンススクール
川勝小児科内科医院
Les Deux Garçons
＜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 d’or
bouchon
         

ブラッセリー・ラルドワーズ
＜西区＞
兵庫県立大学
●明石市
モンテメールバレエ
●西宮市
Café du SOLEIL
●福知山市
petite clochette プティクロ
【北海道】
●札幌市
石の蔵はやし
●函館市
学校法人 野又学園 函館自動車学校
【青森県 弘前市】 　
弘前大学フランス語部会
【宮城県 仙台市】
東北大学
【東京都 】 
＜渋谷区＞
エスモード東京 (ファッションの学校) 
LeCordonBleu Japan Tokyo
Café Dubois
＜新宿区＞
早稲田大学 フランス語フランス文学コース
LUGDUNUM Bouchon Lyonnais
＜千代田区＞
欧明社
＜世田谷区＞
Zanny
株式会社studio y
シェソア フランス菓子教室
＜目黒区＞
ベロボディア
インペリアル アーツバレエ目黒
ブーランジェリー　ロラソ               
＜中央区 ＞
エポーレ　カルチャースクール
＜港区＞
21コミュニティ
●小平市
プチミュゼ
●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 ★
●武蔵野市
亜細亜大学法学部上田研究室
【神奈川県】
●横浜市
トラベルイノベーションジャパン
ブラッスリーアムール
●厚木市
Ivy Ballet
●川崎市
バレエ ノイ フューレ
●藤沢市
Cafe&bar CALLS
【新潟県　新潟市】
夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス
プチデジュパン
【富山県　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
【長野県】
●松本市
ビストロ・ブランシェ
●北佐久郡
ブラッスリー　シュエット 　　

●曽爾村
曽爾高原ファームガーデン
【滋賀県】 
●大津市
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
【大阪府】 
●大阪市
＜北区＞
テアトル梅田
スピリットヨガ
国立国際美術館
雑貨店カナリア
graf
JAMPOT
Guignol
デスティネ
＜淀川区＞
十三シアターセブン
＜西区＞
CHARKHA*チャルカ 
arc sept
エスモード大阪 (ファッションの学校)
AVALON
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
クレープリーアルション
CAFE BIGOUDENE
cafe and bar Sole de Mare 　
＜浪速区＞
cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨
＜阿倍野区＞
辻調グループフランス校事務局
＜港区＞
お茶と雑貨の店 ハaハaハa （ハハハ）
＜住吉区＞
大阪市立大学大学院
　（フランス語圏言語文化学研究室）
＜東淀川区＞
ケーキテラスカレン
●茨木市
salon de the JAMIN
Studio Ko*a
●高槻市
STERAカフェ
●富田林市
オレンジ カウンティＣafe
●豊中市
アエレカフェ
MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室
●東大阪市
icomadesign ＋ comacafe
●枚方市
La lumière douce
●箕面市
meeno
アンティークショップantique arles
ノイカフェ千里店
Cafe EZE
ポパンクールカフェ
●堺市
restaurant café ROUTE26
café et bar Que sera sera
●吹田市
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)
BISTRO POISSON-ROUGE
神戸焼菓子処　ぱ・ど・どぅ
Dona Dona
BRASSERIE L’OBABON
＜兵庫区＞
神戸アートヴィレッジセンター

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
Coff ee&Pancakesサラサ押小路
さらさ3 
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
雨林舎
レティシア書房
cafe Cherish
La Petite Chérie
＜下京区＞
INOBUN 四条本店
a peu pres
Café marble
aux bacchanales
raisin
efi sh
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
Crêperie Oruhakoshito Café
＜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
cofuq’ue
只本屋
＜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
ヨシキデンタルクリニック
●京丹波町
Dans La Foret
●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

LE JOURNAL 配布リスト ●東御市
アトリエ・ド・フロマージュ
【山梨県　甲府市】
DOux CAFE
【静岡県】
●静岡市
Grenoble
●浜松市
Viloet
【愛知県】
●名古屋市
<中区＞
猿cafe 栄店
salon & D＋design associates
SEANT
名古屋コミュニケーションアート専門学校
pâtisserie AZUR
PEU・CONNU
Vin nature Mazenta
ワールドバリュー・ツアーズ
＜千種区＞
覚王山のチーズ屋さん メルクル
kususu
名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室 
fi ka.
Book Gallery トムの庭
Mirabelle
metsä
Le Plaisir du pain
roomoon
<瑞穂区＞
名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
<緑区>
わいん商アン・ベロ
●長久手市
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
●新城市
アトリエ　レ・フェ
【岐阜県　関市】
ワインショップアミ
【三重県】
●四日市市
HOLY HOUSE STUDIO&CAFE
●津市
青山高原カントリークラブ
【岡山県　岡山市 】
山陽学園大学
岡山大学文学部フランス語教室 
【広島県】
●福山市
福山大学　学務部国際交流課              
●東広島市
広島大学　総合科学部
【徳島県　徳島市 】
原田ゆりえバレエ研究所
【福岡県　北九州市】
フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU
【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　宮崎市】
宮崎大学　教育文化学部
【鹿児島県　鹿児島市】
鹿児島大学法文学部
【沖縄県　那覇市】
decco

敬称略・順不同　★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

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！
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PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

  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

■特集 Amiens！& おけいこ留学「製本」 
■おすすめアトリエ - 旅行会話 Bon voyage !  
■レシピ・ア・ラ・モード “Macarons d’Amiens”

¥0
gratuit!

ボンジュール、フランス。
北フランスのヴェニス、アミアン

Amiens,
la petiteVenise duNord 

◆京都市営地下鉄烏丸線北山駅
   4番出口より徒歩5分
◆無料駐車場あり

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
月～土：10h-19h　日休

株式会社AJ-France
〒603-8054 
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU
フランス語教室
☎: 075-703-0115
HP: www.aj-france.com
Mail: ecole@aj-france.com
facebook.com/AJFrance
月～土：10h-21h  日：10h～17h
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« Rien ne s’est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée »
大きすぎる程の希望を抱かなければ、何も偉大なことは成し遂げられない。   
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北フランスのヴェニス、Amiens

Reportage 「音楽家にとって理想の街、パリで音楽を学ぶ」

フランス語教室案内 「旅行会話 - Bon Voyage」
　　　　　　　　「１ヶ月集中レッスン」

イベント情報 「Fête des Rois ガレットデロワパーティー」
アトリエ情報 「ちびっこシェフアトリエ」「お菓子・料理アトリエ」

おすすめ！フランス語学習ツール
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お申し込みは

SOMMAIRE

J’aime la France 「ARAKAWA Mimosa」

留学案内 「おけいこ留学-製本レッスン」
提携語学学校より Le Journal読者へのお得な留学特典

Rencontre 「Rafaële BRILLAUD」

 Interview d’un élève 私とフランス語 「Fumi」

 編集スタッフのちょっと一息 pause café
        「フランス各地のノートルダム大聖堂」
プチコラム 「フランス中がクレープを食べる日 La Chandeleur」

Un jour comme les autres à Paris - パリひとこま劇場
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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！ ecole@aj-france.com

AJ-Franceまで

Un Pastis off ert a tous les Francophones !

フリーペーパー「Le Journal」はプライベート
のフランス語レッスンとフランス留学サポート
および代行手続き、法定翻訳を運営する会社
が作成しています。このフリーペーパーがすべ
てのフランス好きの方へ届きますように・・・
【制作・発行】 株式会社AJ-FRANCE
〒603-8054　京都市北区上賀茂桜井町74-1
TEL： 075-703-0115
E-Mail： ecole@aj-france.com
【企画・構成・編集】　仙石 夕子
【留学記事担当】　　坂 眞理子
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フランス生活のプチカルネ 「ビジタービザ」 
Recette「アミアン風マカロン」

大きすぎる程の希望を抱かなければ、何も偉大なことは成し遂げられない。  
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ボンジュール、フランス。
パリから約１時間。ベルギーとの国境にもほど近い「北フランスのヴェニス」アミアン。フランス最大規模のノートルダム大聖堂を
訪れてゴシック建築を堪能したり、ジュールヴェルヌの家を訪れて昔読んだ冒険の世界に舞い戻ってみたり。かわいらしい家々
が建ち並ぶ運河沿いを気ままに散歩してみるのも悪くない。

Choisie par Jules Verne comme ville d’adoption et ville idéale, Amiens la discrète cache des trésors d’histoire 
et de nature. Fière de son fabuleux patrimoine, elle abrite en son coeur une cathédrale, joyau de l’art gothique, 
qui s’illumine chaque année pour retrouver ses couleurs du passé. Enfi n, ses magnifi ques jardins fl ottants et sa 
verdure invitent à la rêverie.

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。

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♪

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♪

診断書や叙事詩、ラブレターや新聞、
宝の地図やマンガなどテーマごとに
文章を書くフランス人の子供向け書
き方レッスン帳です。作者はあなたで
す。試験対策用のフランス語文章作
成に疲れたら、ちょっとブレイク。楽
しみながら自己流に文章を綴ってみ
ましょう。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格： 3,499円(内税)

en francais c’est plus sympa !

Le français, ce n’est pas uniquement cours, devoirs, gram-
maire et conjugaison. C’est aussi les voyages, le rêve et la 
gastronomie. Amusez-vous en lisant des livres, des contes 
ou des BDs, en regardant des fi lms ou encore en cuisinant 
et enrichissez votre vocabulaire français !!!

1月1日から12月31日まで、一日
1ページ、有名な作家による引用文
と本日のテーマが書かれています。
他は空欄になっていて、空欄を埋め
るのはあなたです。日記のように思
ったことを素直にフランス語で綴っ
てみましょう。作家になりたい方、書
くことが好きな方におすすめです。

Ateliers d’écriture (Editions Milan)
販売価格 ： 2,592円(内税)

L’agenda de l’apprenti écrivain

AMIENS
アミアン

〒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

AmiensAmiens

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？

Jean-Jacquesのちょっとまめ知識

『La boite à meuh』ボワット・ア・モー

何とも懐かしい感じがするこの玩具のようなもの。上下に回転させると「モー」という牛の鳴き声がします。一見
子供のおもちゃのように見えますが、開発されたきっかけは意外な用途のためだったようです。

Ce curieux petit objet, que l’on appelle aussi « boite à vache », est avant 
tout destiné à amuser la galerie. Grâce à un système de souffl  et et de 
bloc qui emmagasine de l’air, elle produit le son « meuuuh » lorsqu’on 
la retourne ! On peut apercevoir cet engin dans de nombreux fi lms 
français, publicités ou émissions de TV. Enfi n, on s’en sert pour tester 
l’audition des enfants en utilisant aussi des versions « chat », « mou-
ton » ou « oiseau » (Test de Moatti).  On peut ainsi vérifi er la bonne 
perception de chaque son, du plus aigu au plus grave.(cc)Adrien Panhaleux



Connaissez-vous Jules Verne, l’auteur du célèbre 
ouvrage « 20 mille lieues sous les mers » ? C’est à 
Amiens que l’on peut visiter la maison dans laquel-
le il a vécu entre 1882 et 1900. Transformée en lieu 
de mémoire, elle est truffée d’objets et de mobilier 
rappelant l’époque et l’ambiance de ses romans. 
Et si jamais vous êtes de passage à Amiens en juin 
ou septembre, ne ratez pas ses deux festivals : celui 
des Arts de la Rue, et le très populaire « Médié-
vales au bord de l’eau » qui vous fera remonter le 
temps !
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　フランス北東部ピカルディー地方の中心都市アミアン。二度の
世界大戦で大きな被害を受け、街の大部分は新しく建て直され
た。SNCFアミアン駅から10分ほど歩くと、フランス最大のノー
トルダム大聖堂が見えてくる。そして、その北側には運河沿いに
色とりどりの家が建ち並ぶサン・ルー地区。この辺りは戦火を免
れ、現在も美しい街並が残されている。ノートルダム大聖堂から
南に下がると、もう一つのアミアンの見所、ジュール・ヴェルヌの
家がある。フランスを代表するSF小説家が18年に渡り暮らし、
数々の名作を生み出した場所だ。彼は友人に宛てた手紙の中で、
アミアンについて、パリから遠すぎず、その光を感じることがで
き、しかし喧噪から逃れられる場所と表現している。
　パリ北駅から電車で約１時間と日帰りも十分可能な距離。ぜ
ひ次回の旅行の行き先に加えてみてはいかがだろうか。
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Amiens アミアン

Reine de la Picardie, la ville d’Amiens est surtout 
connue pour sa majestueuse cathédrale : un chef 
d’œuvre d’art gothique qui se classe parmi les 
plus vastes au monde ! 
Quant à son surnom, « La petite Venise du 
Nord », elle le doit à ses nombreux canaux et jar-
dins fl ottants qui la font ressembler à sa cousine 
d’Italie. 
Ville historique, elle abrite de jolis quartiers 
traditionnels rappelant la Vieille France. A ti-
tre d’exemple, on peut citer celui de Saint-Leu. 
Au Moyen-Age, il s’agissait du cœur de la cité, 
où se trouvaient les moulins et les artisans. 
Aujourd’hui, il abrite toute une ribambelle de ga-
leries d’art, librairies et antiquaires nichés dans 
de petites maisons étroites et colorées. On peut 
s’y promener en barque, en calèche ou à pied, 
au gré de ses envies ! Les familles apprécieront 
aussi son théâtre de marionnettes picardes : une 
salle d’exposition gratuite et des petits spectacles 
sont proposés au public. 

南仏ニースある International House Nice は、３０年の歴史を誇る、教育水準の高いアッ
トホームな雰囲気の学校です。分かりやすくフレンドリーな教師陣が好評で、日本人アドバイザーの
　　　　MIMOSAが銀行口座の開設や、お仕事の紹介、VISAの相談など、フランス滞在中の様々な

お手伝いをいたします。学校は街の中心地に位置し、ビーチへも徒
歩１０分。最大１０人までの少人数
制クラスで勉強する環境が整っ
ています。フランス料理教室や、
ファームステイなどのプログラム

も人気です。

Mimosa ARAKAWA
1976年東京生まれ、フランス在住歴９年。
韓国の中学を卒業し、カナダのモントリオールとバン
クーバーに３年間滞在。東京で銀行やIT企業に努めた
後、2006年ニースにギリギリ最後のワーホリに。
現在、ニースの語学学校インターナショナルハウスで
マーケティングを担当する１児の母。
Email: info@ihnice.net
Web site: http://www.ihnice.com/jp

南仏・ニースのBIOファームでインターンシップ
ニース郊外の山の中腹の広大な敷地の中にあるファーム。こちらでは、無農薬で様々な野菜
や果物を育てています。無農薬野菜のことをフランスではBIOと言い、ニース旧市街のマル
シェでもBIOの野菜を売るショップを見るようになりました。また、BIOのスーパーの数も年
々増えています。
このファームでは、春から秋まで研修生を迎えており、研修生は母屋の前にある木で作られ
たステュディオに滞在しながら、早朝からお昼頃までファームでの仕事のお手伝いをしま
す。食事は、皆で一緒に食べたり、提供された食材を使って自分たちで調理したりで、食費と
滞在費は労働の代わりとして無料でファームから提供されます。
フランスでは、労働時間が週に35時間までと決められているので、ボランティアの場合でも
それを超える労働はありません。
ファームから山を下りたところに大きなショッピングセンターがあり、そこからプロバンス
鉄道が走っていますので、ニースの街までのアクセスも便利です。ファームのオーナー夫妻は
とても面倒見がよく親切なので、車での配達時などに街まで乗せてくれることもあります。
また、毎週土曜日はニースの旧市街のマルシェで野菜や果物を販売しており、土曜日はオー
ナーのピエールと一緒にマルシェでの販売を体験することも出来ます。
街の喧騒を離れ、土や木にふれながら、自然の中でファームステイを体験してみませんか？

こちらのファームでのインターンシップは、インターナショナルハウスニース校でご紹介可能で
す。日本語でのファームステイの詳細は下記サイトもご覧下さい。
http://www.ihnice.com/jp/other-cultural-courses

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。今回は南仏ニースある語学学校 International House Niceで
マーケティング担当として働くARAKAWA Mimosaさんがメッセージをくださいました。

Mimosaさんから
Le Journal 読者様への
スペシャル特典

 学校登録お申込みの際に、
 「Le Journalを見た！」と
 お申し出下さい。
 テキストブック（２０ユーロ
 相当）をプレゼントします。
 お問い合わせは
 sejour@france-ryugakuまで

フランス留学をお考えの方へ
夢は諦めず、努力をすれば必ず叶います！私もフランスに憧れてから実際に移住するまで
１０年以上かかりましたが、今思うと無駄なことは一つもないと思うのです。フランスのこ
と、留学相談などお気軽にご連絡下さい。皆様の夢の実現のお手伝いをさせていただけ
たら幸いです。
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1. 

2.
3.

4. 
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Que manger en Picardie ?
ベルギーとの国境に近いため、料理もその影響を受けた物が多い。日本で
は未だあまり知られていないこの地方の料理、その一部を紹介しよう。

●Agneau de pré-salé - プレサレ羊
ソンム湾の潮風にあたり、ミネラルをたっぷり含んだ牧草を食べて育った
羊で、通常の羊よりも旨味がある。préは「牧場」、saléは「塩味の」という
意味。ノルマンディー地方のモンサンミッシェル近辺でも飼育されている。
●Flamiche Picarde - フラミシュ ピカルド
ポワロー（ポロネギ）をたっぷり使った、キッシュに似た料理。同じような
料理がお隣のノール・パ・ド・カレ地方やベルギーでも食べられている。
●Maroilles - マロワール 
世界一臭いチーズのひとつとも称されるAOPチーズ。その皮はアンモニ
ア臭のような強烈な臭いがするが、中身はとてもまろやかな味。ピカルデ
ィ地方エーヌ県とノール・パ・ド・カレ地方のノール県で作られている。
●Macarons d’Amiens - アミアン風マカロン
１６ページでもレシピを紹介しているアミアン風マカロン。しっとりした
食感で、アーモンドの香りが豊かなお菓子。他のマカロンと、作り方や材
料が少し異なる。1992年には、Salon international de la Confise-
rieの郷土菓子部門でフランスのグランプリを獲得した。
●Gâteau battu - ガトーバチュ
この地方でお祝いの時に食べられるお菓子。卵とバターたっぷりで、ブリ
オッシュに似ているが、ブリオッシュよりもキメが荒くしっとりしている。
コック帽のような形が特徴。
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Les personnalités liées à Amiens
●Honoré d’Amiens (Saint Honoré)
6世紀にアミアンの司教を務めた人物だが、パンにまつわる伝説が複数存在するこ
とから、パン職人たちの守護聖人とされている。彼の
命日5月16日のSaint Honoréの日には、フランス
各地でFête du pain（パンのお祭り）が催される。

●Jules VERNE
SFの父と称される小説家。「海底二万里（Vingt 
mille lieues sous les mers）」や「十五少年漂流記
（Deux ans de vacances）」、「八十日間世界旅行
（Le tour du monde en quatre-vingt jours）」

などの代表作は、フランス文学に明るくない方でもご存知かもしれない。世界で２番目に、フラ
ンスでは最も多くその作品が外国語に翻訳された作家だと言われている。フランス西部、ロワ
ール川河畔の街ナント出身だが、1905年に亡くなるまでの34年間をアミアンで過ごした。

Macarons d’Amiens
マカロンというと、日本ではカラフルなMacarons Parisiensが有名ですが、今回紹介するこのマカロンは、アーモンドの
香りと、しっとりした食感が特徴。他のマカロンでは使わない卵黄を使うのも独特です。

Dans un saladier, mélanger la poudre d’amandes, le sucre, le miel, la 
vanille et le jaune d’œuf. Incorporer petit à petit les blancs et malaxer 
jusqu’à obtenir une consistance proche de la pâte d’amandes (vous 
n’aurez peut-être pas besoin de la totalité des blancs). 
Incorporer enfin à la pâte la gelée d’abricots et l’extrait d’amandes amères.
Former un rouleau de pâte de 4 cm de diamètre, envelopper de film plastique et laisser reposer au réfrigérateur 
pendant 6 à 8 heures.
Découper en palets d’environ 2 cm d’épaisseur et les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé 
beurré. Dorer au jaune d’œuf.
Enfourner  pour environ 20 minutes à 180°C (Th 6) en surveillant la cuisson. Les macarons doivent être d’un 
joli blond doré.
Laisser refroidir complètement avant de les déguster.

◆ 250 g de poudre d’amandes  
◆ 200 g de sucre        
◆ 1 cuillère à soupe de miel
◆ 2 blancs d’oeufs + 1 jaune

【退職後、夫婦でフランス滞在をする】 「ビジタービザ」をご存知ですか？
コンペタンスエタランビザ、Profession Indépendante Libéra-
le VISAに続き、今回はビジタービザをご紹介します。ビジタービ
ザは、様々な目的でフランスに滞在するために申請することが可能
です（大学のサバティカル休暇、退職後の生活、文化目的、芸術目
的、個人的な目的での就学(修了証書やディプロマの取得が目的で
はない就学)、個人的な目的での研究活動、個人的な目的での執筆
活動etc。大使館から７か月以上のビザが必要だと判断された場
合、通常、現地にて更新可能なビザが発行されます。ビザ申請の必
要書類は、動機書、経済証明、住居証明、医療保険証券、社会的立
場の証明書等ですが、その中でも要となるのが動機書と経済証明
です。まず、経済証明で証明する額は多い方がよいのですが、少な
くとも250万円以上の資金証明が必要です。申請者の状況によっ
て様々な証明方法があるため、その方のケースに合わせてどのよう

フランス生活のプチカルネ N°11  

な書類が必要となるかをご案内いたします。また、動機書は一
度ご自身で書いていただいたものを当社にて添削および修正
します。（完成するまで何度でも修正いたします。）その中で、書く
と不利になると思われる内容を削除したり、説明を追加した方が
よいと思われるところをお伝えしたりといったアドバイスをさせて
いただきます。
今まで当社がビジタービザ申請サポートをさせていただいた方の
渡仏目的の一例を下記にご紹介いたします。
◯聖書について深く知りたい
◯フランス国籍の方との結婚前に同居生活を送りたい
◯退職後、夫婦で長期フランス滞在がしたい
◯刺繍学校に週2のレッスンくらいでゆっくり通学したい
◯ゴッホについて個人的に研究がしたい etc

ビジタービザ申請には必要書類がたくさんありますが、肝心なポイントさえ間違いなく押さえれば取得が難しいビザではありません。
当社は15年を超える実績があり、その経験から得たノウハウを活かし、ビザ取得に向け的確なアドバイスをさせていただくことが可能
です。ビジタービザにご興味を持たれた方は、まず「初回無料カウンセリング（事前予約制）」をどうぞ。（お問い合わせ先は９ページ参照）

Cathédrale Notre-Dame d’Amiens - ノートルダム大聖堂
ユネスコ世界遺産にも登録されているゴシック様式の大聖堂。室内空間は約
200,000㎥にも及び、中に入ってみるとその壮大さに圧倒される。正面入口の彫
刻には、聖書の各場面を表しており「石の百科全書」と呼ばれているが、これは字
が読めない人にも聖書の内容が分かるようにと作られたものだと言われている。

Maison de Jules Verne - ジュールヴェルヌの家
フランスを代表するSF小説家ジュール ヴェルヌが、54歳からの18年間を過ご
した家。この家で彼は３０以上の作品を書いた。現在は博物館になっており、広い
館内では書斎や生活空間、遺品、作品についての展示などを見ることができる。ま
た、地下のトイレはまるで洞窟のような作りになっており、ちょっとした冒険に出か
けるような気分になる。

◆ 1 cuillère à soupe de gelée d’abricots 
◆ 1 cuillère à café d’extrait d’amandes amères
◆ quelques gouttes de vanille liquide

Ingrédients (pour 20 macarons):

Incorporer enfin à la pâte la gelée d’abricots et l’extrait d’amandes amères.

 1 cuillère à soupe de gelée d’abricots 
 1 cuillère à café d’extrait d’amandes amères
quelques gouttes de vanille liquide

Jeles VERNE   
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去年の春に子供が生まれ生活に変化が訪れた。そして街の見え方も変わりつつある。ベビーカーに子供を乗せての散歩、買い物、検診。パリ
の地下鉄はエスカレーターもエレベーターも無い所が多く、地下鉄に乗るにはベビーカーを持って階段を昇り降りする。一見すると不便だと
は思うが、必ず通りかかった誰かが一緒にベビーカーを運んでくれ、心配せずに出かけられる。«Merci ! » «De rien ! » «Bonne journée ! »と
笑顔で交わし去っていく。先日、ベビーカーでの散歩中に雨が降り、雨宿りにいつも行くカフェへ立ち寄った。紅茶を一杯注文すると「今日は

サービスね」と無料で振る舞われた。なぜサービスされたのかよくわからなかったが、ま
た別の日にも「サービスね」と。また別の日も。「なぜ？」「別に理由はないよ。あなた達い
つも来てくれるからね。」 «Merci ! » «De rien ! » «Bonne journée ! »

Un jour comme les autres à Paris 〜 パリひとこま劇場 〜

前原本光 (MOTOMITSU)
1977年浜松生まれ、パリ在住。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。
http://www.motomitsu.jp  http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/

Le-Journal 編集スタッフの

　　ちょっとひと息

      pause café

Cathédrale Notre-dame  フランス各地のノートルダム大聖堂
フランス各地にあるノートルダム大聖堂。今回は、編集スタッフYセレクト特に印象的な
ノートルダム大聖堂をご紹介します♪

La Chandeleur, le jour des crêpes !
プチコラム   La Chandeleur ou la « fête des Chandelles » est un événement 

principalement connu pour sa dégustation de crêpes. Cette fête 
gourmande très appréciée des Français est en réalité un événement religieux chrétien. 
Apparue en 472, elle a lieu tous les 2 février, c’est-à-dire 40 jours après Noël, date 
de la naissance de Jésus. A l’origine, on y célébrait le Dieu païen Pan. Les croyants 
défi laient alors dans les rues de Rome, fl ambeaux à la main. Cependant, un pape 
nommé Gélase a décidé de christianiser cet événement et de fêter ce jour-là la pré-
sentation de Jésus au temple. A l’époque, les croyants devaient récupérer un cierge 
(un chandelier) après la messe, et le ramener toujours allumé jusqu’à chez soi. Si le 
cierge continuait de brûler, c’était un signe de bon augure.
Mais d’où viennent les crêpes? La tradition des crêpes est née pour donner du courage aux croyants qui 
venaient jusqu’à Rome dans le but de fêter la Chandeleur. De plus, le 2 février symbolise la fi n de l’hiver, 
et le retour au travail agricole. Ainsi, les fermiers continuaient de faire brûler des cierges pour que leurs 
récoltes soient protégées, et ils donnaient aussi des crêpes en offrande à leur Dieu.
Aujourd’hui, la signifi cation de cette fête a bien changé. On célèbre la chandeleur en famille dans le seul 
but de partager ensemble un bon repas.... de crêpes ! (Héloïse HUET)

Amiens
今号の特集都市アミアンのノートルダム大聖堂。こちらは、室内空間が約200,000㎥とフランス
で最も広い。床に描かれたラビリンス（迷路）も見所の一つなのでお見逃しなく！  

30, Place Notre Dame 80000 Amiens

Rouen
第一印象は、「高い！」それもそのは
ず、フランスで最も高いノートルダム
大聖堂で、高さはなんと151m。今回
紹介した４つの中では唯一、ユネス
コ世界遺産に登録されていません。
3, rue Saint-Romain 76000 Rouen

Paris
ノートルダム大聖堂と言えば、まず
はこちらを思い浮かべる方が多いの
ではないでしょうか。言うまでもな
く、フランスで最も訪問者が多いノ
ートルダム大聖堂。
6, parvis Notre-Dame 75004 Paris

　京都在住のフランス人Rafaële
BRILLAUDさん。新聞、ラジオ、テレ

ビ、雑誌など様々なメディアでフリー
ジャーナリストとして活動をしている。

彼女が日本の魅力に気づいたのは、もう
１０年以上も前のこと。以来、いつか日本

に住みたいと思い続け、約３年前に長年暮ら
したパリを離れて日本にやって来た。初めは、多

くの外国人がそうするのと同じように、東京に住むつ
もりでいたのだが、結局身を落ち着けたのは京都。東京のリ

セフランセ（フレンチスクール）に、当時２歳だった愛娘の入園が受け
入れられず、リセフランセ京都へ入園することになったためだ。

元々はそんな理由で京都を選んだのだが、やがて京都という街に恋に落ちることになる。どん
なところが、彼女を惹きつけたのだろうか。京都には、他の多くの都市では忘れられてしまった大切なものが残っている
からだと言う。Rafaëleさんから見た京都の人々の生活、それは四季を愛で、今なお昔ながらの習慣を大切にしている、
そんな生活だった。大好きな京都の中でも、いちばんのお気に入りは相国寺。境内にはたくさんの松の木があり、その
風景がどこか彼女の故郷にも通じるところがあるのだそう。京都には多くの観光客が訪れ、駆け足で寺社を巡っては帰
っていく。どのお寺もどこか似通っている、という人が多い。しかし彼女は、全くそんなことはないと思っている。それぞ

れの場所が季節により、時間帯により、また日の光の指し方によっても全く
違う姿を見せる。同じ場所でも、行く度に新しい表情に出会える。
京都と同じく世界中から観光客が集まる街、パリで長年暮らした
Rafaëleさんにパリの魅力について尋ねると、長く暮らしすぎたせ
いか、その魅力がよく分からなくなってしまったという答えが返って
きた。ただ日本に来て４年目に入り、最近はパリに戻ると、どこか観
光客のような新鮮な視点でその街並みを見るようになったのだと
か。今回京都への恋心を語ってくれたように、パリの魅力を私たちに
伝えてくれる日も近いかもしれない。

Rafaële Brillaud  journaliste  
http://rafaelebrillaud.net/

ラファエルさんの著書「Portraits
de Kyôto」は、AJ-Franceでもお取
り扱いしております。興味のある方
は、お問い合わせ下さいませ。

Chartres
シャルトルブルーと呼ばれるステンドグラスが、とにかく美しく印象的です。
パリから電車で１時間程と近いので、まだ行ったことがない方には是非訪れ
てほしい場所のひとつ。　16, Cloître Notre Dame 28000 Chartres

れの場所が季節により、時間帯により、また日の光の指し方によっても全く
違う姿を見せる。同じ場所でも、行く度に新しい表情に出会える。

光客のような新鮮な視点でその街並みを見るようになったのだと
か。今回京都への恋心を語ってくれたように、パリの魅力を私たちに
伝えてくれる日も近いかもしれない。

Rafaële Brillaud  
http://rafaelebrillaud.net/
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Une expérience inoubliable !  フランスからのルポタージュ

音楽家にとって理想の街、パリで音楽を学ぶ

●音楽家には嬉しいパリの生活●
古くから数多くの音楽家が集まり、活躍した土地でもあるパリは、今でも町中が音楽
に溢れています。メトロの各駅の構内では、アコーディオンやサックス、バイオリン、電
子ピアノなど様々な楽器を演奏している人たちに出会います。電車の中でさえオーデ
ィオを持ち込んでそれに合わせて歌ったり、演奏したり。毎日様々な音楽に触れるこ
とが出来て、とっても楽しいです。そして気に入った演奏だったら通りがかりの人も立
ち止まって聴いていたり、チップを渡す人もいます。これだけ音楽家が多い町だから
なのか、音楽を聴くことに興味を持っている人も多いように感じます。パリには有名
なコンサート会場がいくつもあって、オペラやバレエなど大きな公演も毎日沢山行わ
れています。どこもいつもお客さんはいっぱい！そしてお客さんの聴く姿勢も真剣。自
分がコンサートやコンクールで演奏をした時にも感じたのですが、演奏終了後に拍
手だけでなく声を発してくれたり、後でお客さんが「とってもよかったよ！」などと個人
的に感想を言いに来て下さったりと、お客さんの反応がとっても良いです。演奏者と
しては、そんな方々の前で演奏が出来るのは、本当に気持ちが良いです。パリには本
当に沢山の教会があって、そこでもよくコンサートが行われています。ミサが行われ

る時間に行くと、美しい歌声にパイプオルガンも聴くことが出来ます。

今回はAJ-Franceのビザサポートサービスを利用し、学生ビザで音楽留学中の尾崎奏さんをご紹介します。
尾崎さんは渡仏前の約４ヶ月、そして渡仏後にもSkypeでAJ-Franceのフランス語レッスンも受講されました。

●住居探しについて●
私は専攻楽器がピアノだということもあり、家探しをするにも、楽器の音出し
が出来て、且つピアノが置けるところでなければいけませんでした。しかし、ア
パートには演奏可と書いていても実際に住んでみると隣人の方から苦情が来
た、などという話もしばしば聞きます。なので、元々音楽家の方が住まれていた
部屋や、知人の紹介で選ぶのが一番安心だと思いました。それで私も知人の
紹介で、今とてもいい環境で暮らすことが出来ています。

私は渡仏歴約8ヶ月目の音楽留学生です。現在はパリの西郊外に住んでいます。今回は
これから私と同じようにフランス音楽留学を考えられている方に向けて、渡仏後の生
活や住居について、パリのあれこれをご紹介したいと思います。

<City Pharmacie>「世界一安い薬局」というのが謳い文句のこのお店。確かにどこの薬局よりも安い！お客さんはフランス人から
多国籍の方々まで沢山の人たちが買い求めに来る薬局です。私は基礎化粧品やバス用品などはここで買っています。(メトロ4番線 
Saint-Germain-des-Présから南に徒歩2分)
<K-mart> パリ在住の日本人にはとっても有名で、日本・韓国の食材専門のスーパーです。この周辺は日本食界隈と言われていて、他
にも日本食スーパーや、和食のお店なども沢山ありますが、このお店が一番価格も安くて品揃えも多いので、日本食が恋しくなった
時には迷わずここに行きます。フランスでは薄切り肉というものを食べる習慣がないようで普通のスーパーには置いていないのです
が、唯一ここには薄切り肉が売っているところが必見です！笑 (メトロ7番線Pyramides駅からすぐ)
<Monoprix> これは街を歩いていたらあちこちで見かけるフランスのチェーン店です。食品から生活雑貨、衣類までなんでも置いて
あって、私が知っているスーパーの中でも一番安くてなんでも揃うお店です。

尾崎さんオススメ！パリの知っておくと便利なお店ベスト3

フランス留学費用 - 尾崎さんのケース
家賃(光熱費込み)
生活費(食費・雑費) 
グランドピアノレンタル
交通費(学生用定期券) 
往復航空券 
海外保険(1年間)
語学学校(1ヶ月) 
学費(入学金+授業料1年間+学生保険) 

Interview d’un élève 生徒さんインタビュー

私とフランス語 - le français et moi - 
今回は、現在は高校生で、幼少の頃からフランス語そしてフランス
の文化に触れられてきたFumi（以降F）さんに、AJ-France講師
Héloïse（以降H）がインタビューしました。

H: なぜフランス語を学ぼうと思ったのですか？ 

パリの幼稚園に通っていて、そこに１人仲がいい女の子がいました。その子の
家に遊びに行ったりしたことがいい思い出です。今年の夏にフランスへ行った
時も、その子の家の別荘へ行って、一緒に2日間過ごしました。

ほとんどパリですが、リヨンとかブルターニュとか地方へも行きます。今年の夏
は、友達の家の別荘がある郊外の街や、ノルマンディーにいる知り合いのところ
にも行きました。ただ、やはりパリが一番好きです。

はい、毎年１回か２回行っています。

H: まずは自己紹介をお願いします。

F：３歳の時に両親の仕事の都合で10ヶ月程フランスに住んでいて、その頃にフラ
ンス文化が好きになりました。フランス語の小説を読んだり、フランスに住んで
いた時の幼なじみと文通をしたりするために、今もフランス語の勉強を続けて
います。

私は今１６歳で、京都市内の市立高校に通っています。AJ-Franceへは小学校
6年生のときからレッスンに来ています。

F：

F：
H: フランスでの思い出はありますか？ 

H: フランスのどこに行くんですか？ 
F：

H: どうしてパリが好きなんですか？
F：フランス文化とか、教養という意味では、やはりパリは芸術の都と言われてい
るだけあって、たくさん本なども見つかりますし、美術館や劇場も多くあるの
で、文化的な活動ができるからです。

H: いい思い出ですね！フランスには毎年行っているんですか？
F：

H: Bravo ! すごいですね！Fumiさんの将来の夢は何ですか？
大学の途中から、フランスに留学をしたいと思っています。フランス文学をフランスで学ぶという、日本ではできない経験がで
きるからです。そして将来は、私は文学がとても好きなので、詩人になりたいです。芸術家の方たちともたくさん交流したりして、
フランス語、日本語、英語など、いろいろな言葉で詩を書きたいです。

F：

    URL :    http://www.p-jip.co.jp
E-mail:   jip-order@p-jip.co.jpFAX:  03-3354-6511

TEL:  03-5925-8861

全国・海外にプロカメラマンが伺います。

写真とムービーの出張撮影は JIP にお任せ下さい。

■あらゆる撮影ジャンルにおける豊富な実績。

■1件 1件コーディネーターが丁寧に対応致します。

■法人・個人問わず、リーズナブルな価格で撮影致します。

■素早い納品体制。ダウンロード納品対応。

イベント記録・自社ホームページ・講演会

インタビュー・取材写真・食品メニュー

舞台・演奏会・ブライダル・カーレース

七五三・成人式・誕生日  etc

商品撮影・店舗案内・建物内外観

出張カメラマン   ジップ

H: パリの中で特に好きなところはどこですか？
F：カルティエラタンが好きで、毎回訪れます。セーヌ川沿いのブキニストから、カル
ティエラタンの本屋さんを巡り、モンパルナスのFnacに行くのが、たいてい私の
いつものコースです。

H: 最近、何か賞を受賞されたそうですね。
F：今年から始まったフランス語俳句コンクールに応募し、ニース賞という大きな賞
のうちの一つを頂くことができました。授賞式に出席されていた方々は、まさか高校生が賞を受賞したとは思っていらっしゃら
なかったようで、とても驚かれました。このコンクールの賞品として、１週間のニースへの旅行をいただき、秋にパリで行われる
La Nuit Blancheにも参加できることになりました。

H: 素敵ですね。私たちも、Fumiさんのこれからのご活躍を楽しみにしています。頑張ってくださいね。

●VISA申請・留学前準備について●
留学準備で一番大変だったことは、ビザ申請の為の手続きです。私は学生ビ
ザを取得したのですが、細かい書類提出を求められ、フランス語で記入しな
ければいけないことも沢山あり、フランス語を習い始めたところだった私には
とても大変だったので、AJ-Franceさんのサポートを受けながら作りました。
AJさんに抜かりなく書類のチェックをしていただけたことで、不備もなくスム
ーズにVISAを取得することが出来ました。
●これから留学を考えている方へ●
フランスでは何の手続きをするにしても、なかなかスムーズにいかず時間がか
かることが本当に多いです。ですから、なんでも早め早めの行動をお勧めしま
す。しかしそんな苦労も吹き飛ぶ程、フランスには数知れない程の魅力が詰ま
っています。どこを歩いていても思わず写真を撮りたくなるような素敵な景色
に囲まれているフランス。音楽家たちの足跡が多く残っている、芸術の歴史の
宝庫、フランス。留学先を迷っている人に私は是非お勧めしたい国です！

約8万円/月
約7万円/月
約2．5万円/月
約9千円/月
約20万円
約14万円
約13万円
約45万円



■フランスで製本のレッスンを受けよう！
【L’atelier Ça Relie à Paris】
パリ近郊のモントルイユにあるアトリエ・サ・ルリー・ア・パリ。
「ICI Montreuil（エルセーエル・モントルイユ）」と呼ばれる
1700㎡のアートスペース内にあり、この建物の中では様々なア
ーティストがそれぞれの制作活動をしている。こちらのアトリエ
のレッスンでは、自分が選んだ本を製本することができる。大切
な本をより長持ちさせるため伝統的な製本をしてみませんか？

コース ：短期3日研修コース（Des stages de 3 jours）
授業期間 ：3日（火曜、水曜、木曜／18時～20時）
授業料 ：378ユーロ
持ち物 ：お好きな本3～4冊、綿生地のエプロン
クラス人数 ：最大3人までの少人数制

＊上記のコースの他、長期1年コース（Des cours à l’année）
もある。こちらコースでは1年間のうちに、1回2時間のレッスン
を5回（199,50ユーロ）もしくは10回（378ユーロ）受講でき
る。夜間（19時～21時）や土曜日も開講しているため、空き時間
を利用してゆっくり受講することが可能。
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読書好きの方、大切にしたい本がある方、電子書籍より紙の本が好きな方、古いモノが好きな方におすすめのレッスンです。
世界で一冊の装丁の本をフランスで作ってみませんか？

Séjour en France　おけいこ留学 Nº3 　　　　　　
　　　　　　　　　   　　　　　　　　‒ 製本レッスン編 ‒　

3日間 からの
　　プチ留学！

■西洋式手製本（Reliure／ルリユール）について
ルリユール（Reliure）という言葉を聞いたことがあるだろうか。
ルリユールとはフランス語で製本職人（古書の復元や修復も行
う）を指す。Reliureの歴史は古代・中世まで遡ることができる。
西洋での手製本の伝統は各地の修道院から生まれたと言われ
ている。聖書（福音書や祈祷書等）を美しく彩色し、飾り文字で
記載し、何より頑丈なものにすることが目的であった。その後、
Reliureは工芸品としての書物を作成（製本および装丁）した
り、劣化した書物を修復したりするようになった。17世紀末、ル
イ14世の命により印刷業者と製本業者の職分が完全に分けら
れた。そのため、印刷業者側は十分な製本をすることが出来な
くなり、本の上部がアンカットで袋状になっているものを簡易
的に綴じた「仮綴じ本」や「未綴じ本」が主流となった。その後も
イギリスやドイツとは異なり、フランスでは20世紀に入ってもこ
のような綴じ方の本が多く出版された。仮綴じ本はアンカット
のページを自分で切り開きながら読む。そして読後には蔵書と
して革製品などを使用して製本（装丁）するという習慣があり、
現在も文学書の中には仮綴じのまま売られているものもある。
現在、製本業は100％手作業で行うものと、機械で行うものに
分かれる。装丁のデザインはモダンなものも増えてきている一
方、クラシックなデザインを好む蒐集家も多いようだ。

上記のコースのお申し込み、お問い合わせはAJ-Franceまでお気軽にどうぞ。 sejour@france-ryugaku.com

Petit mémo：
Reliure[rəljyr]は製本そのもののことで、Relieur[rəljɶr]は
製本職人を指す。混合しないように気をつけよう。Reは「再
度～する、～し直す」の意味を持つ接頭辞、lierは「結ぶ、束ね
る」の意味。ちなみに、女性の製本職人はRelieuse [rəljɶøz] 
と呼ぶ。

L’atelier Ça Relie à Paris©

L’atelier Ça Relie à Paris©

Nos profs Venez apprendre le français a� c nous !

Héloïse HUET
エロイーズ ウエット

Charlotte TOURNIERシャルロット トゥルニエ

Adeline DECAUXアドリンヌ デコ

Amandine 

     LA
TOUR

アマンディーヌ

　　 ラトゥール

AJ-Franceの個性たっぷりな講師陣をご紹介！
私たちと一緒に楽しくフランス語を勉強しましょう☆

Fabien PAGES
ファビアン パジェス

Charlotte TOURNIER
Charlotte TOURNIERトゥルニエ

トゥルニエ

Nos profs

Akiko TAKAKURA
高倉 暁子AJ-France

代表

講師責任者
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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、ワーキングホリデー、コンペタンス・エ・タラン、フリーラ
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。フランス大使館指定の法定翻訳業者ですので、翻訳業務も承ります。留学・翻訳
サポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、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～
￥3,500～

※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。

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。

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。

Montpellierの提携語学学校  

      Accent Français
Lyonの提携語学学校 

          infl exyon
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。　

Parisの提携語学学校  
    FRANCE LANGUE

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

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はパリの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をリラ
ックスした雰囲気の中で行います。

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！
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。
サポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、
また、スタッフは全員留学経験者。
ポート致します。
日時をお知らせ下さい。
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
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

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

Le Journal 読者さまだけへの留学特典！A découvrir !
offre spéciale 

des  écoles 
pour nos lecteurs

■担当Mのススメ　～ルリユール～
先日、芸人の方が芥川賞を受賞し世間を賑わせた。以前に比べ、ブックカ
フェという言葉もよく耳にするようになった気がする。京都にもモダンな
ものから町家を改装した隠れ家風古書カフェなどがあり年齢層を問わ
ず人気のようだ。それでもフランスに比べると本を読んでいる人を目にす
る回数が少ない印象だ。フランスでは街のあちらこちらで読書をしてい
る人を見かける。カフェで、公園で、メトロで、道で人を待ちながら、アパー
トの窓辺に腰掛けて。日本ではスマホを見ている人が圧倒的に多い。地
下鉄に乗りふと目の前の席を見ると全員がスマホを覗いている、なんて
ことも。電子書籍も普及し始め、木を切らなくても良かったり劣化しない
という利点もあるので一概に紙が良いという訳ではないが、多くのもの
が電子化される中、紙の本も残って欲しい派も根強いように思う。紙を捲
る音、本の重み、自分の手元にあるということ、そういったものが無くなっ
てしまうのはなんだか寂しい。そんな気持ちを持っている人にはこのRe-
liureのレッスンをお勧めだ。本を大切にしたい、読書も好きだが本そのも
のが好きだ、オブジェとしての本も好きだ、アンティークに関心がある、と
いう方にぴったりのレッスンだと思う。お気に入りの本を製本し、それを
持ってパリのカフェでゆっくり読書、なんていうのも一興だろう。

コース 内容 レッスン回数 日時 担当講師 受講料など

無料体験レッスン

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

1回 55分
カウンセリング
時間も含む

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

プライベートレッスン
(スカイプも可)

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

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

受講者が選択 受講者が
選択

1ヶ月4回　　
14400円
3ヶ月6回　　
22630円
テキスト代実費

１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

１年分のレッスンを１ヶ月で！フランス
で語学留学しているかのように集中的
にフランス語を学びます。

１ヶ月40回 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）

お友達とペアレッスン

ひとりだと続ける自信がない、でも知
らない人とグループレッスンもちょっ
と、という方におすすめ。お友達と二
人でレッスンを受けていただけるコ
ースです。

１ヶ月4回
３ヶ月６回
３ヶ月12回 受講者が選択 受講者が

選択

12350円
20570円
32920円
（一人あたり）
テキスト代実費

楽々発音アトリエ
まずはつづりと発音記号のつながりを
学び、マスターしたら手鏡で口を見な
がら開け方を決めていきます。

3ヶ月６回 受講者が選択 Akiko 22630円
（入会金不要）

DELF/DALFの
傾向を知ろう！

実際に出題されるのと同じような問題
を解きながら、今後の試験対策の進め
方を掴んでいただく講座です。

１ヶ月4回
（２レッスン　
　　x２日）

受講者が選択 フランス人
14400円
テキスト代実費
（入会金不要）

フランス語で
京都を案内しよう！

３～5名のグループでフランス人講師
と一緒に観光名所などを訪れて、フラ
ンス語での京都案内を体験します。

隔月1回
（奇数月）

土曜日 14h30～16h00
１月９日、3月5日 フランス人

3600円
3910円（ゲスト）
入場料等実費

旅行会話 
Bon voyage ! 詳細はp.10へ 4回 受講者が選択 受講者が

選択
14400円
（入会金不要）

Petit Nicolasを
読もう！

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月曜日 10h～10h55

(日時変更の可能性あり) Akiko 14400円
テキスト代実費

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

3ヶ月6回

第2・4土曜日 10h～10h45
1月 ９日 23日
２月 13日 27日
３月 12日 26日

Charlotte
Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

ちびっこシェフ
アトリエ 詳細はp.11へ 月1回

土曜日　11h～12h50
1月23日、2月27日、
3月26日

Yannick 2570円
3090円（ゲスト）

お料理・お菓子
アトリエ 詳細はp.11へ 月１回

土曜日 14h～17h
1月16日、2月20日、
3月19日

Jean-
 Jacques

3600円
3910円（ゲスト）

※入会金：5150円別途必要。
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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
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大人と同じやりかたで料理するよ！

お友達と協力して野菜を切ったり

オーブンを使って作るよ！

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！

【開講スケジュール】

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

開催日 時間 レシビ 内容

1月23日（土） 11h~12h50 Tartifl ette
タルティフレット

ジャガイモとチーズのグラタン料理。寒い季節
によく食べられる一品です。

2月27日（土） 11h-12h50 Blanquette de poulet
鶏肉のブランケット

鶏肉と野菜をホワイトソースで煮込んだクリー
ムシチューのような料理。

3月26日（土） 11h-12h50 Couscous
クスクス料理

フランス人も大好き。北アフリカ発祥の小さな
パスタを肉や野菜と一緒に料理して食べます。

参加人数：7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

Atelier Enfants  
ちびっこシェフアトリエ

お友達と協力して野菜を切ったり

オーブンを使って作るよ！お友達と協力して野菜を切ったり

お友達と協力して野菜を切ったり

オーブンを使って作るよ！

Leçon de cuisine
pour les petits !

大人と同じやりかたで料理するよ！

Bon appétit !

miam miam ♡

Le français de A à Z
フランス語教室

p.10～12のお問い合わせは下記へ
　AJ-France フランス語教室
      Tel : 075-703-0115　
　   Mail : ecole@aj-france.com
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

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

Bonjour!
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

直訳すると「喉にネコがいる」。どんな
時に使われるかご存知だろうか。初
めて聞いた人は、「喉にネコ！？入る
わけがない！」と思ってしまうかもし
れないが、実は風邪を引いたり、おし
ゃべりしすぎたりなどして声がかす
れていることを表す表現。今の寒い
季節、この表現を使う機会もあるか
もしれない。
余談だが、英語やドイツ語、オランダ
語だと「喉にカエルがいる」となり、こ
ちらの方が多少、現実的な気がする。

Le saviez-vous?

Atelier bon voyage !
旅行会話アトリエ

フランス旅行を計画されている方必見！！4回完結のフランス
語旅行会話レッスンです。美術館巡り、パン屋さんやマルシェで
お買い物したい。でもフランス語は話せないし・・・という方、ほ
んの少しでもフランス語が話せると、楽しさ倍増！文法や決ま
り事など、細かいことは一切抜き。習ったその日からすぐに使え
る挨拶やフレーズを学びます。
1レッスン55分 x 4回 ¥14400  入会金不要 テキスト代実費
＊２名以上での受講を希望の場合はお問い合わせください。
＊修了後、通常レッスンを継続の場合は入会金半額（通常5150円）

せっかくの旅行、フランス語が話せたら、もっと楽しくなる！！

Evenemen
t

イベント情報
«J’ai un chat dans la gorge» Fête des Rois 2016

フランス中でクレープを食べる日でもあ
る２月2日のChandeleurに先立ち、一
緒にフランス風クレープを
作りましょう。美味しい
生地の作り方、上手な
焼き方・返し方をお教
えします。

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！
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。

Atelier de Cuisine  
お料理・お菓子アトリエ

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 yensCrêp es salées et sucrées

　　　　　クレープサレ＆シュクレ

Ravi� es
ラビオル

F lan nature
フランナチュール

3/   19（土）

2/   20（土）

1/   16（土）

(cc) Carlos Vidal

ラビオリと見た目も名前も似ていますが、
こちらはドフィネ地方の郷土料理です。
中にはコンテチーズとフロマージュブラン、
パセリを入れて作ります。

フランスのパン屋さんで売られ
ている素朴なカスタードの
タルト。AJ-France講師
Amandineのイチオシ。
フランス人が大好きな
お菓子の一つです。

Cours intensif
１ヶ月集中レッスン

まるでフラン
スに語

学留学して
いるかの

ように集中
的にフラ

ンス語を勉
強！

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。

Fête des Rois 

-10-

日時：　2016年1月23日（土） 17h30～20h00
場所：　AJ-FRANCE フランス語教室
参加費：お一人様 1000yens（ワンドリンク・ガレット付） / ポットラック形式
持ち物：お一人様一品（料理・おつまみ・ドリンクなど）
※参加申込は1月17日（日）までにメールにて ecole@aj-france.comまで。

2016年も、恒例のAJ-Franceガレット・
デ・ロワパーティーを開催いたします。
フランスの新年には欠かせないこの美味
しいお菓子。シードルと一緒に食べなが
ら新年をお祝いしましょう！

samedi 23 janvier 17h30-20h00
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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、ワーキングホリデー、コンペタンス・エ・タラン、フリーラ
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。フランス大使館指定の法定翻訳業者ですので、翻訳業務も承ります。留学・翻訳
サポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、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～
￥3,500～

※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。

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。

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。

Montpellierの提携語学学校  

      Accent Français
Lyonの提携語学学校 

          infl exyon
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。　

Parisの提携語学学校  
    FRANCE LANGUE

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

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はパリの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をリラ
ックスした雰囲気の中で行います。

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！
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。
サポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、
また、スタッフは全員留学経験者。
ポート致します。
日時をお知らせ下さい。
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
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

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

Le Journal 読者さまだけへの留学特典！A découvrir !
offre spéciale 

des  écoles 
pour nos lecteurs

■担当Mのススメ　～ルリユール～
先日、芸人の方が芥川賞を受賞し世間を賑わせた。以前に比べ、ブックカ
フェという言葉もよく耳にするようになった気がする。京都にもモダンな
ものから町家を改装した隠れ家風古書カフェなどがあり年齢層を問わ
ず人気のようだ。それでもフランスに比べると本を読んでいる人を目にす
る回数が少ない印象だ。フランスでは街のあちらこちらで読書をしてい
る人を見かける。カフェで、公園で、メトロで、道で人を待ちながら、アパー
トの窓辺に腰掛けて。日本ではスマホを見ている人が圧倒的に多い。地
下鉄に乗りふと目の前の席を見ると全員がスマホを覗いている、なんて
ことも。電子書籍も普及し始め、木を切らなくても良かったり劣化しない
という利点もあるので一概に紙が良いという訳ではないが、多くのもの
が電子化される中、紙の本も残って欲しい派も根強いように思う。紙を捲
る音、本の重み、自分の手元にあるということ、そういったものが無くなっ
てしまうのはなんだか寂しい。そんな気持ちを持っている人にはこのRe-
liureのレッスンをお勧めだ。本を大切にしたい、読書も好きだが本そのも
のが好きだ、オブジェとしての本も好きだ、アンティークに関心がある、と
いう方にぴったりのレッスンだと思う。お気に入りの本を製本し、それを
持ってパリのカフェでゆっくり読書、なんていうのも一興だろう。

コース 内容 レッスン回数 日時 担当講師 受講料など

無料体験レッスン

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

1回 55分
カウンセリング
時間も含む

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

プライベートレッスン
(スカイプも可)

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

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

受講者が選択 受講者が
選択

1ヶ月4回　　
14400円
3ヶ月6回　　
22630円
テキスト代実費

１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

１年分のレッスンを１ヶ月で！フランス
で語学留学しているかのように集中的
にフランス語を学びます。

１ヶ月40回 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）

お友達とペアレッスン

ひとりだと続ける自信がない、でも知
らない人とグループレッスンもちょっ
と、という方におすすめ。お友達と二
人でレッスンを受けていただけるコ
ースです。

１ヶ月4回
３ヶ月６回
３ヶ月12回 受講者が選択 受講者が

選択

12350円
20570円
32920円
（一人あたり）
テキスト代実費

楽々発音アトリエ
まずはつづりと発音記号のつながりを
学び、マスターしたら手鏡で口を見な
がら開け方を決めていきます。

3ヶ月６回 受講者が選択 Akiko 22630円
（入会金不要）

DELF/DALFの
傾向を知ろう！

実際に出題されるのと同じような問題
を解きながら、今後の試験対策の進め
方を掴んでいただく講座です。

１ヶ月4回
（２レッスン　
　　x２日）

受講者が選択 フランス人
14400円
テキスト代実費
（入会金不要）

フランス語で
京都を案内しよう！

３～5名のグループでフランス人講師
と一緒に観光名所などを訪れて、フラ
ンス語での京都案内を体験します。

隔月1回
（奇数月）

土曜日 14h30～16h00
１月９日、3月5日 フランス人

3600円
3910円（ゲスト）
入場料等実費

旅行会話 
Bon voyage ! 詳細はp.10へ 4回 受講者が選択 受講者が

選択
14400円
（入会金不要）

Petit Nicolasを
読もう！

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月曜日 10h～10h55

(日時変更の可能性あり) Akiko 14400円
テキスト代実費

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

3ヶ月6回

第2・4土曜日 10h～10h45
1月 ９日 23日
２月 13日 27日
３月 12日 26日

Charlotte
Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

ちびっこシェフ
アトリエ 詳細はp.11へ 月1回

土曜日　11h～12h50
1月23日、2月27日、
3月26日

Yannick 2570円
3090円（ゲスト）

お料理・お菓子
アトリエ 詳細はp.11へ 月１回

土曜日 14h～17h
1月16日、2月20日、
3月19日

Jean-
 Jacques

3600円
3910円（ゲスト）

※入会金：5150円別途必要。
　お友達紹介の場合は2570円

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

 



■フランスで製本のレッスンを受けよう！
【L’atelier Ça Relie à Paris】
パリ近郊のモントルイユにあるアトリエ・サ・ルリー・ア・パリ。
「ICI Montreuil（エルセーエル・モントルイユ）」と呼ばれる
1700㎡のアートスペース内にあり、この建物の中では様々なア
ーティストがそれぞれの制作活動をしている。こちらのアトリエ
のレッスンでは、自分が選んだ本を製本することができる。大切
な本をより長持ちさせるため伝統的な製本をしてみませんか？

コース ：短期3日研修コース（Des stages de 3 jours）
授業期間 ：3日（火曜、水曜、木曜／18時～20時）
授業料 ：378ユーロ
持ち物 ：お好きな本3～4冊、綿生地のエプロン
クラス人数 ：最大3人までの少人数制

＊上記のコースの他、長期1年コース（Des cours à l’année）
もある。こちらコースでは1年間のうちに、1回2時間のレッスン
を5回（199,50ユーロ）もしくは10回（378ユーロ）受講でき
る。夜間（19時～21時）や土曜日も開講しているため、空き時間
を利用してゆっくり受講することが可能。

-8- -13-

読書好きの方、大切にしたい本がある方、電子書籍より紙の本が好きな方、古いモノが好きな方におすすめのレッスンです。
世界で一冊の装丁の本をフランスで作ってみませんか？

Séjour en France　おけいこ留学 Nº3 　　　　　　
　　　　　　　　　   　　　　　　　　‒ 製本レッスン編 ‒　

3日間 からの
　　プチ留学！

■西洋式手製本（Reliure／ルリユール）について
ルリユール（Reliure）という言葉を聞いたことがあるだろうか。
ルリユールとはフランス語で製本職人（古書の復元や修復も行
う）を指す。Reliureの歴史は古代・中世まで遡ることができる。
西洋での手製本の伝統は各地の修道院から生まれたと言われ
ている。聖書（福音書や祈祷書等）を美しく彩色し、飾り文字で
記載し、何より頑丈なものにすることが目的であった。その後、
Reliureは工芸品としての書物を作成（製本および装丁）した
り、劣化した書物を修復したりするようになった。17世紀末、ル
イ14世の命により印刷業者と製本業者の職分が完全に分けら
れた。そのため、印刷業者側は十分な製本をすることが出来な
くなり、本の上部がアンカットで袋状になっているものを簡易
的に綴じた「仮綴じ本」や「未綴じ本」が主流となった。その後も
イギリスやドイツとは異なり、フランスでは20世紀に入ってもこ
のような綴じ方の本が多く出版された。仮綴じ本はアンカット
のページを自分で切り開きながら読む。そして読後には蔵書と
して革製品などを使用して製本（装丁）するという習慣があり、
現在も文学書の中には仮綴じのまま売られているものもある。
現在、製本業は100％手作業で行うものと、機械で行うものに
分かれる。装丁のデザインはモダンなものも増えてきている一
方、クラシックなデザインを好む蒐集家も多いようだ。

上記のコースのお申し込み、お問い合わせはAJ-Franceまでお気軽にどうぞ。 sejour@france-ryugaku.com

Petit mémo：
Reliure[rəljyr]は製本そのもののことで、Relieur[rəljɶr]は
製本職人を指す。混合しないように気をつけよう。Reは「再
度～する、～し直す」の意味を持つ接頭辞、lierは「結ぶ、束ね
る」の意味。ちなみに、女性の製本職人はRelieuse [rəljɶøz] 
と呼ぶ。

L’atelier Ça Relie à Paris©

L’atelier Ça Relie à Paris©

Nos profs Venez apprendre le français a� c nous !

Héloïse HUET
エロイーズ ウエット

Charlotte TOURNIERシャルロット トゥルニエ

Adeline DECAUXアドリンヌ デコ

Amandine 

     LA
TOUR

アマンディーヌ

　　 ラトゥール

AJ-Franceの個性たっぷりな講師陣をご紹介！
私たちと一緒に楽しくフランス語を勉強しましょう☆

Fabien PAGES
ファビアン パジェス

Charlotte TOURNIER
Charlotte TOURNIERトゥルニエ

トゥルニエ

Nos profs

Akiko TAKAKURA
高倉 暁子AJ-France

代表

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

音楽家にとって理想の街、パリで音楽を学ぶ

●音楽家には嬉しいパリの生活●
古くから数多くの音楽家が集まり、活躍した土地でもあるパリは、今でも町中が音楽
に溢れています。メトロの各駅の構内では、アコーディオンやサックス、バイオリン、電
子ピアノなど様々な楽器を演奏している人たちに出会います。電車の中でさえオーデ
ィオを持ち込んでそれに合わせて歌ったり、演奏したり。毎日様々な音楽に触れるこ
とが出来て、とっても楽しいです。そして気に入った演奏だったら通りがかりの人も立
ち止まって聴いていたり、チップを渡す人もいます。これだけ音楽家が多い町だから
なのか、音楽を聴くことに興味を持っている人も多いように感じます。パリには有名
なコンサート会場がいくつもあって、オペラやバレエなど大きな公演も毎日沢山行わ
れています。どこもいつもお客さんはいっぱい！そしてお客さんの聴く姿勢も真剣。自
分がコンサートやコンクールで演奏をした時にも感じたのですが、演奏終了後に拍
手だけでなく声を発してくれたり、後でお客さんが「とってもよかったよ！」などと個人
的に感想を言いに来て下さったりと、お客さんの反応がとっても良いです。演奏者と
しては、そんな方々の前で演奏が出来るのは、本当に気持ちが良いです。パリには本
当に沢山の教会があって、そこでもよくコンサートが行われています。ミサが行われ

る時間に行くと、美しい歌声にパイプオルガンも聴くことが出来ます。

今回はAJ-Franceのビザサポートサービスを利用し、学生ビザで音楽留学中の尾崎奏さんをご紹介します。
尾崎さんは渡仏前の約４ヶ月、そして渡仏後にもSkypeでAJ-Franceのフランス語レッスンも受講されました。

●住居探しについて●
私は専攻楽器がピアノだということもあり、家探しをするにも、楽器の音出し
が出来て、且つピアノが置けるところでなければいけませんでした。しかし、ア
パートには演奏可と書いていても実際に住んでみると隣人の方から苦情が来
た、などという話もしばしば聞きます。なので、元々音楽家の方が住まれていた
部屋や、知人の紹介で選ぶのが一番安心だと思いました。それで私も知人の
紹介で、今とてもいい環境で暮らすことが出来ています。

私は渡仏歴約8ヶ月目の音楽留学生です。現在はパリの西郊外に住んでいます。今回は
これから私と同じようにフランス音楽留学を考えられている方に向けて、渡仏後の生
活や住居について、パリのあれこれをご紹介したいと思います。

<City Pharmacie>「世界一安い薬局」というのが謳い文句のこのお店。確かにどこの薬局よりも安い！お客さんはフランス人から
多国籍の方々まで沢山の人たちが買い求めに来る薬局です。私は基礎化粧品やバス用品などはここで買っています。(メトロ4番線 
Saint-Germain-des-Présから南に徒歩2分)
<K-mart> パリ在住の日本人にはとっても有名で、日本・韓国の食材専門のスーパーです。この周辺は日本食界隈と言われていて、他
にも日本食スーパーや、和食のお店なども沢山ありますが、このお店が一番価格も安くて品揃えも多いので、日本食が恋しくなった
時には迷わずここに行きます。フランスでは薄切り肉というものを食べる習慣がないようで普通のスーパーには置いていないのです
が、唯一ここには薄切り肉が売っているところが必見です！笑 (メトロ7番線Pyramides駅からすぐ)
<Monoprix> これは街を歩いていたらあちこちで見かけるフランスのチェーン店です。食品から生活雑貨、衣類までなんでも置いて
あって、私が知っているスーパーの中でも一番安くてなんでも揃うお店です。

尾崎さんオススメ！パリの知っておくと便利なお店ベスト3

フランス留学費用 - 尾崎さんのケース
家賃(光熱費込み)
生活費(食費・雑費) 
グランドピアノレンタル
交通費(学生用定期券) 
往復航空券 
海外保険(1年間)
語学学校(1ヶ月) 
学費(入学金+授業料1年間+学生保険) 

Interview d’un élève 生徒さんインタビュー

私とフランス語 - le français et moi - 
今回は、現在は高校生で、幼少の頃からフランス語そしてフランス
の文化に触れられてきたFumi（以降F）さんに、AJ-France講師
Héloïse（以降H）がインタビューしました。

H: なぜフランス語を学ぼうと思ったのですか？ 

パリの幼稚園に通っていて、そこに１人仲がいい女の子がいました。その子の
家に遊びに行ったりしたことがいい思い出です。今年の夏にフランスへ行った
時も、その子の家の別荘へ行って、一緒に2日間過ごしました。

ほとんどパリですが、リヨンとかブルターニュとか地方へも行きます。今年の夏
は、友達の家の別荘がある郊外の街や、ノルマンディーにいる知り合いのところ
にも行きました。ただ、やはりパリが一番好きです。

はい、毎年１回か２回行っています。

H: まずは自己紹介をお願いします。

F：３歳の時に両親の仕事の都合で10ヶ月程フランスに住んでいて、その頃にフラ
ンス文化が好きになりました。フランス語の小説を読んだり、フランスに住んで
いた時の幼なじみと文通をしたりするために、今もフランス語の勉強を続けて
います。

私は今１６歳で、京都市内の市立高校に通っています。AJ-Franceへは小学校
6年生のときからレッスンに来ています。

F：

F：
H: フランスでの思い出はありますか？ 

H: フランスのどこに行くんですか？ 
F：

H: どうしてパリが好きなんですか？
F：フランス文化とか、教養という意味では、やはりパリは芸術の都と言われてい
るだけあって、たくさん本なども見つかりますし、美術館や劇場も多くあるの
で、文化的な活動ができるからです。

H: いい思い出ですね！フランスには毎年行っているんですか？
F：

H: Bravo ! すごいですね！Fumiさんの将来の夢は何ですか？
大学の途中から、フランスに留学をしたいと思っています。フランス文学をフランスで学ぶという、日本ではできない経験がで
きるからです。そして将来は、私は文学がとても好きなので、詩人になりたいです。芸術家の方たちともたくさん交流したりして、
フランス語、日本語、英語など、いろいろな言葉で詩を書きたいです。

F：

    URL :    http://www.p-jip.co.jp
E-mail:   jip-order@p-jip.co.jpFAX:  03-3354-6511

TEL:  03-5925-8861

全国・海外にプロカメラマンが伺います。

写真とムービーの出張撮影は JIP にお任せ下さい。

■あらゆる撮影ジャンルにおける豊富な実績。

■1件 1件コーディネーターが丁寧に対応致します。

■法人・個人問わず、リーズナブルな価格で撮影致します。

■素早い納品体制。ダウンロード納品対応。

イベント記録・自社ホームページ・講演会

インタビュー・取材写真・食品メニュー

舞台・演奏会・ブライダル・カーレース

七五三・成人式・誕生日  etc

商品撮影・店舗案内・建物内外観

出張カメラマン   ジップ

H: パリの中で特に好きなところはどこですか？
F：カルティエラタンが好きで、毎回訪れます。セーヌ川沿いのブキニストから、カル
ティエラタンの本屋さんを巡り、モンパルナスのFnacに行くのが、たいてい私の
いつものコースです。

H: 最近、何か賞を受賞されたそうですね。
F：今年から始まったフランス語俳句コンクールに応募し、ニース賞という大きな賞
のうちの一つを頂くことができました。授賞式に出席されていた方々は、まさか高校生が賞を受賞したとは思っていらっしゃら
なかったようで、とても驚かれました。このコンクールの賞品として、１週間のニースへの旅行をいただき、秋にパリで行われる
La Nuit Blancheにも参加できることになりました。

H: 素敵ですね。私たちも、Fumiさんのこれからのご活躍を楽しみにしています。頑張ってくださいね。

●VISA申請・留学前準備について●
留学準備で一番大変だったことは、ビザ申請の為の手続きです。私は学生ビ
ザを取得したのですが、細かい書類提出を求められ、フランス語で記入しな
ければいけないことも沢山あり、フランス語を習い始めたところだった私には
とても大変だったので、AJ-Franceさんのサポートを受けながら作りました。
AJさんに抜かりなく書類のチェックをしていただけたことで、不備もなくスム
ーズにVISAを取得することが出来ました。
●これから留学を考えている方へ●
フランスでは何の手続きをするにしても、なかなかスムーズにいかず時間がか
かることが本当に多いです。ですから、なんでも早め早めの行動をお勧めしま
す。しかしそんな苦労も吹き飛ぶ程、フランスには数知れない程の魅力が詰ま
っています。どこを歩いていても思わず写真を撮りたくなるような素敵な景色
に囲まれているフランス。音楽家たちの足跡が多く残っている、芸術の歴史の
宝庫、フランス。留学先を迷っている人に私は是非お勧めしたい国です！

約8万円/月
約7万円/月
約2．5万円/月
約9千円/月
約20万円
約14万円
約13万円
約45万円
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去年の春に子供が生まれ生活に変化が訪れた。そして街の見え方も変わりつつある。ベビーカーに子供を乗せての散歩、買い物、検診。パリ
の地下鉄はエスカレーターもエレベーターも無い所が多く、地下鉄に乗るにはベビーカーを持って階段を昇り降りする。一見すると不便だと
は思うが、必ず通りかかった誰かが一緒にベビーカーを運んでくれ、心配せずに出かけられる。«Merci ! » «De rien ! » «Bonne journée ! »と
笑顔で交わし去っていく。先日、ベビーカーでの散歩中に雨が降り、雨宿りにいつも行くカフェへ立ち寄った。紅茶を一杯注文すると「今日は

サービスね」と無料で振る舞われた。なぜサービスされたのかよくわからなかったが、ま
た別の日にも「サービスね」と。また別の日も。「なぜ？」「別に理由はないよ。あなた達い
つも来てくれるからね。」 «Merci ! » «De rien ! » «Bonne journée ! »

Un jour comme les autres à Paris 〜 パリひとこま劇場 〜

前原本光 (MOTOMITSU)
1977年浜松生まれ、パリ在住。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。
http://www.motomitsu.jp  http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/

Le-Journal 編集スタッフの

　　ちょっとひと息

      pause café

Cathédrale Notre-dame  フランス各地のノートルダム大聖堂
フランス各地にあるノートルダム大聖堂。今回は、編集スタッフYセレクト特に印象的な
ノートルダム大聖堂をご紹介します♪

La Chandeleur, le jour des crêpes !
プチコラム   La Chandeleur ou la « fête des Chandelles » est un événement 

principalement connu pour sa dégustation de crêpes. Cette fête 
gourmande très appréciée des Français est en réalité un événement religieux chrétien. 
Apparue en 472, elle a lieu tous les 2 février, c’est-à-dire 40 jours après Noël, date 
de la naissance de Jésus. A l’origine, on y célébrait le Dieu païen Pan. Les croyants 
défi laient alors dans les rues de Rome, fl ambeaux à la main. Cependant, un pape 
nommé Gélase a décidé de christianiser cet événement et de fêter ce jour-là la pré-
sentation de Jésus au temple. A l’époque, les croyants devaient récupérer un cierge 
(un chandelier) après la messe, et le ramener toujours allumé jusqu’à chez soi. Si le 
cierge continuait de brûler, c’était un signe de bon augure.
Mais d’où viennent les crêpes? La tradition des crêpes est née pour donner du courage aux croyants qui 
venaient jusqu’à Rome dans le but de fêter la Chandeleur. De plus, le 2 février symbolise la fi n de l’hiver, 
et le retour au travail agricole. Ainsi, les fermiers continuaient de faire brûler des cierges pour que leurs 
récoltes soient protégées, et ils donnaient aussi des crêpes en offrande à leur Dieu.
Aujourd’hui, la signifi cation de cette fête a bien changé. On célèbre la chandeleur en famille dans le seul 
but de partager ensemble un bon repas.... de crêpes ! (Héloïse HUET)

Amiens
今号の特集都市アミアンのノートルダム大聖堂。こちらは、室内空間が約200,000㎥とフランス
で最も広い。床に描かれたラビリンス（迷路）も見所の一つなのでお見逃しなく！  

30, Place Notre Dame 80000 Amiens

Rouen
第一印象は、「高い！」それもそのは
ず、フランスで最も高いノートルダム
大聖堂で、高さはなんと151m。今回
紹介した４つの中では唯一、ユネス
コ世界遺産に登録されていません。
3, rue Saint-Romain 76000 Rouen

Paris
ノートルダム大聖堂と言えば、まず
はこちらを思い浮かべる方が多いの
ではないでしょうか。言うまでもな
く、フランスで最も訪問者が多いノ
ートルダム大聖堂。
6, parvis Notre-Dame 75004 Paris

　京都在住のフランス人Rafaële
BRILLAUDさん。新聞、ラジオ、テレ

ビ、雑誌など様々なメディアでフリー
ジャーナリストとして活動をしている。

彼女が日本の魅力に気づいたのは、もう
１０年以上も前のこと。以来、いつか日本

に住みたいと思い続け、約３年前に長年暮ら
したパリを離れて日本にやって来た。初めは、多

くの外国人がそうするのと同じように、東京に住むつ
もりでいたのだが、結局身を落ち着けたのは京都。東京のリ

セフランセ（フレンチスクール）に、当時２歳だった愛娘の入園が受け
入れられず、リセフランセ京都へ入園することになったためだ。

元々はそんな理由で京都を選んだのだが、やがて京都という街に恋に落ちることになる。どん
なところが、彼女を惹きつけたのだろうか。京都には、他の多くの都市では忘れられてしまった大切なものが残っている
からだと言う。Rafaëleさんから見た京都の人々の生活、それは四季を愛で、今なお昔ながらの習慣を大切にしている、
そんな生活だった。大好きな京都の中でも、いちばんのお気に入りは相国寺。境内にはたくさんの松の木があり、その
風景がどこか彼女の故郷にも通じるところがあるのだそう。京都には多くの観光客が訪れ、駆け足で寺社を巡っては帰
っていく。どのお寺もどこか似通っている、という人が多い。しかし彼女は、全くそんなことはないと思っている。それぞ

れの場所が季節により、時間帯により、また日の光の指し方によっても全く
違う姿を見せる。同じ場所でも、行く度に新しい表情に出会える。
京都と同じく世界中から観光客が集まる街、パリで長年暮らした
Rafaëleさんにパリの魅力について尋ねると、長く暮らしすぎたせ
いか、その魅力がよく分からなくなってしまったという答えが返って
きた。ただ日本に来て４年目に入り、最近はパリに戻ると、どこか観
光客のような新鮮な視点でその街並みを見るようになったのだと
か。今回京都への恋心を語ってくれたように、パリの魅力を私たちに
伝えてくれる日も近いかもしれない。

Rafaële Brillaud  journaliste  
http://rafaelebrillaud.net/

ラファエルさんの著書「Portraits
de Kyôto」は、AJ-Franceでもお取
り扱いしております。興味のある方
は、お問い合わせ下さいませ。

Chartres
シャルトルブルーと呼ばれるステンドグラスが、とにかく美しく印象的です。
パリから電車で１時間程と近いので、まだ行ったことがない方には是非訪れ
てほしい場所のひとつ。　16, Cloître Notre Dame 28000 Chartres

れの場所が季節により、時間帯により、また日の光の指し方によっても全く
違う姿を見せる。同じ場所でも、行く度に新しい表情に出会える。

光客のような新鮮な視点でその街並みを見るようになったのだと
か。今回京都への恋心を語ってくれたように、パリの魅力を私たちに
伝えてくれる日も近いかもしれない。

Rafaële Brillaud  
http://rafaelebrillaud.net/



Préparation :
1. 

2.
3.

4. 

5.

6.

Que manger en Picardie ?
ベルギーとの国境に近いため、料理もその影響を受けた物が多い。日本で
は未だあまり知られていないこの地方の料理、その一部を紹介しよう。

●Agneau de pré-salé - プレサレ羊
ソンム湾の潮風にあたり、ミネラルをたっぷり含んだ牧草を食べて育った
羊で、通常の羊よりも旨味がある。préは「牧場」、saléは「塩味の」という
意味。ノルマンディー地方のモンサンミッシェル近辺でも飼育されている。
●Flamiche Picarde - フラミシュ ピカルド
ポワロー（ポロネギ）をたっぷり使った、キッシュに似た料理。同じような
料理がお隣のノール・パ・ド・カレ地方やベルギーでも食べられている。
●Maroilles - マロワール 
世界一臭いチーズのひとつとも称されるAOPチーズ。その皮はアンモニ
ア臭のような強烈な臭いがするが、中身はとてもまろやかな味。ピカルデ
ィ地方エーヌ県とノール・パ・ド・カレ地方のノール県で作られている。
●Macarons d’Amiens - アミアン風マカロン
１６ページでもレシピを紹介しているアミアン風マカロン。しっとりした
食感で、アーモンドの香りが豊かなお菓子。他のマカロンと、作り方や材
料が少し異なる。1992年には、Salon international de la Confise-
rieの郷土菓子部門でフランスのグランプリを獲得した。
●Gâteau battu - ガトーバチュ
この地方でお祝いの時に食べられるお菓子。卵とバターたっぷりで、ブリ
オッシュに似ているが、ブリオッシュよりもキメが荒くしっとりしている。
コック帽のような形が特徴。
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Les personnalités liées à Amiens
●Honoré d’Amiens (Saint Honoré)
6世紀にアミアンの司教を務めた人物だが、パンにまつわる伝説が複数存在するこ
とから、パン職人たちの守護聖人とされている。彼の
命日5月16日のSaint Honoréの日には、フランス
各地でFête du pain（パンのお祭り）が催される。

●Jules VERNE
SFの父と称される小説家。「海底二万里（Vingt 
mille lieues sous les mers）」や「十五少年漂流記
（Deux ans de vacances）」、「八十日間世界旅行
（Le tour du monde en quatre-vingt jours）」

などの代表作は、フランス文学に明るくない方でもご存知かもしれない。世界で２番目に、フラ
ンスでは最も多くその作品が外国語に翻訳された作家だと言われている。フランス西部、ロワ
ール川河畔の街ナント出身だが、1905年に亡くなるまでの34年間をアミアンで過ごした。

Macarons d’Amiens
マカロンというと、日本ではカラフルなMacarons Parisiensが有名ですが、今回紹介するこのマカロンは、アーモンドの
香りと、しっとりした食感が特徴。他のマカロンでは使わない卵黄を使うのも独特です。

Dans un saladier, mélanger la poudre d’amandes, le sucre, le miel, la 
vanille et le jaune d’œuf. Incorporer petit à petit les blancs et malaxer 
jusqu’à obtenir une consistance proche de la pâte d’amandes (vous 
n’aurez peut-être pas besoin de la totalité des blancs). 
Incorporer enfin à la pâte la gelée d’abricots et l’extrait d’amandes amères.
Former un rouleau de pâte de 4 cm de diamètre, envelopper de film plastique et laisser reposer au réfrigérateur 
pendant 6 à 8 heures.
Découper en palets d’environ 2 cm d’épaisseur et les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé 
beurré. Dorer au jaune d’œuf.
Enfourner  pour environ 20 minutes à 180°C (Th 6) en surveillant la cuisson. Les macarons doivent être d’un 
joli blond doré.
Laisser refroidir complètement avant de les déguster.

◆ 250 g de poudre d’amandes  
◆ 200 g de sucre        
◆ 1 cuillère à soupe de miel
◆ 2 blancs d’oeufs + 1 jaune

【退職後、夫婦でフランス滞在をする】 「ビジタービザ」をご存知ですか？
コンペタンスエタランビザ、Profession Indépendante Libéra-
le VISAに続き、今回はビジタービザをご紹介します。ビジタービ
ザは、様々な目的でフランスに滞在するために申請することが可能
です（大学のサバティカル休暇、退職後の生活、文化目的、芸術目
的、個人的な目的での就学(修了証書やディプロマの取得が目的で
はない就学)、個人的な目的での研究活動、個人的な目的での執筆
活動etc。大使館から７か月以上のビザが必要だと判断された場
合、通常、現地にて更新可能なビザが発行されます。ビザ申請の必
要書類は、動機書、経済証明、住居証明、医療保険証券、社会的立
場の証明書等ですが、その中でも要となるのが動機書と経済証明
です。まず、経済証明で証明する額は多い方がよいのですが、少な
くとも250万円以上の資金証明が必要です。申請者の状況によっ
て様々な証明方法があるため、その方のケースに合わせてどのよう

フランス生活のプチカルネ N°11  

な書類が必要となるかをご案内いたします。また、動機書は一
度ご自身で書いていただいたものを当社にて添削および修正
します。（完成するまで何度でも修正いたします。）その中で、書く
と不利になると思われる内容を削除したり、説明を追加した方が
よいと思われるところをお伝えしたりといったアドバイスをさせて
いただきます。
今まで当社がビジタービザ申請サポートをさせていただいた方の
渡仏目的の一例を下記にご紹介いたします。
◯聖書について深く知りたい
◯フランス国籍の方との結婚前に同居生活を送りたい
◯退職後、夫婦で長期フランス滞在がしたい
◯刺繍学校に週2のレッスンくらいでゆっくり通学したい
◯ゴッホについて個人的に研究がしたい etc

ビジタービザ申請には必要書類がたくさんありますが、肝心なポイントさえ間違いなく押さえれば取得が難しいビザではありません。
当社は15年を超える実績があり、その経験から得たノウハウを活かし、ビザ取得に向け的確なアドバイスをさせていただくことが可能
です。ビジタービザにご興味を持たれた方は、まず「初回無料カウンセリング（事前予約制）」をどうぞ。（お問い合わせ先は９ページ参照）

Cathédrale Notre-Dame d’Amiens - ノートルダム大聖堂
ユネスコ世界遺産にも登録されているゴシック様式の大聖堂。室内空間は約
200,000㎥にも及び、中に入ってみるとその壮大さに圧倒される。正面入口の彫
刻には、聖書の各場面を表しており「石の百科全書」と呼ばれているが、これは字
が読めない人にも聖書の内容が分かるようにと作られたものだと言われている。

Maison de Jules Verne - ジュールヴェルヌの家
フランスを代表するSF小説家ジュール ヴェルヌが、54歳からの18年間を過ご
した家。この家で彼は３０以上の作品を書いた。現在は博物館になっており、広い
館内では書斎や生活空間、遺品、作品についての展示などを見ることができる。ま
た、地下のトイレはまるで洞窟のような作りになっており、ちょっとした冒険に出か
けるような気分になる。

◆ 1 cuillère à soupe de gelée d’abricots 
◆ 1 cuillère à café d’extrait d’amandes amères
◆ quelques gouttes de vanille liquide

Ingrédients (pour 20 macarons):

Incorporer enfin à la pâte la gelée d’abricots et l’extrait d’amandes amères.

 1 cuillère à soupe de gelée d’abricots 
 1 cuillère à café d’extrait d’amandes amères
quelques gouttes de vanille liquide

Jeles VERNE   



Connaissez-vous Jules Verne, l’auteur du célèbre 
ouvrage « 20 mille lieues sous les mers » ? C’est à 
Amiens que l’on peut visiter la maison dans laquel-
le il a vécu entre 1882 et 1900. Transformée en lieu 
de mémoire, elle est truffée d’objets et de mobilier 
rappelant l’époque et l’ambiance de ses romans. 
Et si jamais vous êtes de passage à Amiens en juin 
ou septembre, ne ratez pas ses deux festivals : celui 
des Arts de la Rue, et le très populaire « Médié-
vales au bord de l’eau » qui vous fera remonter le 
temps !
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　フランス北東部ピカルディー地方の中心都市アミアン。二度の
世界大戦で大きな被害を受け、街の大部分は新しく建て直され
た。SNCFアミアン駅から10分ほど歩くと、フランス最大のノー
トルダム大聖堂が見えてくる。そして、その北側には運河沿いに
色とりどりの家が建ち並ぶサン・ルー地区。この辺りは戦火を免
れ、現在も美しい街並が残されている。ノートルダム大聖堂から
南に下がると、もう一つのアミアンの見所、ジュール・ヴェルヌの
家がある。フランスを代表するSF小説家が18年に渡り暮らし、
数々の名作を生み出した場所だ。彼は友人に宛てた手紙の中で、
アミアンについて、パリから遠すぎず、その光を感じることがで
き、しかし喧噪から逃れられる場所と表現している。
　パリ北駅から電車で約１時間と日帰りも十分可能な距離。ぜ
ひ次回の旅行の行き先に加えてみてはいかがだろうか。
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Amiens アミアン

Reine de la Picardie, la ville d’Amiens est surtout 
connue pour sa majestueuse cathédrale : un chef 
d’œuvre d’art gothique qui se classe parmi les 
plus vastes au monde ! 
Quant à son surnom, « La petite Venise du 
Nord », elle le doit à ses nombreux canaux et jar-
dins fl ottants qui la font ressembler à sa cousine 
d’Italie. 
Ville historique, elle abrite de jolis quartiers 
traditionnels rappelant la Vieille France. A ti-
tre d’exemple, on peut citer celui de Saint-Leu. 
Au Moyen-Age, il s’agissait du cœur de la cité, 
où se trouvaient les moulins et les artisans. 
Aujourd’hui, il abrite toute une ribambelle de ga-
leries d’art, librairies et antiquaires nichés dans 
de petites maisons étroites et colorées. On peut 
s’y promener en barque, en calèche ou à pied, 
au gré de ses envies ! Les familles apprécieront 
aussi son théâtre de marionnettes picardes : une 
salle d’exposition gratuite et des petits spectacles 
sont proposés au public. 

南仏ニースある International House Nice は、３０年の歴史を誇る、教育水準の高いアッ
トホームな雰囲気の学校です。分かりやすくフレンドリーな教師陣が好評で、日本人アドバイザーの
　　　　MIMOSAが銀行口座の開設や、お仕事の紹介、VISAの相談など、フランス滞在中の様々な

お手伝いをいたします。学校は街の中心地に位置し、ビーチへも徒
歩１０分。最大１０人までの少人数
制クラスで勉強する環境が整っ
ています。フランス料理教室や、
ファームステイなどのプログラム

も人気です。

Mimosa ARAKAWA
1976年東京生まれ、フランス在住歴９年。
韓国の中学を卒業し、カナダのモントリオールとバン
クーバーに３年間滞在。東京で銀行やIT企業に努めた
後、2006年ニースにギリギリ最後のワーホリに。
現在、ニースの語学学校インターナショナルハウスで
マーケティングを担当する１児の母。
Email: info@ihnice.net
Web site: http://www.ihnice.com/jp

南仏・ニースのBIOファームでインターンシップ
ニース郊外の山の中腹の広大な敷地の中にあるファーム。こちらでは、無農薬で様々な野菜
や果物を育てています。無農薬野菜のことをフランスではBIOと言い、ニース旧市街のマル
シェでもBIOの野菜を売るショップを見るようになりました。また、BIOのスーパーの数も年
々増えています。
このファームでは、春から秋まで研修生を迎えており、研修生は母屋の前にある木で作られ
たステュディオに滞在しながら、早朝からお昼頃までファームでの仕事のお手伝いをしま
す。食事は、皆で一緒に食べたり、提供された食材を使って自分たちで調理したりで、食費と
滞在費は労働の代わりとして無料でファームから提供されます。
フランスでは、労働時間が週に35時間までと決められているので、ボランティアの場合でも
それを超える労働はありません。
ファームから山を下りたところに大きなショッピングセンターがあり、そこからプロバンス
鉄道が走っていますので、ニースの街までのアクセスも便利です。ファームのオーナー夫妻は
とても面倒見がよく親切なので、車での配達時などに街まで乗せてくれることもあります。
また、毎週土曜日はニースの旧市街のマルシェで野菜や果物を販売しており、土曜日はオー
ナーのピエールと一緒にマルシェでの販売を体験することも出来ます。
街の喧騒を離れ、土や木にふれながら、自然の中でファームステイを体験してみませんか？

こちらのファームでのインターンシップは、インターナショナルハウスニース校でご紹介可能で
す。日本語でのファームステイの詳細は下記サイトもご覧下さい。
http://www.ihnice.com/jp/other-cultural-courses

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。今回は南仏ニースある語学学校 International House Niceで
マーケティング担当として働くARAKAWA Mimosaさんがメッセージをくださいました。

Mimosaさんから
Le Journal 読者様への
スペシャル特典

 学校登録お申込みの際に、
 「Le Journalを見た！」と
 お申し出下さい。
 テキストブック（２０ユーロ
 相当）をプレゼントします。
 お問い合わせは
 sejour@france-ryugakuまで

フランス留学をお考えの方へ
夢は諦めず、努力をすれば必ず叶います！私もフランスに憧れてから実際に移住するまで
１０年以上かかりましたが、今思うと無駄なことは一つもないと思うのです。フランスのこ
と、留学相談などお気軽にご連絡下さい。皆様の夢の実現のお手伝いをさせていただけ
たら幸いです。
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ボンジュール、フランス。
パリから約１時間。ベルギーとの国境にもほど近い「北フランスのヴェニス」アミアン。フランス最大規模のノートルダム大聖堂を
訪れてゴシック建築を堪能したり、ジュールヴェルヌの家を訪れて昔読んだ冒険の世界に舞い戻ってみたり。かわいらしい家々
が建ち並ぶ運河沿いを気ままに散歩してみるのも悪くない。

Choisie par Jules Verne comme ville d’adoption et ville idéale, Amiens la discrète cache des trésors d’histoire 
et de nature. Fière de son fabuleux patrimoine, elle abrite en son coeur une cathédrale, joyau de l’art gothique, 
qui s’illumine chaque année pour retrouver ses couleurs du passé. Enfi n, ses magnifi ques jardins fl ottants et sa 
verdure invitent à la rêverie.

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。

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♪

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♪

診断書や叙事詩、ラブレターや新聞、
宝の地図やマンガなどテーマごとに
文章を書くフランス人の子供向け書
き方レッスン帳です。作者はあなたで
す。試験対策用のフランス語文章作
成に疲れたら、ちょっとブレイク。楽
しみながら自己流に文章を綴ってみ
ましょう。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格： 3,499円(内税)

en francais c’est plus sympa !

Le français, ce n’est pas uniquement cours, devoirs, gram-
maire et conjugaison. C’est aussi les voyages, le rêve et la 
gastronomie. Amusez-vous en lisant des livres, des contes 
ou des BDs, en regardant des fi lms ou encore en cuisinant 
et enrichissez votre vocabulaire français !!!

1月1日から12月31日まで、一日
1ページ、有名な作家による引用文
と本日のテーマが書かれています。
他は空欄になっていて、空欄を埋め
るのはあなたです。日記のように思
ったことを素直にフランス語で綴っ
てみましょう。作家になりたい方、書
くことが好きな方におすすめです。

Ateliers d’écriture (Editions Milan)
販売価格 ： 2,592円(内税)

L’agenda de l’apprenti écrivain

AMIENS
アミアン

〒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

AmiensAmiens

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 

Ateli
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Qu’est ce que c’est ? これなんですか？

Jean-Jacquesのちょっとまめ知識

『La boite à meuh』ボワット・ア・モー

何とも懐かしい感じがするこの玩具のようなもの。上下に回転させると「モー」という牛の鳴き声がします。一見
子供のおもちゃのように見えますが、開発されたきっかけは意外な用途のためだったようです。

Ce curieux petit objet, que l’on appelle aussi « boite à vache », est avant 
tout destiné à amuser la galerie. Grâce à un système de souffl  et et de 
bloc qui emmagasine de l’air, elle produit le son « meuuuh » lorsqu’on 
la retourne ! On peut apercevoir cet engin dans de nombreux fi lms 
français, publicités ou émissions de TV. Enfi n, on s’en sert pour tester 
l’audition des enfants en utilisant aussi des versions « chat », « mou-
ton » ou « oiseau » (Test de Moatti).  On peut ainsi vérifi er la bonne 
perception de chaque son, du plus aigu au plus grave.(cc)Adrien Panhaleux



« Rien ne s’est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée »
大きすぎる程の希望を抱かなければ、何も偉大なことは成し遂げられない。   
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3 特集
北フランスのヴェニス、Amiens

Reportage 「音楽家にとって理想の街、パリで音楽を学ぶ」

フランス語教室案内 「旅行会話 - Bon Voyage」
　　　　　　　　「１ヶ月集中レッスン」

イベント情報 「Fête des Rois ガレットデロワパーティー」
アトリエ情報 「ちびっこシェフアトリエ」「お菓子・料理アトリエ」

おすすめ！フランス語学習ツール

N°32 PARCE QUE
VOUS AIMEZ LA FRANCE

お申し込みは

SOMMAIRE

J’aime la France 「ARAKAWA Mimosa」

留学案内 「おけいこ留学-製本レッスン」
提携語学学校より Le Journal読者へのお得な留学特典

Rencontre 「Rafaële BRILLAUD」

 Interview d’un élève 私とフランス語 「Fumi」

 編集スタッフのちょっと一息 pause café
        「フランス各地のノートルダム大聖堂」
プチコラム 「フランス中がクレープを食べる日 La Chandeleur」

Un jour comme les autres à Paris - パリひとこま劇場

7

お申し込みは「ARAKAWA Mimosa」
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！ ecole@aj-france.com

AJ-Franceまで

Un Pastis off ert a tous les Francophones !

フリーペーパー「Le Journal」はプライベート
のフランス語レッスンとフランス留学サポート
および代行手続き、法定翻訳を運営する会社
が作成しています。このフリーペーパーがすべ
てのフランス好きの方へ届きますように・・・
【制作・発行】 株式会社AJ-FRANCE
〒603-8054　京都市北区上賀茂桜井町74-1
TEL： 075-703-0115
E-Mail： ecole@aj-france.com
【企画・構成・編集】　仙石 夕子
【留学記事担当】　　坂 眞理子
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フランス生活のプチカルネ 「ビジタービザ」 
Recette「アミアン風マカロン」

大きすぎる程の希望を抱かなければ、何も偉大なことは成し遂げられない。  



【京都府】
●京都市
＜北区＞
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 ★
L’ourson qui boiit ★
タージマハルエベレスト北山店 ★
L’AMi 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
ヒネナハウタヒチアンダンススクール
川勝小児科内科医院
Les Deux Garçons
＜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 d’or
bouchon
         

ブラッセリー・ラルドワーズ
＜西区＞
兵庫県立大学
●明石市
モンテメールバレエ
●西宮市
Café du SOLEIL
●福知山市
petite clochette プティクロ
【北海道】
●札幌市
石の蔵はやし
●函館市
学校法人 野又学園 函館自動車学校
【青森県 弘前市】 　
弘前大学フランス語部会
【宮城県 仙台市】
東北大学
【東京都 】 
＜渋谷区＞
エスモード東京 (ファッションの学校) 
LeCordonBleu Japan Tokyo
Café Dubois
＜新宿区＞
早稲田大学 フランス語フランス文学コース
LUGDUNUM Bouchon Lyonnais
＜千代田区＞
欧明社
＜世田谷区＞
Zanny
株式会社studio y
シェソア フランス菓子教室
＜目黒区＞
ベロボディア
インペリアル アーツバレエ目黒
ブーランジェリー　ロラソ               
＜中央区 ＞
エポーレ　カルチャースクール
＜港区＞
21コミュニティ
●小平市
プチミュゼ
●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 ★
●武蔵野市
亜細亜大学法学部上田研究室
【神奈川県】
●横浜市
トラベルイノベーションジャパン
ブラッスリーアムール
●厚木市
Ivy Ballet
●川崎市
バレエ ノイ フューレ
●藤沢市
Cafe&bar CALLS
【新潟県　新潟市】
夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス
プチデジュパン
【富山県　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
【長野県】
●松本市
ビストロ・ブランシェ
●北佐久郡
ブラッスリー　シュエット 　　

●曽爾村
曽爾高原ファームガーデン
【滋賀県】 
●大津市
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
【大阪府】 
●大阪市
＜北区＞
テアトル梅田
スピリットヨガ
国立国際美術館
雑貨店カナリア
graf
JAMPOT
Guignol
デスティネ
＜淀川区＞
十三シアターセブン
＜西区＞
CHARKHA*チャルカ 
arc sept
エスモード大阪 (ファッションの学校)
AVALON
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
クレープリーアルション
CAFE BIGOUDENE
cafe and bar Sole de Mare 　
＜浪速区＞
cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨
＜阿倍野区＞
辻調グループフランス校事務局
＜港区＞
お茶と雑貨の店 ハaハaハa （ハハハ）
＜住吉区＞
大阪市立大学大学院
　（フランス語圏言語文化学研究室）
＜東淀川区＞
ケーキテラスカレン
●茨木市
salon de the JAMIN
Studio Ko*a
●高槻市
STERAカフェ
●富田林市
オレンジ カウンティＣafe
●豊中市
アエレカフェ
MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室
●東大阪市
icomadesign ＋ comacafe
●枚方市
La lumière douce
●箕面市
meeno
アンティークショップantique arles
ノイカフェ千里店
Cafe EZE
ポパンクールカフェ
●堺市
restaurant café ROUTE26
café et bar Que sera sera
●吹田市
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)
BISTRO POISSON-ROUGE
神戸焼菓子処　ぱ・ど・どぅ
Dona Dona
BRASSERIE L’OBABON
＜兵庫区＞
神戸アートヴィレッジセンター

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
Coff ee&Pancakesサラサ押小路
さらさ3 
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
雨林舎
レティシア書房
cafe Cherish
La Petite Chérie
＜下京区＞
INOBUN 四条本店
a peu pres
Café marble
aux bacchanales
raisin
efi sh
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
Crêperie Oruhakoshito Café
＜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
cofuq’ue
只本屋
＜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
ヨシキデンタルクリニック
●京丹波町
Dans La Foret
●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

LE JOURNAL 配布リスト ●東御市
アトリエ・ド・フロマージュ
【山梨県　甲府市】
DOux CAFE
【静岡県】
●静岡市
Grenoble
●浜松市
Viloet
【愛知県】
●名古屋市
<中区＞
猿cafe 栄店
salon & D＋design associates
SEANT
名古屋コミュニケーションアート専門学校
pâtisserie AZUR
PEU・CONNU
Vin nature Mazenta
ワールドバリュー・ツアーズ
＜千種区＞
覚王山のチーズ屋さん メルクル
kususu
名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室 
fi ka.
Book Gallery トムの庭
Mirabelle
metsä
Le Plaisir du pain
roomoon
<瑞穂区＞
名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
<緑区>
わいん商アン・ベロ
●長久手市
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
●新城市
アトリエ　レ・フェ
【岐阜県　関市】
ワインショップアミ
【三重県】
●四日市市
HOLY HOUSE STUDIO&CAFE
●津市
青山高原カントリークラブ
【岡山県　岡山市 】
山陽学園大学
岡山大学文学部フランス語教室 
【広島県】
●福山市
福山大学　学務部国際交流課              
●東広島市
広島大学　総合科学部
【徳島県　徳島市 】
原田ゆりえバレエ研究所
【福岡県　北九州市】
フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU
【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　宮崎市】
宮崎大学　教育文化学部
【鹿児島県　鹿児島市】
鹿児島大学法文学部
【沖縄県　那覇市】
decco

敬称略・順不同　★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

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！

LE JOURNAL
PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

  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

■特集 Amiens！& おけいこ留学「製本」 
■おすすめアトリエ - 旅行会話 Bon voyage !  
■レシピ・ア・ラ・モード “Macarons d’Amiens”

¥0
gratuit!

ボンジュール、フランス。
北フランスのヴェニス、アミアン

Amiens,
la petiteVenise duNord 

◆京都市営地下鉄烏丸線北山駅
   4番出口より徒歩5分
◆無料駐車場あり

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
月～土：10h-19h　日休

株式会社AJ-France
〒603-8054 
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU
フランス語教室
☎: 075-703-0115
HP: www.aj-france.com
Mail: ecole@aj-france.com
facebook.com/AJFrance
月～土：10h-21h  日：10h～17h
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