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【京都府】
●京都市
＜北区＞

kolme kyoto
Café kosci
A table

CAVA ★

チャコット 京都店

ロイヤルボディコンシャス ★

ラジオカフェ株式会社

ネイルサロン北山アリューム ★

Café independant

S-Beaut ★

京都芸術センター

タージマハルエベレスト北山店 ★

フレンチキュイジーヌ ティアレ

ネイルサロン ルアン ★

シナモ

Lʼourson qui boiit ★

LʼAMi DU PAiN 北山店 ★
Café Eins(アインス) ★

有限会社クラフトボックス
和雑貨 鈴木松風堂

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

ピッツェリアバールシンパティア ★

さらさ3

Hair studio A.R.S

椿姫（町家サロン）

amelie

料理教室 アンパルフェ

CIRCUS COFFEE

chocolat

ラ・ドログリー京都北山店 ★

さらさ花遊小路

Happy Graphic Gallery

Taiwa 京都調理師学校

APA KABAR?

新風館

Charme kitayama

石川工業
-手作りお菓子 道具・食材の店

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
Nadi

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

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
eﬁsh

petit japonais

brasserie Cafe Onze
京都シネマ

プチロール

PYLONES 烏丸

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
beau bel belle
京都文具屋

Grenier dʼor

【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＞

＜住吉区＞

nao炬乃座

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
cofuqʼue

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

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）
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

●木津川市

●吹田市

●京丹波町

【兵庫県】

ヨシキデンタルクリニック
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

bouchon

ケリノスギャラリーカフェ
リンカネ ★

mechant Loup

コッコロカフェ

Chez Luc

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

カフェトラベラーズハイ

ヒネナハウタヒチアンダンススクール (有)丹後ジャージー牧場ミルク
川勝小児科内科医院
工房 そら

＜中京区＞

●大津市

Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)

（フランス語学フランス文学研究室） 同志社女子大学
montique
●京丹後市

Les Deux Garçons

【滋賀県】

café eden

●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 LʼOBABON

●明日香村

＜兵庫区＞

●曽爾村

ブラッセリー・ラルドワーズ

曽爾高原ファームガーデン
敬称略・順不同 ★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

神戸アートヴィレッジセンター

＜西区＞

兵庫県立大学

●明石市

【山梨県 甲府市】

●西宮市

【静岡県】

モンテメールバレエ

DOux CAFE

	

   	

   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

●静岡市

Café du SOLEIL

●福知山市

Grenoble

●浜松市

petite clochette プティクロ

【北海道】

Viloet

【愛知県】

●札幌市

●名古屋市
<中区＞

石の蔵はやし

●函館市

学校法人 野又学園 函館自動車学校

salon & D＋design associates

【青森県 弘前市】

SEANT

弘前大学フランス語部会

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】

pâtisserie AZUR

東北大学

PEU・CONNU

＜渋谷区＞

ワールドバリュー・ツアーズ

【東京都 】

Vin nature Mazenta
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＜千種区＞

エスモード東京 (ファッションの学校)

覚王山のチーズ屋さん メルクル

LeCordonBleu Japan Tokyo
Café Dubois

kususu

早稲田大学 フランス語フランス文学コース

ﬁka.

＜新宿区＞

名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室

LUGDUNUM Bouchon Lyonnais

Book Gallery トムの庭

欧明社

metsä

Zanny

roomoon

＜千代田区＞

Mirabelle

＜世田谷区＞

Le Plaisir du pain

株式会社studio y

<瑞穂区＞

シェソア フランス菓子教室

名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科

ベロボディア

わいん商アン・ベロ

ボンジュール、
フランス。

<緑区>

＜目黒区＞

●長久手市

インペリアル アーツバレエ目黒

愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻

ブーランジェリー ロラソ

目を覚ました眠れる美女、
ボルドー

●豊田市

＜中央区 ＞

愛知工業大学 基礎教育センター

エポーレ カルチャースクール

●新城市

＜港区＞

アトリエ レ・フェ

21コミュニティ

●小平市

【岐阜県

●吉祥寺

【三重県】

関市】

ワインショップアミ

プチミュゼ
アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

●府中市

Bordeaux,
la belle endormie qui s’est réveillée

●四日市市

HOLY HOUSE STUDIO&CAFE

●津市

kiki driving school ★

●武蔵野市

青山高原カントリークラブ

【岡山県 岡山市 】

亜細亜大学法学部上田研究室

【神奈川県】

山陽学園大学

●横浜市

岡山大学文学部フランス語教室

【広島県】

トラベルイノベーションジャパン

●福山市

ブラッスリーアムール

●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

バレエ ノイ フューレ

●藤沢市

徳島市 】

原田ゆりえバレエ研究所

Cafe&bar CALLS

【福岡県

夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス

【熊本県 】

【新潟県

新潟市】

プチデジュパン

【富山県

LE JOURNAL

フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU
ビストロ・シェケン

富山市】

CHOCOLaT Cafe Bistrot

和田朝子舞踊研究所

【福井県

北九州市】

【大分県 日田市】

福井市】

日田リベルテ
（映画館）

レストランジャルダン

【宮崎県

【長野県】

宮崎大学

●松本市

宮崎市】

教育文化学部

【鹿児島県

ビストロ・ブランシェ

鹿児島市】

鹿児島大学法文学部

●北佐久郡

【沖縄県

ブラッスリー シュエット

decco

●東御市

N

那覇市】
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Le Journal 配布先募集中！

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北山駅
4番出口より徒歩5分

◆無料駐車場あり
〒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

33

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

¥0

gratuit!

■特集 Bordeaux！ & おけいこ留学「写真」
■おすすめアトリエ - DELF/DALF分野別対策レッスン
■レシピ・ア・ラ・モード “Tourte bordelaise aux cèpes”

« Le succès de la plupart des choses dépend
de savoir combien il faut de temps pour réussir. »

LE JOURNAL

Un Pastis oﬀert a tous les Francophones !

成功はたいてい、成功するまでにどれほどの時間が必要か知っているか否かにかかっている。
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目を覚ました眠れる美女、Bordeaux
Reportage

「パリの歴史あるアトリエで腕を磨く版画家」
留学案内「おけいこ留学写真レッスン」
AJ-Franceスタッフの１日写真レッスン体験記

フランス語教室案内「アトリエ・フランス語で京都を案内してみよう」
「DELF/DALF 分野別対策レッスン」

イベント情報「pique-nique à la française フランス風にピクニック」
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」
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Interview dʼun élève 私とフランス語「KATSUDA Motoko」 フリーペーパー「Le Journal」はプライベート
Rencontre「Laurent PIERRE x Jean-Jacques」
ちょっと一息 pause café「フランスのトラム」
プチコラム「魅力たっぷりの中世の村

Saint-Emilion」

Un jour comme les autres à Paris

16
17
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フランス生活のプチカルネ「ボーディングスクール」

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

Recette「ボルドー風セップ茸のパイ」
Jʼaime la France「OKANISHI Asako」
おすすめ！フランス語学習ツール
ジャンジャックのQuʼest-ce que cʼest ?

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！

お申し込みは

ecole@aj-france.com
AJ-Franceまで

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

ie

...

フランスの紙のお香
パピエダルメニ専門インターネットショップ
卸のご依頼も賜ります。

http://france-inet.com/
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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

Bordeaux

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♪

LʼŒnologie est un jeu

Le Guide Hachette des vins 2016

販売価格： 734円(内税)

ワインやシャンパンなど「醸造学」に
関するクイズ。«Le beaujolais nouveau est le vin le plus précoce
sur le marché. Vrai ou faux ?» と
いった意表を突く問題やクロスワー
ドなど楽しみながら、ワインの知識を
増やしてみましょう。タイトル中にあ
る «Œnologie»はé-nologieと発音し
ます。
ラテン語のワイン « oinos» と科
学 «logos»が語源だそうです。

販売価格 ： 5,497円(内税)

ブラインドテイスティングで40000も
のワインから選ばれた10000本を新た
に加筆した２０１６年最新版。生産者の
紹介、試飲の感想、生産者の住所やメ
ールアドレスなど詳細に表示されてい
ます。ラベルの読み方や味を表現する
語彙などきめ細かな情報が掲載されて
いて、
すべてのワイン愛好家におすすめ
の一冊です。

Qu’est ce que c’est ?	

   これなんですか？
『Le hachoir berceuse』メッザルーナ

日本では見かけない物ですが、
ヨーロッパでは古くから使われており、使い慣れればとても便利な道具。
さてその用途は？

Le hachoir berceuse est un ustensile de cuisine utilisé pour hacher
ﬁnement les ingrédients de certaines recettes comme les herbes, les
condiments ou les fruits secs. Il est constitué dʼune ou deux lames
tranchantes en forme dʼarc de cercle et traditionnellement muni de
deux manches qui permettent de le manipuler à deux mains. Il est parfait pour concasser quelques noix ou hacher des herbes fraîches en
quelques gestes. Il est aussi plus facile à utiliser et plus sécurisé quʼun
couteau: sur une planche en bois, on le tient à deux mains et on exerce
un mouvement de balancier de droite à gauche. Cʼest ce geste qui a
donné son nom de berceuse à ce hachoir.
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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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BORDEAUX
ボルドー

(cc)Tracy Hansen

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

ボンジュール、
フランス。
フランス南西部、
ワインの都として知られる街ボルドー。
その歴史は古く、
なんと紀元前300年頃にまでさかのぼる。
ワインの女
王とも呼ばれるエレガントで優美なボルドーワインを味わいながら、
その深く長い歴史に思いを馳せてみよう。

Ville d’arts et d’histoire, Bordeaux est connue sous le nom de la «perle d’aquitaine ». Au coeur de la ville, on
peut découvrir de nombreux monuments à l‘architecture de l’époque gallo-romaine. Traversée par la Garonne,
la ville abrite également un des plus grands ports du pays. Le vin de Bordeaux a bien sûr une renommée mondiale. Dans certains pays, Bordeaux dispose d’ailleurs de l’étiquette «capitale mondiale du vin».
-3-

Bordeaux ボルドー
Capitale mondiale du vin, Bordeaux est située
dans le sud-ouest de la France, à proximité de la
côte atlantique.
*UDFHjVHVVROVjVHVÁHXYHVHWjVRQFOLPDWID
vorable pour la vigne, la viticulture de Bordeaux
commença dès le premier siècle avant JC. Durant
les 300 ans d’occupation par l’Angleterre, la production de vin s’est ensuite remarquablement développée. Les Anglais, grands amateurs de vin, ne
pouvant pourtant pas cultiver sur leur territoire à
cause du climat inadapté à la vigne, ont donc «importé» chez eux le vin de Bordeaux. Depuis, les
vins de Bordeaux ont conquis le monde entier et
OHVDYRLUIDLUHGHVHVYLJQHURQVHVWmondialement
reconnu.

パリからTGVで約3時間、世界的なワインの産地として知られる
ボルドー。
ワインを作るのに適した土地と気候、輸送に便利な大
きな川があるという地理的条件のおかげで、
ワインの生産が盛
んになった。約300年もの間イギリスの支配下にあったことも、
ボルドーのワイン産業を発展させた。気候的にブドウの栽培が
難しいイギリスは、
ボルドーのワインを大量に本国へ輸送したの
だ。
こうして様々な要素が重なり、ボルドーは「ワインの都」
と呼
ばれるまでになった。
しかし、
ボルドーを語るのにはワインだけでは足りない。
その長
い歴史と美しい中世の街並みもボルドーの最大の魅力のひとつ
だ。文豪ヴィクトルユゴーは、
「ヴェルサイユにアントワープを合
わせるとボルドーになる」
と称えた。近年では、2007年のガロン
ヌ川沿いの歴史地区 「月の港」 のユネスコの世界遺産登録、
そ
して2015年にはヨーロピアン・ベスト・デスティネーションに選
ばれるなど、観光の目的地としても世界的に注目されている。
これだけ聞くと、常に華々しい歴史を歩み続けてきたように思え
るが、実はそうでもない。現市長Alain Juppéにより、それまで
の曖昧な都市計画が見直されるまでは、
この街には暗いイメー
ジも漂っていた。新しい都市計画の下、歴史的な建造物は残しつ
つ、街は綺麗に整備された。一連の事業の甲斐あり、
ボルドーは
歴史的かつ活動的な街として再び目覚めたのだ。
2016年夏にはLa Cité du Vinがオープン、2017年にはTGV南
ヨーロッパ大西洋線の開通によりパリからの所要時間が約2時
間に短縮されるなど、
これからますます注目の街だ。
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かつてはパリで着付師として活動、現在は京都を拠点にフランス向けのき
ものレンタル＆発送サービスを手がけるきものatelier Akaneの岡西あさ
こさんからのメッセージをお届けします。

着付師になるきっかけはパリ。

Mais Bordeaux, ce n’est pas seulement le vin ;
c’est aussi une ville d’histoire, de culture et de
tourisme. « Prenez Versailles et mêlez-y Anvers,
vous avez Bordeaux. » dit Victor Hugo. Nommée Burdigala au temps des romains, la ville a
vu naître au cours de ses 2000 ans d’histoire des
personnalités importantes, tel Michel de Montaigne, écrivain, philosophe, moraliste et homme
SROLWLTXHIUDQoDLVTXL\HVWQpHQ3OXVWDUG
sous Louis XIV, les mesures prises par Colbert
pour développer le commerce contribuèrent à la
prospérité de Bordeaux. De nos jours c’est aussi
une ville surprenante et idéale pour les touristes
TXLSRXUURQWDGPLUHUOHPLURLUG·HDXSURÀWHUGHV
promenades le long du Port de la Lune, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007, ou
HQEDWHDXDXÀOGHOD*DURQQH
Aujourd’hui, sous les projets d’urbanisme du
PDLUH $ODLQ -XSSp %RUGHDX[ VH WUDQVIRUPH HQ
une ville où l’histoire côtoie la modernité. NomPpH©(XURSHDQ%HVW'HVWLQDWLRQªHQHOOH
YHUUDV·RXYULUHQOD&LWpGX9LQHWOHODQ
cement de la ligne TGV Sud Europe Atlantique
nous permettra d’y accéder depuis Paris en seulement deux heures !
%RUGHDX[ VHUD DORUV IDFLOHPHQW j YRWUH SRUWH HW
vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas la visiter.

私が着付師になろうと思ったきっかけは、10年前。
当時住んで
いたロンドンから、
パリへ旅行した時でした。書店に貼られたア
ノンスに
「きもの貸します」
の一文を見つけ、
「これは、私にも出
来るかもしれない！」
と。
フェットなどに浴衣で行くととても好
評で、
「フランス人にきものは受けるのだなぁ」
と思いました。
そ
れに想像してみると、
きもの姿でパリを歩く様子はとても素敵
でした。
「パリにきもの姿を増やしてみたい」
という想いが膨らみ、一
度日本へ帰国。2年間着付を学んだ後、再渡仏し出張着付師と
して働きました。暗中模索で
「きもの・パリ」
というキーワードだ
けで渡仏した私でしたが、現地のフリーペーパーで見つけた語
学学校で、
日本人や同じくらいフランス語が片言の欧米人に出
会い、友達の輪が広がりました。
そこで知り合った友人は手に
職があったり、自分を表現する事を仕事にしている人が多く、
大変刺激を受けました。普段の暮らしで誰かのお家でのフェッ
トに招待してもらうと、沢山のステキな人々に出会えました。
フ
ェットでの時間、人とのつながりは、
日本に戻った今も私に強く
影響を残しています。
日本で、友人・さらにその友人を家に呼ん
でパーティをすることは少ないかもしれませんが、
フランスで
は日常的に人を自宅に招待します。
ある人は、
日本は外食が安
価で外で集まっての交友が多く、
フランスは外食が高価なので
家で集まるのだと言います。
しかし私は、元々の人との寄り添い
方がフランス人と日本人では、違うのだと思います。家というプ
ライベート空間で、料理を作って友人を呼び、
ゆったりお喋りし
て一緒に過ごすのがフランス人の交友方法なんじゃないでしょ
うか。
そんなゆるく集まる感覚が大好きになり、招待されたフェ
ットで徐々にお付き合いの輪を広げていくのと同時に、
きもの
の質問や着付の依頼を受ける様になりました。

という美しい職業ですが、残念ながら日本では完全に技術者・
使用者扱いです。パリでのブライダルの仕事は、お手伝いする
私共にもシャンパンが振る舞われ、幸せな式の一員として認め
られている、仲間に加わっている感じがします。
この様に大変華
々しいお仕事をしましたが、
やはり着物は日本の文化。一方で、
パリの着付師のレベルは技術、サービス、ホスピタリティの面
で、
まるで浦島太郎の様、井の中の蛙の様だと感じました。
日本から来る日本人からの依頼で、多少はパリにきもの姿を増
やせたと思います。
しかし、
「もっと現地在住の日本人にきもの
で外出してほしい」
という想いが完全に満たされる事はありま
せんでした。

そして、現在。

日本に帰国後、京都の大手きものレンタルショップに就職、店
頭主任を４年間しました。
そして昨年独立。現在は日本・京都発
ではありますが、
フランス向けにきもの始めの方々のお手伝い
や、旅先、特にパリでのきもの着用を手軽にすべく、現地の着付
師・ヘアメイク手配やシーンに合わせたきものコーディネート
相談、足りない小物レンタル・発送のサービスをしております。
京都では、
きものでおでかけ企画、着付、
コーディネートアドバ
イスなどをしております。
きもので日仏交流の企画もしていま
すので、
フランス語を学んでいる方々にもぜひご参加頂けると
嬉しいです。

Asako OKANISHI 着付師・着物スタイリスト

パリでの仕事。

パリで受けた仕事は、
日本の企業のパリでのvernissageや、
日
仏カップルの結婚式の花嫁着付、親族の着付、
日本食レストラ
ンでの着付デモンストレーションなどが主でした。
パリで着付
の仕事をしつつ驚いた点は、
ブライダルで呼ばれた仕事で普通
にシャンパンが振る舞われる事です。人を華やかにしてあげる

おとな女性の
「きものはじめ」
のお手伝い

きものatelierあかね ‒ Kimono atelier Akané
着付師・着物スタイリスト 岡西 あさこ
TPOに合わせたきもののコンサル・コーディネート、
日本国内外旅先でのきもの散歩のお手伝い、
着付、
きもの小物のレンタルを承ります。
普段の生活で、旅先で、海外で、
きものを着て過ごしてみませんか。
Tel: 050-3574-1204
Mail: france-kimono@outlook.com
http://www.akane-kyoto.com Facebook:「きものatelierあかね」
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Miroir dʼeau - ミロワール・ドー（水鏡）

フランス生活のプチカルネ N°12

Place de la Bourseの正面にある世界最大級の水鏡。噴水建築家

【ボーディングスクール留学 】「ボーディングスクール
（全寮制の寄宿学校）」
をご存知ですか？
ボ ー ディング スクールとは 、家 族と離 れ 寮 生 活 の 中 で 学 業

に励み、規 則 、礼 儀 、コミュニケーション能力を養 成する学 校

Jean Max Llorca、建築家Pierre Gangnet、都市計画家Michel

【École des Roches】

Corajoudにより設計され、2006年に設置された。
それから１０年ほど

1899年に設立され、2014年にGEMSインターナショナルグ

です。学 校 は 小 学 校 から高 校 まで。自 立 心 を 育 て、インター

ループに加盟しました。GEMSインターナショナルグループは

しか経たないが、ボルドーの主要な名所のひとつ。観光客だけでなく、

今 回 はフランスのノルマンディ地 方 の 小 さな 町 Ve r n e u i l -

野で世界的にもリーダー的な存在となっています。
こちらの学校

物が水面に映る景色はとても美しく、
ボルドー随一の撮影スポット。

ナショナルな環 境でお子 様を育てられたい方にお勧めです。
s u r - A v r e（ パ リ か ら 電 車 で 約 1 時 間 ）に あ る ボ ー ディン

グ スクー ル É c o l e d e s R o c h e s につ いてご 紹 介します。

地元の人々の憩いの場にもなっている。旧証券取引所など歴史的な建

UNESCO（国際連合教育科学文化機関）
と提携しており、教育分

は小学校、
中学校、高校がありフランスの伝統的な教育をしていま

す。
それに加えテニス、
ゴルフ、
ピアノ、
アート、
ヨガ、乗馬等の様々な

Grand Théâtre - ボルドー国立歌劇場

を受講することができます。年間400名以上のフランス人と外国

なったことで知られている。後にパレロワイヤルの設計もした建築家

アクティビティを行っています。外国人の場合、
フランス語の授業

18世紀に建てられ、パリのオペラ座（Opéra Garnier）のモデルにも

人の受け入れをしており、多くの政治家、経済学者、文化人等を世

Victor Louisにより設計された。Opéra National de Bordeauxの

界中に輩出しています。高校卒業時にはフランスのバカロレアを

本拠地になっている。2013年にボルドー・オーディトリアムがオープン

希望するかインターナショナルのバカロレアを希望するかを選択

出来ます。

するまでは、ボルドー・アキテーヌ国立管弦楽団の本拠地でもあった。

＊2〜17週間の短期のサマープログラムもあり。

可能。
（有料。公演日程により変更の場合もあり。）

毎週水曜日•土曜日の午後２時30分、
４時、
５時３０分に、内部見学も

料金：約38500ユーロ〜／年（授業料+寮の家賃+3食付き）

Bar à vin - バー・ア・ヴァン（ワインバー）

＊入寮は12歳頃〜（寮生が9割）

© École des Roches

詳細はAJ-Franceまでお問い合わせ下さい。

+ Recettes

ボルドーワイン委員会(CIVB）直営のワインバー。ボルドーの様々な生
産者のワインがグラス１杯2ユーロ〜という手頃な値段で楽しめる。

à la Carte +

Tourte bordelaise aux cèpes
豊かな香りが特徴のヨーロッパの最高級キノコ、
セップ茸
（ポルチー二）をたっぷり使ったパイ。日本では手に入り
づらい食材ですが、ぜひ一度試して頂きたいレシピです。

Oﬃce de tourismeの向かいと立地も便利。ボルドーに来たからには
まずはワインという人には欠かせない場所のひとつ。

Que manger en Aquitaine ?

ワインの都ボルドーを中心とするアキテーヌ地方。美味しいワインがある
ところに、美味しい料理がないはずはない。
その一部を紹介しよう。

●Entrecôte à la bordelaise ボルドー風リブロースステーキ

Ingrédients pour 6 personnes :

エシャロットと赤ワインのソースのリブロースステーキ。剪定で切り落と
されたブドウの枝を薪にして焼くのが本来の料理法。ボルドーの多くの
レストランで食べることができる。

◆ 250 grammes de pâte feuilletée
◆ 1 kg de cèpes en conserve ou de cèpes frais
◆ 10 cl d’huile
◆ 30 grammes de beurre
◆ 15 cl de crème fraîche
◆ 1 bouquet de persil
◆ 1 jaune d’oeuf
◆ 6HOÀQSRLYUHQRLUHQJUDLQVDXPRXOLQ

●Huîtres du Bassin dʼArcachon アルカション湾の牡蠣

ボルドーから約60km、大西洋岸のアルカション湾産の牡蠣。
アルカショ
ン湾はヨーロッパ最大の牡蠣の産地で、
フランス産の牡蠣の大半がこの
一帯で養殖されている。日本のように加熱して食べることはほとんどな
く、生でレモン汁やエシャロットビネガーを添えて食べる。

Préparation :
1. Egoutter les cèpes, les rincer délicatement à l’eau froide puis bien les éponger. Couper les têtes
en morceaux réguliers et émincer les pieds.
2. Faire chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile et 25 grammes de beurre dans une poêle et ajouter
les cèpes. Les faire rissoler sur feu assez vif entre 6 à 7 minutes. Saler et bien poivrer pendant
la cuisson.
3. Egoutter les cèpes, vider la matière grasse et les remettre dans la poêle.
4. Ajouter la crème fraîche et le persil finement haché. Mélanger et faire encore cuire sur feu
modéré 10 minutes en remuant sans arrêt jusqu’à ce que la crème épaississe.
5. Verser ensuite cette préparation dans une tourtière en porcelaine à feu ou en Pyrex.
6. Abaisser la pâte feuilletée sur 5 mm d’épaisseur en formant un disque d’un diamètre supérieur
à la tourtière et la poser sur les cèpes en soudant les bords sur le pourtour de la tourtière. Former avec un couteau des stries sur le dessus et le badigeonner avec le jaune d’oeuf.
7. Faire cuire dans un four préchauffé à 210°C pendant 40 minutes environ en plaçant la tourtière
à mi-hauteur. Servir tout de suite à la sortie du four.
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●Canelé de Bordeaux ‒ カヌレ

ワインの製造過程のcollage（清澄）で大量の卵白が使われ、残った卵
黄を活用するために考えられたお菓子。使われる型に溝があることから
cannelé(「溝のある」
という意味)という名がつけられたと言われている
が、1985年以降、その «cannelé» という言葉と区別するために、«n»
を１つなくしたcaneléと言う表記が一般的になった。

●Bouchons de Bordeaux ‒ ブションドボルドー

ワインのコルク栓の形をしたお菓子。
パートダマンドと Fine de Bordeaux（ボルドーの蒸留酒）に漬けたレーズンを、チュイールのような薄
い生地で包んだもの。店によりフィリングが様々なので、いろいろ試して
みるのもお勧め。

●Macarons de Saint-Emilion ‒ マカロンドサンテミリオン

ボルドーの近く、
ワインでも有名なSaint-Emilionのマカロン。1620年
頃から修道女が作り始め、現在まで受け継がれている。紙の上に生地を
絞り出して焼き、
ひとつづつ剥がして食べる。ほのかに杏仁のような香り
がする、
どこか懐かしく素朴な味。
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Les personnalités liées à Bordeaux

●Eugène Delacroix

ロマン派の父とも言われている19世紀のフランスの画家。ルーブル美術館に展示されている

その代表作「La Liberté guidant le peuple（民衆を導く自由の女神）」は一度は目にしたこ

Le-Journal 編集スタッフの
ちょっとひと息

pause café

とがあるのではないだろうか。パリ近郊で生まれたが、外交

官の父の仕事の都合で幼少期の一部をボルドーで過ごし

た。7歳の時、父の死を機に家族とともにパリへ引っ越した
が、後に市長に宛てた手紙の中で、ボルドーを生まれ故郷

のように思っていると述べたと言われる。

父Charles-François Delacroixは、ボルドーのシャルト

Nice

Tours

とてもスタイリッシュでシンプルなデザ
インのトゥールのトラム。進行方向には
白のランプ、後方には赤のランプがつい
ています。
ひと目で進行方向が分かるた
め、慣れない観光客には特に分かりやす
いですね。

●Charles-Louis de Montesquieu

社会学の父と言われる18世紀のフランスの哲学者。1689年にボルドー近郊のChâteau

de La Brèdeで生まれた。ボルドー大学で法学を学び、その後パリへ出たが、父の死を機

に帰郷する。著書「De lʼesprit des lois（ 法の精神）」の中で、近代民主政治の基本原理で

ある三権分立を説いた。

Endroits de charme autour de Bordeaux
溢れている。
ここでは、ボルドーから日帰り可能で、公共交通機関でもアクセス可能な

フランスのトラム

フランスの多くの都市で市民や観光客の足となっている
Tramway（トラム）。
それぞれの街に個性があるように、
トラ
ムにもちょっとした個性が見られます。

ニースのトラムの各停留所は、思わず見入ってしまうデザイン。普通なら一般的な書体で
書かれている停留所の名前が、
ニース出身のアーティストBen Vautierの作品になって
います。停留所名に加え、彼の作品も飾られてい
るので、各停留所を巡ってみても楽しそうですね。

ルーズ墓地に眠っている。

ボルドーの街もとても魅力的だが、その周辺には、さらに見逃せない場所がたくさん

Tramways en France

ラム
プチコ

Bordeaux

とにかく景観にこだわっているボルドーの中
心地。中でもその徹底ぶりがはっきり分かる
のが、Place de la Bourceの停留所。本当に
何も設置されていないところにトラムは停車
します。停留所名すら表示されていません。
知らないと、
どこで待っていたらいいのか少
し戸惑いそうですね。

Saint-Emilion, la petite cité médiévale pleine de charme!

大西洋沿岸のアルカション湾の中心都市。白い砂浜が美しいリゾート

Située dans le sud-ouest de la France, la région Aquitaine est la troisième plus grande région de l’Hexagone. Sa très grande variété de paysages en fait une destination touristique
idéale : entre montagnes, mers et forêts, sans oublier ses nombreux petits
villages médiévaux, vos yeux ne cesseront d’être fascinés. Riche de son
histoire et de sa gastronomie, l’Aquitaine a beaucoup à vous offrir !
On peut citer par exemple le village de Saint-Emilion, l’un des plus
connus de la région. Situé à 35 km de la ville de Bordeaux, c’est une
petite cité médiévale cerclée de terrains viticoles et qui abrite de nombreux monuments et vestiges uniques. Ses paysages, monuments et vignes lui ont d’ailleurs permis d’être enregistrée au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1999.
Saint-Emilion n’est pas seulement réputée pour ses 2000 ans d’histoire.
La petite cité médiévale est également connue pour son vin de très grande
qualité. Il est d’ailleurs possible de visiter des caves et de participer à des
dégustations.
(Héloïse HUET)

言えばアルカション、
アルカションと言えば牡蠣を思い浮かべる人も少

Un jour comme les autres à Paris

場所を一部ご紹介しよう。

●Saint-Émilion - サンテミリオン

ボルドーから50km弱に位置するユネスコ世界遺産の村。AOCワインでよく知られる

が、綺麗に残された中世の街並みも見どころだ。小さな村だが、旧市街を散策したり、

シャトーを巡ったりと、することは尽きない。旧市街は急な坂が多いので、歩きやすい
靴が必須。世界的にも珍しい一枚岩でできたモノリス教会も見逃せない。

アクセス : ボルドーからTERでSt-Emilion駅下車・徒歩、Libourne駅からタクシーで
約１５分、
またはボルドーから車で約45分

サンテミリオン観光局 : www.saint-emilion-tourisme.com/

S a i n t - É m i l i o nについては、

15ページのPetit columnでも紹介しています。
（フランス語記事）

●Arcachon - アルカション

地。
この一帯のアルカション湾で生産されている牡蠣は有名で、牡蠣と
なくない。人口1万人強の街だが、夏にはヴァカンスに訪れるフランス人
が多く、人口が10倍ほどにもなるのだとか。

アクセス : ボルドーから電車で約50分、
または車で約1時間
アルカション観光局 : http://www.arcachon.com/

●Dune du Pilat - ピラ砂丘

アルカションから約10kmのヨーロッパ最大の砂丘。その大きさは南北
に約2.7km、東西に約500m、標高100m以上。観光シーズンには頂上

まで登る階段も設置されるが、砂の山を登ることも可能。頂上からはア
ルカション湾を一望でき、特に日没時に大西洋に沈む夕陽は絶景。ただ

し、かなりの高さなので高所恐怖症の人や運動不足の人は要注意。

アクセス : アルカション駅からバスで約30分、
またはアルカション中心
部から車で約15分

ピラ砂丘観光局 : http://www.ladunedupilat.com/
-6-

11月13日22時頃に知人から一本の電話が入った。
「道路が封鎖されていて帰宅できない」
。
自宅にいた僕はすぐにネットを検索。
するとパリ
市内で銃撃、
爆発が多発しているとのこと。
現場近くで友人がライブをしている事を思い出し連絡をとる。
無事を確認。
すぐにライブを中止し
帰宅するという。
何が起きているのかを把握する為にツイッターやフェイスブックのタイムラインを追った。
連絡がとれない家族や友人を心
配する書き込み、
ニュース速報のリツイート、
シェアが次々と現れた。
襲撃のあったコンサート会場の窓から命からがら逃げ出したという友達

の友達もいた。
現場付近は僕も頻繁にライブを行っている場所。
幸い僕はその日はライブは無かったが、
身の毛がよだった。
あれから一ヶ月

が過ぎ
（この文章を書いてる時点）
一見するとパリの街は落ち着きを取り戻した

ように見える。
襲撃のあったカフェのテラスでも人々はいつもと変わらぬ様子で
珈琲を飲んでいる。
」

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/
djmotojapan@gmail.com
-15-

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

パリの歴史あるアトリエで腕を磨く版画家

今回はAJ-Franceのビザサポートサービスを利用し、
パリの版画工房に通う内田祥平さんをご紹介します。

Chateau Thierryの南西、
パリとランスのちょうど中間あたりにあるSaulchelyのシャンパーニュ生産者Laurentさん。
2007年に、5世代に渡りシャンパーニュを作り続けてきた実家を継ぎ、Champagne PIERRE Laurentのマークを立ち
上げた。以来精力的に自身のシャンパーニュのプロモーションに取り組んでいる。
少し前までは、
日本に輸入され私たちのもとに届くのは、有名メゾンのシャンパーニュが主流だったが、最近では小規模
生産者のシャンパーニュも注目されはじめている。
そんな流れの中、現在はまだ日本に輸入されてい
ないものの、Champagne PIERRE Laurentも今後注目したい生産者の一人だ。
特に特徴的なのはブドウの栽培方法。有機的な方法でのブドウの栽培に取り組んでいる。
畑を耕すのにはトラクターではなく馬。
そうすることで、土が健康な状態を保てる。
そし
てブドウ畑の脇に植えられているバラ。
ブドウよりも繊細なため、
バラの状態を観察
することによってブドウへの病害などを未然に
防ぐことができるのだという。
Laurentさんのもう一つの試み「Cuvée
de la Reine Marie-Antoinette」
と
「Cuvée du Rois Louis XIV」も非常に興味
深い。昨年12月からは、
なんとヴェルサイユ
宮殿での販売も開始した。
宮殿での販売も開始した ほんのり甘くて
優しい味のMarie-Antoinette、
そしてキリッ
とした味のLouis XIV。昨年2月のAJ-Franceで
のシャンパーニュ説明会でも紹介いただいた「Cuvée de la Reine Marie-Antoinette」
は女性に圧倒
的な人気だった。
古くからの伝統を守りつつ、新しいことにもどんどん
チャレンジするLaurentさん。
日本での販売にもとて
も意欲的で、現在、
日本へ輸出するための業者を探して
いるそうだ。彼のシャンパーニュが日本でも手に入るよう
になる日が待ち遠しい。

●渡仏直後●
パリに来た当初は全くフランス語が分らず(今でも分りませんが)、
食べ物を手にいれる事さえも苦労しました。パリで初めて入った
店は世界的に有名なハンバーガーショップでした。
ここなら世界
共通だろうという希望的な考えからでしたが、
「ダブルバーガーセ
ット」
や「コーラ」
という言葉さえ通じず、閉口しました。海外も初
めてでしたし、飛行機に一人で乗るのも初めて。
ビザ申請に関して
は、全く無知だったので、AJ-Franceさんの手助けがなければ不
可能でした。パリに到着してからは、
スーパーでの買い物、
メトロ
でのチケット購入、
コインランドリー、全てのシステムが日本と異
なるので、他人の動作を観察することで学習しました。生きる為に
必要なことはすぐに覚えられるものです。最初は少し語学学校に
も通いました。
しかし、第一目的の版画と語学学習の両立は、私に
は困難でした。
当時34歳で、
じっくり段階を積んでいる時間はあり
ません。来仏目的は一版多色式の銅版画を会得し、
自在に制作出
来るようになることです。何を優先するかを考え、語学は諦め、出
来る範囲に留めることにしました。版画に関しての基礎は、
どの国
でも共通なので、言葉が理解できなくてもそれほど問題はありま
せん。最善だったかどうかは分りませんが、
自分の制作と、
アトリ
エでの技術習得に集中することができました。

Champagne PIERRE Laurent www.champagnepierrelaurent.fr

フランス滞在費用 - 内田さんのケース (2015年現在）
700ユーロ/月
家賃
210ユーロ/月
アトリエ代
約30ユーロ/月
電気代
３０ユーロ/月
インターネット接続料金
５０ユーロ/4ヶ月
プリペイド携帯電話料金
７０ユーロ/月
NAVIGO（公共交通機関の定期）
-14-
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●充実の１年目、苦悩の２年目、
そして３年目は●
私は、
アトリエで3年目を迎えています。振り返ると、
まず1年目は
慣れる事、新しい方法や考え方を吸収する事で頭が一杯でした。
全ての事が目新しく、興味深く、展示の機会にも恵まれた充実し
た一年でした。
それに対し、2年目は悩みの年でした。
ある程度技
法を吸収したがゆえに、技法に振り回され、
自分の作りたいもの
が何なのか、制作にとって一番大事なことを見失いつつありまし
た。
自分が作っている作品にも違和感があり、常にあがいていま
した。
アトリエの館長は、私の制作する姿を見て、
「UCHIDAはい
つも何か探している」
と言っていました。消耗していく時間とお金
にも焦りを感じ、気持ちも憂鬱で、
パリの街も退屈でつまらなく見
えていました。風邪をひいて寝込んだり、
ぎっくり腰で動けなくな
ったりと、体調も崩した年です。そして3年目は整理の年です。日
本で学習した事、
こちらで学習した事、変わった事と変えるべきで
ない事、
自分の考え方や表現したい事。
それらを一度整理する作
業が必要でした。夏と秋には展示も控えているので、
その準備も
兼ねて制作に取り組んでいます。館長が「UCHIDAは何かを見つ
けたようだ」
と誰かに言っていたのを覚えています。
歴史のあるアトリエで、尊敬できるプロフェッショナルたちと同じ
場所で制作し、同じ時間を過ごせたことは、本当に良い経験でし
た。来て良かったと思います。

Interview dʼun élève 生徒さんインタビュー

1日間 からの
プチ留学！

Séjour en France おけいこ留学 Nº4	

   

‒ 写真レッスン編 ‒

趣味でしていた写真を極めたい方、
アーティストとして写真家を目指している方。写真を撮るのが楽しい！自分で撮った写真を眺めている
のが至福のひととき、
という方におすすめのレッスンです。写真／カメラの発祥の地フランスでテクニックを磨いてみませんか？

■最古の写真はフランスで撮影された

私とフランス語

- Le français et moi -

今回は、現在モロッコで医療部門のボランティアとして活動中の看護師KATSUDA Motokoさん
（以下M）
に、
AJ-France代表兼講師の高倉（以下A）
がお話を伺いました。

A：アージーフランスの１ヶ月集中講座を受講していただくことになったきっ
かけは何ですか？

モロッコの首都ラバトの子供病院でボランティアとして看護師
M：私は現在、
の指導をしているのですが、言葉の問題でとても苦労しています。健康診
断のため約１ヶ月間、
日本へ一時帰国することになり、
この機会を利用し
て集中的にフランス語を勉強しようと思い受講することにしました。
A：フランス語での仕事＆生活は大変ですか？
M：そうですね。特に職場では会話からカルテまで全てフランス語なのでと
ても大変で、常に電子辞書を持ち歩いて何とかコミュニケーションしてい
ます。赴任した当初は、
フランス語ができないのと、
日本人はどうしても若
く見られるのとで、指導をするために行ったのに研修生だと勘違いされ
たりもしました。
A：普段の生活はいかがですか？

世界最古の写真をご存知だろうか。現在、原版が実存する最古

の写真と言われているのは
『Un cheval et son conducteur』

（馬引く男）というもの。1825年にフランスの発明家ニセフ
ォール・ニエプスが撮影した写真だ。
（この写真は2002年3月

21日にサザビーズ*に出品され44万3000ドルで落札された。）

M：日常生活は片言のフランス語で何とかなっています。今住んでいるラバ

また原版が残っていないものだと、
ニエプスが 8時間もかけて

トは、
フランス語を話せる人が多いです。食事などは、
フランス系のスー
パーもあるので、
そこでお米を買って自炊をすることが多いです。
フラン
ス系チェーンのパン屋もあり、パンも美味しいですよ。現地のお料理で
は、
クスクスがお気に入りです。

1枚の風景写真（題名は
「ル・グラの自宅窓からの眺め」）
を撮っ

たのが始まりとされている。写真の前史としてはカメラ・オブス

クラ*や影絵等が挙げられる。
ちなみに、
日本に写真が輸入され
たのは幕末である1854年のこと。撮影したのは黒船来航で有

A：モロッコへ赴任する前にはフランス語の勉強はどのくらいされましたか？

名なペリー艦隊に同行していた写真家エレファレット・ブラウン

©

・ジュニアと言われている。写真は浦賀奉行与力であった田中
光儀という人物を撮影したポートレイトだ。上記に挙げた写真

M：所属している国際協力団体の訓練所で、
１ヵ月間、
１日３〜５時間くらい
勉強をしました。全くゼロからのスタートだったので、
「abc」から始め、
挨拶や自己紹介ができる程度のレベルで渡航しました。赴任後も現地で
レッスンは受けていますが、
フランス語でフランス語を習うため、わから
ないところはひたすら丸暗記をするしかないという状態でした。

Lʼatelier Ça Relie à Paris

画像は現在も残っている。

Petit mémo1：サザビーズ（Sothebyʼs）
は、現在も様々な美術品を扱う世界最古の国際オークション会社だ。1744年にロンドン

のサミュエル・ベーカーが書籍商として個人の蔵書457冊を競売したことに始まる。

A：アージーフランスのレッスンを受けられてどうでしたか？

Petit mémo2：カメラ・オブスクラ
（camerae obscurae）
はラテン語で
「暗い部屋」
の意。写真の原理による投影像を得る装置の

M：今までわからなかったことが、頭の中できちんと整理できました。そし
て、
レッスン中に自分から話す機会がとても多かったのもよかったです。
言葉は実際に口に出すことが大事だと改めて感じました。

こと。 原理はピンホールカメラと同じ。
「カメラ」
という言葉はこのカメラ・オブスクラに由来する。発明された当初は像を固定する
技術が無かったため、大きなサイズの箱（真っ暗な部屋）
に人が入り、光のピンホール現象で壁に映し出された像を画家がトレー

スするという方法で使用された。
これは完全な遠近法による絵を描くための道具とされ普及した。

A：今後の目標などはありますか？
M：残り１年３ヶ月の任期が終わったら、少しお金を貯めて留学をしてみた
いと思っています。医療部門（看護師）
のボランティアの仕事は、西アフリ
カなどフランス語圏からの要請が比較的多いのにも関わらず、言葉の問
題から人材が不足しているんです。
そして、今後のためにDELF B1また
はB2も受験しようと思っています。

■フランスで写真教室に通ってみよう！

【LesPHOTOGRAPHES.org】

パリ、
リヨン、
ボルドー等で写真のレッスンが受けられる写真教
室。
カメラ初心者向けのコースもあり、趣味で楽しむ方でも参

加できる。中級者や上級者向けのコースでは、
自分のレベルに

A： アージーフランスでDELF対策レッスンを受講して、合格されている方も
たくさんいますので、受験される際は是非ご相談ください。

合ったクラスを選びブラッシュアップをすることができる。）英
語もしくはフランス語で受講可能。1日〜。

（フランス国外ではロンドン、ブリュッセル、ジュネーブ、ヘルシ
ンキ、
ニューヨーク等でも受講可）

イベント記録・自社ホームページ・講演会

Cours dʼinitiation à la photographie pour débutants
授業期間
授業料

：4日間（3時間半 4日）
：275ユーロ

＊上記のコースの他、
カメラの構造を学ぶコース、動く被写体
の撮り方を学ぶコース、
（題材を選べる）
プライベートコース等

©

80を超えるコースがあるので、
自分の希望に合ったコースを見

Lʼatelier Ça Relie à Paris

つけることができるだろう。

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
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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。

TEL: 03-5925-8861
FAX: 03-3354-6511

出張カメラマン ジップ

インタビュー・取材写真・食品メニュー

■あらゆる撮影ジャンルにおける豊富な実績。

商品撮影・店舗案内・建物内外観

■1 件 1 件コーディネーターが丁寧に対応致します。

舞台・演奏会・ブライダル・カーレース

■法人・個人問わず、リーズナブルな価格で撮影致します。

七五三・成人式・誕生日 etc

■素早い納品体制。ダウンロード納品対応。

URL : http://www.p-jip.co.jp
E-mail: jip-order@p-jip.co.jp
-13-

Séjour en France フランス留学情報

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

内容

無料体験レッスン

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

プライベートレッスン
(スカイプも可)

１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

お友達とペアレッスン

楽々発音アトリエ

レッスン回数

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

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

受講者が選択

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。

受講者が選択

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。
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。

１ヶ月40回
１ヶ月4回
３ヶ月６回
３ヶ月12回

3ヶ月６回

※入会金：5150円別途必要。
お友達紹介の場合は2570円

受講者が選択

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

144000円
テキスト代実費
（入会金無料）

受講者が
選択

12350円
20570円
32920円
（一人あたり）
テキスト代実費

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 １ヶ月4回
を解きながら、今後の試験対策の進め （２レッスン
方を掴んでいただく講座です。
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）

DELF/DALF
分野別対策レッスン

詳細はp.10へ

１ヶ月４回

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！

詳細はp.10へ

隔月1回
（奇数月）

旅行会話
Bon voyage !

４回完結のフランス語旅行会話レッス
ン。文法などは一切抜き。
習ったその日
から使えるフレーズを学びます。

4回

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

Petit Nicolasを
読もう！
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）

土曜日 14h30〜16h00
5月14日

受講者が選択
第2・4月曜日 10h〜10h55
(日時変更の可能性あり)

フランス人

受講者が
選択
Akiko

3600円
3910円
（ゲスト）
入場料等実費
14400円
（入会金不要）
14400円
テキスト代実費

3ヶ月6回

第2・4土曜日 10h〜10h45
4月９日23日 5月14日28日
6月11日25日

Héloïse
Yannick
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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
4月23日、5月28日、
6月25日

Yannick
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3090円
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お料理・お菓子
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詳細はp.11へ

月1回
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6月18日
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3910円
（ゲスト）

■AJ-Franceスタッフが、実際にレッスンを体験！
12月上旬にこちらの学校のレッスンを実際に受講したスタッフYから、留学カウンセラーMが体験談を聞きました。
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Y： 趣味で写真を撮っているのですが、
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フランスへのプチ留学・長期留学なら AJ-FRANCE にお任せ！！
AJ-Franceは、
1999年より数多くのお客様をサポートしてきたフランス専門の留学エージェントです。

フランスへの短期・長期留学など、
お好みでプランをご提案！各種ビザ申請（学生、
お好みでプランをご提案！
ワーキングホリデー、
コンペタンス・エ・タラン、
フリーラ
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〜

お問い合わせは

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

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

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

Atelier de Cuisine

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。

お料理・お菓子アトリエ

Le français de A à Z

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

Mille-Feuille

フランス語教室

Quiche Lorraine

ミルフィーユ

!
Bonjour
京都のフランス語教室 AJ-France

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

(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

サクサクのパイ生地とリッチなクリーム
のマリアージュがとても美味しいミルフ
ィーユ。
やはり出来立ては生地のサクサ
ク度が違うので、
作り
方を覚えて、
ぜひお家
でも作ってみてはい
かが？

キッシュロレーヌ

日本人にも人気の軽食の定番
キッシュロレーヌ。作れる
ようになれたら、
ピクニ
ックや持ち寄りパーティ
ーのときも大活躍間違
いなしの一品です。

6/

4/

16（土）

18（土）

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。

Visite guidée à Kyoto
フランス語で京都を案内しよう！

90分 （隔月１回・奇数月） メンバー¥3600／ゲスト¥3910
＊入場料等は各自負担。現地集合、現地解散。
＊定員５名（３名以上で開講）

フランス人と話していると、結構な
頻度で出てくるこの数 « trente-six
mille (36000) »、いったい何なのか
ご存知だろうか。
実は文字通りに36000を意味する
ことは稀で、
「かなり多くの」
と言いた
い時に使われる表現。« mille » は省
き、« trente-six (36) » という時も
あるが、
これも同じく
「多くの」
という
意味で使われる。
それにしても、なぜ36という数を用
いるのか、
とても興味深い。

21（土）

1レッスン55分x4回 ￥14400 入会金不要 テキスト代実費
読解、聴解、文章作成、
口頭表現から１分野選択
＊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）

à la française

ー フランス風にピクニック ー

ent
Evenem情報
イベント

Atelier Enfants

詳細は、決まり次第ホームページ等でお知らせ致します。
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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
切ったり
大人と同じ
を
菜
野
て
力し
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

時間

Bon appétit !
miam mia
m♡

Leçon de cuisine
pour les petits !

【開講スケジュール】
開催日

samedi 14 MAI 13h30-15h30

de Bordeaux

みなさまからのリクエストが最も多かっ
たお菓子。
ついに開講決定しました！一見
難しそうですが、実はとてもシンプルなレ
シピなので、
お家でのおやつにも作って頂
けるはず。

DELF/DALFでは、各分野ごとに最低合格点が定められて
います。得意な分野で満点が取れたとしても、苦手な分野が
最低合格点を下回ったら、合格は出来ません。
この講座で
は、いずれか１分野を選択頂き、集中的に対策をします。繰
り返し対策問題を行うことで、苦手分野を克服しましょう。

Pique-nique

Cannelé
カヌレ・ド・ボルドー

DELF/D
分野の克
苦手な
なら、
道。
格への近
服が合

３〜５名のグループでフランス人講師と一緒に京都の観光名
所を訪れながら、
フランス語での京都案内を体験するアトリエ
です。
フランスから知人が遊びに来たときや、観光地で困ってい
るフランス人に遭遇した時に、
このアトリエで学んだことがき
っと役に立つはず！毎回違う観光名所などをひとつ訪れます。
(フランス語がはじめての方はご参加いただけません。）

« trente-six mille, 36000 »

5/

DELF/DALF分野別対策レッスン

eau !
Nouv
ける
ALFを受

語で京都
フランス
て
体験をし
ド
イ
ガ
の
か？
みません

Le saviez-vous?

réussir le delf/dalf

レシビ

内容

4月23日
（土） 11h~12h50

Roastbeef et frites maison
ローストビーフとフリット

パーティーに欠かせないローストビーフと、
フ
ランス人の大好物ポテトフライ。

5月28日
（土） 11h-12h50

Steak de saumon
sauce citron et epinards
サーモンのステーキ

ジューシーなサーモンのステーキに、
さわや

6月25日
（土） 11h-12h50

Omelette à lʼespagnole
スペイン風オムレツ

大人も子供も美味しく頂ける野菜たっぷり具
沢山なスペイン風オムレツ。

かな風味のレモンのソースとほうれん草を
添えて。

-11-

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

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

Atelier de Cuisine

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？
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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

Séjour en France フランス留学情報

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

内容

無料体験レッスン

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

プライベートレッスン
(スカイプも可)

１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

お友達とペアレッスン

楽々発音アトリエ

レッスン回数

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

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

受講者が選択

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。

受講者が選択

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。
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。

１ヶ月40回
１ヶ月4回
３ヶ月６回
３ヶ月12回

3ヶ月６回

※入会金：5150円別途必要。
お友達紹介の場合は2570円

受講者が選択

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

144000円
テキスト代実費
（入会金無料）

受講者が
選択

12350円
20570円
32920円
（一人あたり）
テキスト代実費

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 １ヶ月4回
を解きながら、今後の試験対策の進め （２レッスン
方を掴んでいただく講座です。
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）

DELF/DALF
分野別対策レッスン

詳細はp.10へ

１ヶ月４回

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！

詳細はp.10へ

隔月1回
（奇数月）

旅行会話
Bon voyage !

４回完結のフランス語旅行会話レッス
ン。文法などは一切抜き。
習ったその日
から使えるフレーズを学びます。

4回

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

Petit Nicolasを
読もう！
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）

土曜日 14h30〜16h00
5月14日

受講者が選択
第2・4月曜日 10h〜10h55
(日時変更の可能性あり)

フランス人

受講者が
選択
Akiko

3600円
3910円
（ゲスト）
入場料等実費
14400円
（入会金不要）
14400円
テキスト代実費

3ヶ月6回

第2・4土曜日 10h〜10h45
4月９日23日 5月14日28日
6月11日25日

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
4月23日、5月28日、
6月25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
4月16日、5月21日、
6月18日

JeanJacques

3600円
3910円
（ゲスト）

■AJ-Franceスタッフが、実際にレッスンを体験！
12月上旬にこちらの学校のレッスンを実際に受講したスタッフYから、留学カウンセラーMが体験談を聞きました。
M：今回写真のレッスンを受けようと思ったきっかけは？
自動モードだと限界があり自分の思っているよ
Y： 趣味で写真を撮っているのですが、
うな写真が撮れなかったのでレッスンを受けてみようと思いました。折角ならフラ
ンスでと思い今回のレッスンを受講しました。写真はかなり前に少しだけ勉強して
資格も取ったのですが、本で勉強したことは忘れやすいですし、実際に撮ってみると
疑問点も出て来たので、実践的なテクニックを学べるレッスンを選びました。
M：レッスン内容を教えて下さい。
シャッター
Y： 最初の2時間ほどは教室での座学でまずは自己紹介から始まり、焦点、

速度、F値、ISO、
ホワイトバランス等についての説明がありました。
その後は皆で外

（セーヌ川沿い）
に出て実際に撮影をする実技レッスンでした。
M：レッスンの雰囲気はどのような感じでしたか？
「フランス語が分からなかったりしたら、必ず聞いてね。」
と
Y： 講師の方はとても優しく
気を配って下さり、途中でも
「大丈夫?」
とちゃんと授業についていってるかを確認し
ながら進めてくださいました。生徒は全部で7人。
そのうち1人はイタリア人でした
が、
あとはフランス人でした。生徒達はそれぞれの目的を持っていて、例えば退職したマダムは
「旅行の時に撮る写真がいつもピ
ンぼけだから、
ちゃんとした写真を残したい」
という理由で受講されていたり。彼女はカメラ用語にはあまり明るくないようでし
たが、講師の丁寧な解説も手伝って楽しそうに参加されていました。
M： 持参するカメラの指定はありますか？

ただ、
あまりシンプル
Y： デジカメであればどんなものでも問題ないとのことでした。
なものだと調節可能な機能が少ないので物足りない印象になってしまうかもし
れません。

M： 最後に何かメッセージを。
レッスン中に生徒同
Y： 一人での撮影だとどうしても風景写真ばかりになるのため、

士でポートレート撮影の練習などができるのも良い経験になりました。
そして講
師は現役のフォトグラファーということで、本には書いていないテクニックや現場

での話も聞け、
とても充実したレッスンでした。
パリは街中が撮影スポットのよう
なものなので、
レッスン受講後に街を歩きながら撮影し、復習ができるのもおすす
めポイントです。
【今回受講した内容】
コース名：Réglages de lʼappareil 1回コース
（カメラの調節について）
時間：3時間半／受講地：パリ／料金：80ユーロ

フランスへのプチ留学・長期留学なら AJ-FRANCE にお任せ！！
AJ-Franceは、
1999年より数多くのお客様をサポートしてきたフランス専門の留学エージェントです。

フランスへの短期・長期留学など、
お好みでプランをご提案！各種ビザ申請（学生、
お好みでプランをご提案！
ワーキングホリデー、
コンペタンス・エ・タラン、
フリーラ
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〜

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。

-12-
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http://france-ryugaku.com
AJ-France 坂(さか)まで

Interview dʼun élève 生徒さんインタビュー

1日間 からの
プチ留学！

Séjour en France おけいこ留学 Nº4	

   

‒ 写真レッスン編 ‒

趣味でしていた写真を極めたい方、
アーティストとして写真家を目指している方。写真を撮るのが楽しい！自分で撮った写真を眺めている
のが至福のひととき、
という方におすすめのレッスンです。写真／カメラの発祥の地フランスでテクニックを磨いてみませんか？

■最古の写真はフランスで撮影された

私とフランス語

- Le français et moi -

今回は、現在モロッコで医療部門のボランティアとして活動中の看護師KATSUDA Motokoさん
（以下M）
に、
AJ-France代表兼講師の高倉（以下A）
がお話を伺いました。

A：アージーフランスの１ヶ月集中講座を受講していただくことになったきっ
かけは何ですか？

モロッコの首都ラバトの子供病院でボランティアとして看護師
M：私は現在、
の指導をしているのですが、言葉の問題でとても苦労しています。健康診
断のため約１ヶ月間、
日本へ一時帰国することになり、
この機会を利用し
て集中的にフランス語を勉強しようと思い受講することにしました。
A：フランス語での仕事＆生活は大変ですか？
M：そうですね。特に職場では会話からカルテまで全てフランス語なのでと
ても大変で、常に電子辞書を持ち歩いて何とかコミュニケーションしてい
ます。赴任した当初は、
フランス語ができないのと、
日本人はどうしても若
く見られるのとで、指導をするために行ったのに研修生だと勘違いされ
たりもしました。
A：普段の生活はいかがですか？

世界最古の写真をご存知だろうか。現在、原版が実存する最古

の写真と言われているのは
『Un cheval et son conducteur』

（馬引く男）というもの。1825年にフランスの発明家ニセフ
ォール・ニエプスが撮影した写真だ。
（この写真は2002年3月

21日にサザビーズ*に出品され44万3000ドルで落札された。）

M：日常生活は片言のフランス語で何とかなっています。今住んでいるラバ

また原版が残っていないものだと、
ニエプスが 8時間もかけて

トは、
フランス語を話せる人が多いです。食事などは、
フランス系のスー
パーもあるので、
そこでお米を買って自炊をすることが多いです。
フラン
ス系チェーンのパン屋もあり、パンも美味しいですよ。現地のお料理で
は、
クスクスがお気に入りです。

1枚の風景写真（題名は
「ル・グラの自宅窓からの眺め」）
を撮っ

たのが始まりとされている。写真の前史としてはカメラ・オブス

クラ*や影絵等が挙げられる。
ちなみに、
日本に写真が輸入され
たのは幕末である1854年のこと。撮影したのは黒船来航で有

A：モロッコへ赴任する前にはフランス語の勉強はどのくらいされましたか？

名なペリー艦隊に同行していた写真家エレファレット・ブラウン

©

・ジュニアと言われている。写真は浦賀奉行与力であった田中
光儀という人物を撮影したポートレイトだ。上記に挙げた写真

M：所属している国際協力団体の訓練所で、
１ヵ月間、
１日３〜５時間くらい
勉強をしました。全くゼロからのスタートだったので、
「abc」から始め、
挨拶や自己紹介ができる程度のレベルで渡航しました。赴任後も現地で
レッスンは受けていますが、
フランス語でフランス語を習うため、わから
ないところはひたすら丸暗記をするしかないという状態でした。

Lʼatelier Ça Relie à Paris

画像は現在も残っている。

Petit mémo1：サザビーズ（Sothebyʼs）
は、現在も様々な美術品を扱う世界最古の国際オークション会社だ。1744年にロンドン

のサミュエル・ベーカーが書籍商として個人の蔵書457冊を競売したことに始まる。

A：アージーフランスのレッスンを受けられてどうでしたか？

Petit mémo2：カメラ・オブスクラ
（camerae obscurae）
はラテン語で
「暗い部屋」
の意。写真の原理による投影像を得る装置の

M：今までわからなかったことが、頭の中できちんと整理できました。そし
て、
レッスン中に自分から話す機会がとても多かったのもよかったです。
言葉は実際に口に出すことが大事だと改めて感じました。

こと。 原理はピンホールカメラと同じ。
「カメラ」
という言葉はこのカメラ・オブスクラに由来する。発明された当初は像を固定する
技術が無かったため、大きなサイズの箱（真っ暗な部屋）
に人が入り、光のピンホール現象で壁に映し出された像を画家がトレー

スするという方法で使用された。
これは完全な遠近法による絵を描くための道具とされ普及した。

A：今後の目標などはありますか？
M：残り１年３ヶ月の任期が終わったら、少しお金を貯めて留学をしてみた
いと思っています。医療部門（看護師）
のボランティアの仕事は、西アフリ
カなどフランス語圏からの要請が比較的多いのにも関わらず、言葉の問
題から人材が不足しているんです。
そして、今後のためにDELF B1また
はB2も受験しようと思っています。

■フランスで写真教室に通ってみよう！

【LesPHOTOGRAPHES.org】

パリ、
リヨン、
ボルドー等で写真のレッスンが受けられる写真教
室。
カメラ初心者向けのコースもあり、趣味で楽しむ方でも参

加できる。中級者や上級者向けのコースでは、
自分のレベルに

A： アージーフランスでDELF対策レッスンを受講して、合格されている方も
たくさんいますので、受験される際は是非ご相談ください。

合ったクラスを選びブラッシュアップをすることができる。）英
語もしくはフランス語で受講可能。1日〜。

（フランス国外ではロンドン、ブリュッセル、ジュネーブ、ヘルシ
ンキ、
ニューヨーク等でも受講可）

イベント記録・自社ホームページ・講演会

Cours dʼinitiation à la photographie pour débutants
授業期間
授業料

：4日間（3時間半 4日）
：275ユーロ

＊上記のコースの他、
カメラの構造を学ぶコース、動く被写体
の撮り方を学ぶコース、
（題材を選べる）
プライベートコース等

©

80を超えるコースがあるので、
自分の希望に合ったコースを見

Lʼatelier Ça Relie à Paris

つけることができるだろう。

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
-8-

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。

TEL: 03-5925-8861
FAX: 03-3354-6511

出張カメラマン ジップ

インタビュー・取材写真・食品メニュー

■あらゆる撮影ジャンルにおける豊富な実績。

商品撮影・店舗案内・建物内外観

■1 件 1 件コーディネーターが丁寧に対応致します。

舞台・演奏会・ブライダル・カーレース

■法人・個人問わず、リーズナブルな価格で撮影致します。

七五三・成人式・誕生日 etc

■素早い納品体制。ダウンロード納品対応。

URL : http://www.p-jip.co.jp
E-mail: jip-order@p-jip.co.jp
-13-

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

パリの歴史あるアトリエで腕を磨く版画家

今回はAJ-Franceのビザサポートサービスを利用し、
パリの版画工房に通う内田祥平さんをご紹介します。

Chateau Thierryの南西、
パリとランスのちょうど中間あたりにあるSaulchelyのシャンパーニュ生産者Laurentさん。
2007年に、5世代に渡りシャンパーニュを作り続けてきた実家を継ぎ、Champagne PIERRE Laurentのマークを立ち
上げた。以来精力的に自身のシャンパーニュのプロモーションに取り組んでいる。
少し前までは、
日本に輸入され私たちのもとに届くのは、有名メゾンのシャンパーニュが主流だったが、最近では小規模
生産者のシャンパーニュも注目されはじめている。
そんな流れの中、現在はまだ日本に輸入されてい
ないものの、Champagne PIERRE Laurentも今後注目したい生産者の一人だ。
特に特徴的なのはブドウの栽培方法。有機的な方法でのブドウの栽培に取り組んでいる。
畑を耕すのにはトラクターではなく馬。
そうすることで、土が健康な状態を保てる。
そし
てブドウ畑の脇に植えられているバラ。
ブドウよりも繊細なため、
バラの状態を観察
することによってブドウへの病害などを未然に
防ぐことができるのだという。
Laurentさんのもう一つの試み「Cuvée
de la Reine Marie-Antoinette」
と
「Cuvée du Rois Louis XIV」も非常に興味
深い。昨年12月からは、
なんとヴェルサイユ
宮殿での販売も開始した。
宮殿での販売も開始した ほんのり甘くて
優しい味のMarie-Antoinette、
そしてキリッ
とした味のLouis XIV。昨年2月のAJ-Franceで
のシャンパーニュ説明会でも紹介いただいた「Cuvée de la Reine Marie-Antoinette」
は女性に圧倒
的な人気だった。
古くからの伝統を守りつつ、新しいことにもどんどん
チャレンジするLaurentさん。
日本での販売にもとて
も意欲的で、現在、
日本へ輸出するための業者を探して
いるそうだ。彼のシャンパーニュが日本でも手に入るよう
になる日が待ち遠しい。

●渡仏直後●
パリに来た当初は全くフランス語が分らず(今でも分りませんが)、
食べ物を手にいれる事さえも苦労しました。パリで初めて入った
店は世界的に有名なハンバーガーショップでした。
ここなら世界
共通だろうという希望的な考えからでしたが、
「ダブルバーガーセ
ット」
や「コーラ」
という言葉さえ通じず、閉口しました。海外も初
めてでしたし、飛行機に一人で乗るのも初めて。
ビザ申請に関して
は、全く無知だったので、AJ-Franceさんの手助けがなければ不
可能でした。パリに到着してからは、
スーパーでの買い物、
メトロ
でのチケット購入、
コインランドリー、全てのシステムが日本と異
なるので、他人の動作を観察することで学習しました。生きる為に
必要なことはすぐに覚えられるものです。最初は少し語学学校に
も通いました。
しかし、第一目的の版画と語学学習の両立は、私に
は困難でした。
当時34歳で、
じっくり段階を積んでいる時間はあり
ません。来仏目的は一版多色式の銅版画を会得し、
自在に制作出
来るようになることです。何を優先するかを考え、語学は諦め、出
来る範囲に留めることにしました。版画に関しての基礎は、
どの国
でも共通なので、言葉が理解できなくてもそれほど問題はありま
せん。最善だったかどうかは分りませんが、
自分の制作と、
アトリ
エでの技術習得に集中することができました。

Champagne PIERRE Laurent www.champagnepierrelaurent.fr

フランス滞在費用 - 内田さんのケース (2015年現在）
700ユーロ/月
家賃
210ユーロ/月
アトリエ代
約30ユーロ/月
電気代
３０ユーロ/月
インターネット接続料金
５０ユーロ/4ヶ月
プリペイド携帯電話料金
７０ユーロ/月
NAVIGO（公共交通機関の定期）
-14-
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●充実の１年目、苦悩の２年目、
そして３年目は●
私は、
アトリエで3年目を迎えています。振り返ると、
まず1年目は
慣れる事、新しい方法や考え方を吸収する事で頭が一杯でした。
全ての事が目新しく、興味深く、展示の機会にも恵まれた充実し
た一年でした。
それに対し、2年目は悩みの年でした。
ある程度技
法を吸収したがゆえに、技法に振り回され、
自分の作りたいもの
が何なのか、制作にとって一番大事なことを見失いつつありまし
た。
自分が作っている作品にも違和感があり、常にあがいていま
した。
アトリエの館長は、私の制作する姿を見て、
「UCHIDAはい
つも何か探している」
と言っていました。消耗していく時間とお金
にも焦りを感じ、気持ちも憂鬱で、
パリの街も退屈でつまらなく見
えていました。風邪をひいて寝込んだり、
ぎっくり腰で動けなくな
ったりと、体調も崩した年です。そして3年目は整理の年です。日
本で学習した事、
こちらで学習した事、変わった事と変えるべきで
ない事、
自分の考え方や表現したい事。
それらを一度整理する作
業が必要でした。夏と秋には展示も控えているので、
その準備も
兼ねて制作に取り組んでいます。館長が「UCHIDAは何かを見つ
けたようだ」
と誰かに言っていたのを覚えています。
歴史のあるアトリエで、尊敬できるプロフェッショナルたちと同じ
場所で制作し、同じ時間を過ごせたことは、本当に良い経験でし
た。来て良かったと思います。

Les personnalités liées à Bordeaux

●Eugène Delacroix

ロマン派の父とも言われている19世紀のフランスの画家。ルーブル美術館に展示されている

その代表作「La Liberté guidant le peuple（民衆を導く自由の女神）」は一度は目にしたこ

Le-Journal 編集スタッフの
ちょっとひと息

pause café

とがあるのではないだろうか。パリ近郊で生まれたが、外交

官の父の仕事の都合で幼少期の一部をボルドーで過ごし

た。7歳の時、父の死を機に家族とともにパリへ引っ越した
が、後に市長に宛てた手紙の中で、ボルドーを生まれ故郷

のように思っていると述べたと言われる。

父Charles-François Delacroixは、ボルドーのシャルト

Nice

Tours

とてもスタイリッシュでシンプルなデザ
インのトゥールのトラム。進行方向には
白のランプ、後方には赤のランプがつい
ています。
ひと目で進行方向が分かるた
め、慣れない観光客には特に分かりやす
いですね。

●Charles-Louis de Montesquieu

社会学の父と言われる18世紀のフランスの哲学者。1689年にボルドー近郊のChâteau

de La Brèdeで生まれた。ボルドー大学で法学を学び、その後パリへ出たが、父の死を機

に帰郷する。著書「De lʼesprit des lois（ 法の精神）」の中で、近代民主政治の基本原理で

ある三権分立を説いた。

Endroits de charme autour de Bordeaux
溢れている。
ここでは、ボルドーから日帰り可能で、公共交通機関でもアクセス可能な

フランスのトラム

フランスの多くの都市で市民や観光客の足となっている
Tramway（トラム）。
それぞれの街に個性があるように、
トラ
ムにもちょっとした個性が見られます。

ニースのトラムの各停留所は、思わず見入ってしまうデザイン。普通なら一般的な書体で
書かれている停留所の名前が、
ニース出身のアーティストBen Vautierの作品になって
います。停留所名に加え、彼の作品も飾られてい
るので、各停留所を巡ってみても楽しそうですね。

ルーズ墓地に眠っている。

ボルドーの街もとても魅力的だが、その周辺には、さらに見逃せない場所がたくさん

Tramways en France

ラム
プチコ

Bordeaux

とにかく景観にこだわっているボルドーの中
心地。中でもその徹底ぶりがはっきり分かる
のが、Place de la Bourceの停留所。本当に
何も設置されていないところにトラムは停車
します。停留所名すら表示されていません。
知らないと、
どこで待っていたらいいのか少
し戸惑いそうですね。

Saint-Emilion, la petite cité médiévale pleine de charme!

大西洋沿岸のアルカション湾の中心都市。白い砂浜が美しいリゾート

Située dans le sud-ouest de la France, la région Aquitaine est la troisième plus grande région de l’Hexagone. Sa très grande variété de paysages en fait une destination touristique
idéale : entre montagnes, mers et forêts, sans oublier ses nombreux petits
villages médiévaux, vos yeux ne cesseront d’être fascinés. Riche de son
histoire et de sa gastronomie, l’Aquitaine a beaucoup à vous offrir !
On peut citer par exemple le village de Saint-Emilion, l’un des plus
connus de la région. Situé à 35 km de la ville de Bordeaux, c’est une
petite cité médiévale cerclée de terrains viticoles et qui abrite de nombreux monuments et vestiges uniques. Ses paysages, monuments et vignes lui ont d’ailleurs permis d’être enregistrée au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1999.
Saint-Emilion n’est pas seulement réputée pour ses 2000 ans d’histoire.
La petite cité médiévale est également connue pour son vin de très grande
qualité. Il est d’ailleurs possible de visiter des caves et de participer à des
dégustations.
(Héloïse HUET)

言えばアルカション、
アルカションと言えば牡蠣を思い浮かべる人も少

Un jour comme les autres à Paris

場所を一部ご紹介しよう。

●Saint-Émilion - サンテミリオン

ボルドーから50km弱に位置するユネスコ世界遺産の村。AOCワインでよく知られる

が、綺麗に残された中世の街並みも見どころだ。小さな村だが、旧市街を散策したり、

シャトーを巡ったりと、することは尽きない。旧市街は急な坂が多いので、歩きやすい
靴が必須。世界的にも珍しい一枚岩でできたモノリス教会も見逃せない。

アクセス : ボルドーからTERでSt-Emilion駅下車・徒歩、Libourne駅からタクシーで
約１５分、
またはボルドーから車で約45分

サンテミリオン観光局 : www.saint-emilion-tourisme.com/

S a i n t - É m i l i o nについては、

15ページのPetit columnでも紹介しています。
（フランス語記事）

●Arcachon - アルカション

地。
この一帯のアルカション湾で生産されている牡蠣は有名で、牡蠣と
なくない。人口1万人強の街だが、夏にはヴァカンスに訪れるフランス人
が多く、人口が10倍ほどにもなるのだとか。

アクセス : ボルドーから電車で約50分、
または車で約1時間
アルカション観光局 : http://www.arcachon.com/

●Dune du Pilat - ピラ砂丘

アルカションから約10kmのヨーロッパ最大の砂丘。その大きさは南北
に約2.7km、東西に約500m、標高100m以上。観光シーズンには頂上

まで登る階段も設置されるが、砂の山を登ることも可能。頂上からはア
ルカション湾を一望でき、特に日没時に大西洋に沈む夕陽は絶景。ただ

し、かなりの高さなので高所恐怖症の人や運動不足の人は要注意。

アクセス : アルカション駅からバスで約30分、
またはアルカション中心
部から車で約15分

ピラ砂丘観光局 : http://www.ladunedupilat.com/
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11月13日22時頃に知人から一本の電話が入った。
「道路が封鎖されていて帰宅できない」
。
自宅にいた僕はすぐにネットを検索。
するとパリ
市内で銃撃、
爆発が多発しているとのこと。
現場近くで友人がライブをしている事を思い出し連絡をとる。
無事を確認。
すぐにライブを中止し
帰宅するという。
何が起きているのかを把握する為にツイッターやフェイスブックのタイムラインを追った。
連絡がとれない家族や友人を心
配する書き込み、
ニュース速報のリツイート、
シェアが次々と現れた。
襲撃のあったコンサート会場の窓から命からがら逃げ出したという友達

の友達もいた。
現場付近は僕も頻繁にライブを行っている場所。
幸い僕はその日はライブは無かったが、
身の毛がよだった。
あれから一ヶ月

が過ぎ
（この文章を書いてる時点）
一見するとパリの街は落ち着きを取り戻した

ように見える。
襲撃のあったカフェのテラスでも人々はいつもと変わらぬ様子で
珈琲を飲んでいる。
」

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/
djmotojapan@gmail.com
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Miroir dʼeau - ミロワール・ドー（水鏡）

フランス生活のプチカルネ N°12

Place de la Bourseの正面にある世界最大級の水鏡。噴水建築家

【ボーディングスクール留学 】「ボーディングスクール
（全寮制の寄宿学校）」
をご存知ですか？
ボ ー ディング スクールとは 、家 族と離 れ 寮 生 活 の 中 で 学 業

に励み、規 則 、礼 儀 、コミュニケーション能力を養 成する学 校

Jean Max Llorca、建築家Pierre Gangnet、都市計画家Michel

【École des Roches】

Corajoudにより設計され、2006年に設置された。
それから１０年ほど

1899年に設立され、2014年にGEMSインターナショナルグ

です。学 校 は 小 学 校 から高 校 まで。自 立 心 を 育 て、インター

ループに加盟しました。GEMSインターナショナルグループは

しか経たないが、ボルドーの主要な名所のひとつ。観光客だけでなく、

今 回 はフランスのノルマンディ地 方 の 小 さな 町 Ve r n e u i l -

野で世界的にもリーダー的な存在となっています。
こちらの学校

物が水面に映る景色はとても美しく、
ボルドー随一の撮影スポット。

ナショナルな環 境でお子 様を育てられたい方にお勧めです。
s u r - A v r e（ パ リ か ら 電 車 で 約 1 時 間 ）に あ る ボ ー ディン

グ スクー ル É c o l e d e s R o c h e s につ いてご 紹 介します。

地元の人々の憩いの場にもなっている。旧証券取引所など歴史的な建

UNESCO（国際連合教育科学文化機関）
と提携しており、教育分

は小学校、
中学校、高校がありフランスの伝統的な教育をしていま

す。
それに加えテニス、
ゴルフ、
ピアノ、
アート、
ヨガ、乗馬等の様々な

Grand Théâtre - ボルドー国立歌劇場

を受講することができます。年間400名以上のフランス人と外国

なったことで知られている。後にパレロワイヤルの設計もした建築家

アクティビティを行っています。外国人の場合、
フランス語の授業

18世紀に建てられ、パリのオペラ座（Opéra Garnier）のモデルにも

人の受け入れをしており、多くの政治家、経済学者、文化人等を世

Victor Louisにより設計された。Opéra National de Bordeauxの

界中に輩出しています。高校卒業時にはフランスのバカロレアを

本拠地になっている。2013年にボルドー・オーディトリアムがオープン

希望するかインターナショナルのバカロレアを希望するかを選択

出来ます。

するまでは、ボルドー・アキテーヌ国立管弦楽団の本拠地でもあった。

＊2〜17週間の短期のサマープログラムもあり。

可能。
（有料。公演日程により変更の場合もあり。）

毎週水曜日•土曜日の午後２時30分、
４時、
５時３０分に、内部見学も

料金：約38500ユーロ〜／年（授業料+寮の家賃+3食付き）

Bar à vin - バー・ア・ヴァン（ワインバー）

＊入寮は12歳頃〜（寮生が9割）

© École des Roches

詳細はAJ-Franceまでお問い合わせ下さい。

+ Recettes

ボルドーワイン委員会(CIVB）直営のワインバー。ボルドーの様々な生
産者のワインがグラス１杯2ユーロ〜という手頃な値段で楽しめる。

à la Carte +

Tourte bordelaise aux cèpes
豊かな香りが特徴のヨーロッパの最高級キノコ、
セップ茸
（ポルチー二）をたっぷり使ったパイ。日本では手に入り
づらい食材ですが、ぜひ一度試して頂きたいレシピです。

Oﬃce de tourismeの向かいと立地も便利。ボルドーに来たからには
まずはワインという人には欠かせない場所のひとつ。

Que manger en Aquitaine ?

ワインの都ボルドーを中心とするアキテーヌ地方。美味しいワインがある
ところに、美味しい料理がないはずはない。
その一部を紹介しよう。

●Entrecôte à la bordelaise ボルドー風リブロースステーキ

Ingrédients pour 6 personnes :

エシャロットと赤ワインのソースのリブロースステーキ。剪定で切り落と
されたブドウの枝を薪にして焼くのが本来の料理法。ボルドーの多くの
レストランで食べることができる。

◆ 250 grammes de pâte feuilletée
◆ 1 kg de cèpes en conserve ou de cèpes frais
◆ 10 cl d’huile
◆ 30 grammes de beurre
◆ 15 cl de crème fraîche
◆ 1 bouquet de persil
◆ 1 jaune d’oeuf
◆ 6HOÀQSRLYUHQRLUHQJUDLQVDXPRXOLQ

●Huîtres du Bassin dʼArcachon アルカション湾の牡蠣

ボルドーから約60km、大西洋岸のアルカション湾産の牡蠣。
アルカショ
ン湾はヨーロッパ最大の牡蠣の産地で、
フランス産の牡蠣の大半がこの
一帯で養殖されている。日本のように加熱して食べることはほとんどな
く、生でレモン汁やエシャロットビネガーを添えて食べる。

Préparation :
1. Egoutter les cèpes, les rincer délicatement à l’eau froide puis bien les éponger. Couper les têtes
en morceaux réguliers et émincer les pieds.
2. Faire chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile et 25 grammes de beurre dans une poêle et ajouter
les cèpes. Les faire rissoler sur feu assez vif entre 6 à 7 minutes. Saler et bien poivrer pendant
la cuisson.
3. Egoutter les cèpes, vider la matière grasse et les remettre dans la poêle.
4. Ajouter la crème fraîche et le persil finement haché. Mélanger et faire encore cuire sur feu
modéré 10 minutes en remuant sans arrêt jusqu’à ce que la crème épaississe.
5. Verser ensuite cette préparation dans une tourtière en porcelaine à feu ou en Pyrex.
6. Abaisser la pâte feuilletée sur 5 mm d’épaisseur en formant un disque d’un diamètre supérieur
à la tourtière et la poser sur les cèpes en soudant les bords sur le pourtour de la tourtière. Former avec un couteau des stries sur le dessus et le badigeonner avec le jaune d’oeuf.
7. Faire cuire dans un four préchauffé à 210°C pendant 40 minutes environ en plaçant la tourtière
à mi-hauteur. Servir tout de suite à la sortie du four.
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●Canelé de Bordeaux ‒ カヌレ

ワインの製造過程のcollage（清澄）で大量の卵白が使われ、残った卵
黄を活用するために考えられたお菓子。使われる型に溝があることから
cannelé(「溝のある」
という意味)という名がつけられたと言われている
が、1985年以降、その «cannelé» という言葉と区別するために、«n»
を１つなくしたcaneléと言う表記が一般的になった。

●Bouchons de Bordeaux ‒ ブションドボルドー

ワインのコルク栓の形をしたお菓子。
パートダマンドと Fine de Bordeaux（ボルドーの蒸留酒）に漬けたレーズンを、チュイールのような薄
い生地で包んだもの。店によりフィリングが様々なので、いろいろ試して
みるのもお勧め。

●Macarons de Saint-Emilion ‒ マカロンドサンテミリオン

ボルドーの近く、
ワインでも有名なSaint-Emilionのマカロン。1620年
頃から修道女が作り始め、現在まで受け継がれている。紙の上に生地を
絞り出して焼き、
ひとつづつ剥がして食べる。ほのかに杏仁のような香り
がする、
どこか懐かしく素朴な味。
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Bordeaux ボルドー
Capitale mondiale du vin, Bordeaux est située
dans le sud-ouest de la France, à proximité de la
côte atlantique.
*UDFHjVHVVROVjVHVÁHXYHVHWjVRQFOLPDWID
vorable pour la vigne, la viticulture de Bordeaux
commença dès le premier siècle avant JC. Durant
les 300 ans d’occupation par l’Angleterre, la production de vin s’est ensuite remarquablement développée. Les Anglais, grands amateurs de vin, ne
pouvant pourtant pas cultiver sur leur territoire à
cause du climat inadapté à la vigne, ont donc «importé» chez eux le vin de Bordeaux. Depuis, les
vins de Bordeaux ont conquis le monde entier et
OHVDYRLUIDLUHGHVHVYLJQHURQVHVWmondialement
reconnu.

パリからTGVで約3時間、世界的なワインの産地として知られる
ボルドー。
ワインを作るのに適した土地と気候、輸送に便利な大
きな川があるという地理的条件のおかげで、
ワインの生産が盛
んになった。約300年もの間イギリスの支配下にあったことも、
ボルドーのワイン産業を発展させた。気候的にブドウの栽培が
難しいイギリスは、
ボルドーのワインを大量に本国へ輸送したの
だ。
こうして様々な要素が重なり、ボルドーは「ワインの都」
と呼
ばれるまでになった。
しかし、
ボルドーを語るのにはワインだけでは足りない。
その長
い歴史と美しい中世の街並みもボルドーの最大の魅力のひとつ
だ。文豪ヴィクトルユゴーは、
「ヴェルサイユにアントワープを合
わせるとボルドーになる」
と称えた。近年では、2007年のガロン
ヌ川沿いの歴史地区 「月の港」 のユネスコの世界遺産登録、
そ
して2015年にはヨーロピアン・ベスト・デスティネーションに選
ばれるなど、観光の目的地としても世界的に注目されている。
これだけ聞くと、常に華々しい歴史を歩み続けてきたように思え
るが、実はそうでもない。現市長Alain Juppéにより、それまで
の曖昧な都市計画が見直されるまでは、
この街には暗いイメー
ジも漂っていた。新しい都市計画の下、歴史的な建造物は残しつ
つ、街は綺麗に整備された。一連の事業の甲斐あり、
ボルドーは
歴史的かつ活動的な街として再び目覚めたのだ。
2016年夏にはLa Cité du Vinがオープン、2017年にはTGV南
ヨーロッパ大西洋線の開通によりパリからの所要時間が約2時
間に短縮されるなど、
これからますます注目の街だ。
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かつてはパリで着付師として活動、現在は京都を拠点にフランス向けのき
ものレンタル＆発送サービスを手がけるきものatelier Akaneの岡西あさ
こさんからのメッセージをお届けします。

着付師になるきっかけはパリ。

Mais Bordeaux, ce n’est pas seulement le vin ;
c’est aussi une ville d’histoire, de culture et de
tourisme. « Prenez Versailles et mêlez-y Anvers,
vous avez Bordeaux. » dit Victor Hugo. Nommée Burdigala au temps des romains, la ville a
vu naître au cours de ses 2000 ans d’histoire des
personnalités importantes, tel Michel de Montaigne, écrivain, philosophe, moraliste et homme
SROLWLTXHIUDQoDLVTXL\HVWQpHQ3OXVWDUG
sous Louis XIV, les mesures prises par Colbert
pour développer le commerce contribuèrent à la
prospérité de Bordeaux. De nos jours c’est aussi
une ville surprenante et idéale pour les touristes
TXLSRXUURQWDGPLUHUOHPLURLUG·HDXSURÀWHUGHV
promenades le long du Port de la Lune, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007, ou
HQEDWHDXDXÀOGHOD*DURQQH
Aujourd’hui, sous les projets d’urbanisme du
PDLUH $ODLQ -XSSp %RUGHDX[ VH WUDQVIRUPH HQ
une ville où l’histoire côtoie la modernité. NomPpH©(XURSHDQ%HVW'HVWLQDWLRQªHQHOOH
YHUUDV·RXYULUHQOD&LWpGX9LQHWOHODQ
cement de la ligne TGV Sud Europe Atlantique
nous permettra d’y accéder depuis Paris en seulement deux heures !
%RUGHDX[ VHUD DORUV IDFLOHPHQW j YRWUH SRUWH HW
vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas la visiter.

私が着付師になろうと思ったきっかけは、10年前。
当時住んで
いたロンドンから、
パリへ旅行した時でした。書店に貼られたア
ノンスに
「きもの貸します」
の一文を見つけ、
「これは、私にも出
来るかもしれない！」
と。
フェットなどに浴衣で行くととても好
評で、
「フランス人にきものは受けるのだなぁ」
と思いました。
そ
れに想像してみると、
きもの姿でパリを歩く様子はとても素敵
でした。
「パリにきもの姿を増やしてみたい」
という想いが膨らみ、一
度日本へ帰国。2年間着付を学んだ後、再渡仏し出張着付師と
して働きました。暗中模索で
「きもの・パリ」
というキーワードだ
けで渡仏した私でしたが、現地のフリーペーパーで見つけた語
学学校で、
日本人や同じくらいフランス語が片言の欧米人に出
会い、友達の輪が広がりました。
そこで知り合った友人は手に
職があったり、自分を表現する事を仕事にしている人が多く、
大変刺激を受けました。普段の暮らしで誰かのお家でのフェッ
トに招待してもらうと、沢山のステキな人々に出会えました。
フ
ェットでの時間、人とのつながりは、
日本に戻った今も私に強く
影響を残しています。
日本で、友人・さらにその友人を家に呼ん
でパーティをすることは少ないかもしれませんが、
フランスで
は日常的に人を自宅に招待します。
ある人は、
日本は外食が安
価で外で集まっての交友が多く、
フランスは外食が高価なので
家で集まるのだと言います。
しかし私は、元々の人との寄り添い
方がフランス人と日本人では、違うのだと思います。家というプ
ライベート空間で、料理を作って友人を呼び、
ゆったりお喋りし
て一緒に過ごすのがフランス人の交友方法なんじゃないでしょ
うか。
そんなゆるく集まる感覚が大好きになり、招待されたフェ
ットで徐々にお付き合いの輪を広げていくのと同時に、
きもの
の質問や着付の依頼を受ける様になりました。

という美しい職業ですが、残念ながら日本では完全に技術者・
使用者扱いです。パリでのブライダルの仕事は、お手伝いする
私共にもシャンパンが振る舞われ、幸せな式の一員として認め
られている、仲間に加わっている感じがします。
この様に大変華
々しいお仕事をしましたが、
やはり着物は日本の文化。一方で、
パリの着付師のレベルは技術、サービス、ホスピタリティの面
で、
まるで浦島太郎の様、井の中の蛙の様だと感じました。
日本から来る日本人からの依頼で、多少はパリにきもの姿を増
やせたと思います。
しかし、
「もっと現地在住の日本人にきもの
で外出してほしい」
という想いが完全に満たされる事はありま
せんでした。

そして、現在。

日本に帰国後、京都の大手きものレンタルショップに就職、店
頭主任を４年間しました。
そして昨年独立。現在は日本・京都発
ではありますが、
フランス向けにきもの始めの方々のお手伝い
や、旅先、特にパリでのきもの着用を手軽にすべく、現地の着付
師・ヘアメイク手配やシーンに合わせたきものコーディネート
相談、足りない小物レンタル・発送のサービスをしております。
京都では、
きものでおでかけ企画、着付、
コーディネートアドバ
イスなどをしております。
きもので日仏交流の企画もしていま
すので、
フランス語を学んでいる方々にもぜひご参加頂けると
嬉しいです。

Asako OKANISHI 着付師・着物スタイリスト

パリでの仕事。

パリで受けた仕事は、
日本の企業のパリでのvernissageや、
日
仏カップルの結婚式の花嫁着付、親族の着付、
日本食レストラ
ンでの着付デモンストレーションなどが主でした。
パリで着付
の仕事をしつつ驚いた点は、
ブライダルで呼ばれた仕事で普通
にシャンパンが振る舞われる事です。人を華やかにしてあげる

おとな女性の
「きものはじめ」
のお手伝い

きものatelierあかね ‒ Kimono atelier Akané
着付師・着物スタイリスト 岡西 あさこ
TPOに合わせたきもののコンサル・コーディネート、
日本国内外旅先でのきもの散歩のお手伝い、
着付、
きもの小物のレンタルを承ります。
普段の生活で、旅先で、海外で、
きものを着て過ごしてみませんか。
Tel: 050-3574-1204
Mail: france-kimono@outlook.com
http://www.akane-kyoto.com Facebook:「きものatelierあかね」
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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

Bordeaux

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♪

LʼŒnologie est un jeu

Le Guide Hachette des vins 2016

販売価格： 734円(内税)

ワインやシャンパンなど「醸造学」に
関するクイズ。«Le beaujolais nouveau est le vin le plus précoce
sur le marché. Vrai ou faux ?» と
いった意表を突く問題やクロスワー
ドなど楽しみながら、ワインの知識を
増やしてみましょう。タイトル中にあ
る «Œnologie»はé-nologieと発音し
ます。
ラテン語のワイン « oinos» と科
学 «logos»が語源だそうです。

販売価格 ： 5,497円(内税)

ブラインドテイスティングで40000も
のワインから選ばれた10000本を新た
に加筆した２０１６年最新版。生産者の
紹介、試飲の感想、生産者の住所やメ
ールアドレスなど詳細に表示されてい
ます。ラベルの読み方や味を表現する
語彙などきめ細かな情報が掲載されて
いて、
すべてのワイン愛好家におすすめ
の一冊です。

Qu’est ce que c’est ?	

   これなんですか？
『Le hachoir berceuse』メッザルーナ

日本では見かけない物ですが、
ヨーロッパでは古くから使われており、使い慣れればとても便利な道具。
さてその用途は？

Le hachoir berceuse est un ustensile de cuisine utilisé pour hacher
ﬁnement les ingrédients de certaines recettes comme les herbes, les
condiments ou les fruits secs. Il est constitué dʼune ou deux lames
tranchantes en forme dʼarc de cercle et traditionnellement muni de
deux manches qui permettent de le manipuler à deux mains. Il est parfait pour concasser quelques noix ou hacher des herbes fraîches en
quelques gestes. Il est aussi plus facile à utiliser et plus sécurisé quʼun
couteau: sur une planche en bois, on le tient à deux mains et on exerce
un mouvement de balancier de droite à gauche. Cʼest ce geste qui a
donné son nom de berceuse à ce hachoir.
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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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BORDEAUX
ボルドー

(cc)Tracy Hansen

Jean-J
acque
sの
ちょっと
まめ知
識

ボンジュール、
フランス。
フランス南西部、
ワインの都として知られる街ボルドー。
その歴史は古く、
なんと紀元前300年頃にまでさかのぼる。
ワインの女
王とも呼ばれるエレガントで優美なボルドーワインを味わいながら、
その深く長い歴史に思いを馳せてみよう。

Ville d’arts et d’histoire, Bordeaux est connue sous le nom de la «perle d’aquitaine ». Au coeur de la ville, on
peut découvrir de nombreux monuments à l‘architecture de l’époque gallo-romaine. Traversée par la Garonne,
la ville abrite également un des plus grands ports du pays. Le vin de Bordeaux a bien sûr une renommée mondiale. Dans certains pays, Bordeaux dispose d’ailleurs de l’étiquette «capitale mondiale du vin».
-3-

« Le succès de la plupart des choses dépend
de savoir combien il faut de temps pour réussir. »

LE JOURNAL

Un Pastis oﬀert a tous les Francophones !

成功はたいてい、成功するまでにどれほどの時間が必要か知っているか否かにかかっている。
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「パリの歴史あるアトリエで腕を磨く版画家」
留学案内「おけいこ留学写真レッスン」
AJ-Franceスタッフの１日写真レッスン体験記

フランス語教室案内「アトリエ・フランス語で京都を案内してみよう」
「DELF/DALF 分野別対策レッスン」
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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」
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Interview dʼun élève 私とフランス語「KATSUDA Motoko」 フリーペーパー「Le Journal」はプライベート
Rencontre「Laurent PIERRE x Jean-Jacques」
ちょっと一息 pause café「フランスのトラム」
プチコラム「魅力たっぷりの中世の村

Saint-Emilion」

Un jour comme les autres à Paris
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フランス生活のプチカルネ「ボーディングスクール」

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

Recette「ボルドー風セップ茸のパイ」
Jʼaime la France「OKANISHI Asako」
おすすめ！フランス語学習ツール
ジャンジャックのQuʼest-ce que cʼest ?

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！

お申し込みは

ecole@aj-france.com
AJ-Franceまで

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

ie

...

フランスの紙のお香
パピエダルメニ専門インターネットショップ
卸のご依頼も賜ります。

http://france-inet.com/
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【京都府】
●京都市
＜北区＞

kolme kyoto
Café kosci
A table

CAVA ★

チャコット 京都店

ロイヤルボディコンシャス ★

ラジオカフェ株式会社

ネイルサロン北山アリューム ★

Café independant

S-Beaut ★

京都芸術センター

タージマハルエベレスト北山店 ★

フレンチキュイジーヌ ティアレ

ネイルサロン ルアン ★

シナモ

Lʼourson qui boiit ★

LʼAMi DU PAiN 北山店 ★
Café Eins(アインス) ★

有限会社クラフトボックス
和雑貨 鈴木松風堂

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

ピッツェリアバールシンパティア ★

さらさ3

Hair studio A.R.S

椿姫（町家サロン）

amelie

料理教室 アンパルフェ

CIRCUS COFFEE

chocolat

ラ・ドログリー京都北山店 ★

さらさ花遊小路

Happy Graphic Gallery

Taiwa 京都調理師学校

APA KABAR?

新風館

Charme kitayama

石川工業
-手作りお菓子 道具・食材の店

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
Nadi

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

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
eﬁsh

petit japonais

brasserie Cafe Onze
京都シネマ

プチロール

PYLONES 烏丸

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
beau bel belle
京都文具屋

Grenier dʼor

【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＞

＜住吉区＞

nao炬乃座

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
cofuqʼue

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

お茶と雑貨の店 ハaハaハa（ハハハ）
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

●木津川市

●吹田市

●京丹波町

【兵庫県】

ヨシキデンタルクリニック
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

bouchon

ケリノスギャラリーカフェ
リンカネ ★

mechant Loup

コッコロカフェ

Chez Luc

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

カフェトラベラーズハイ

ヒネナハウタヒチアンダンススクール (有)丹後ジャージー牧場ミルク
川勝小児科内科医院
工房 そら

＜中京区＞

●大津市

Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)

（フランス語学フランス文学研究室） 同志社女子大学
montique
●京丹後市

Les Deux Garçons

【滋賀県】

café eden

●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 LʼOBABON

●明日香村

＜兵庫区＞

●曽爾村

ブラッセリー・ラルドワーズ

曽爾高原ファームガーデン
敬称略・順不同 ★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

神戸アートヴィレッジセンター

＜西区＞

兵庫県立大学

●明石市

【山梨県 甲府市】

●西宮市

【静岡県】

モンテメールバレエ

DOux CAFE

	

   	

   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

●静岡市

Café du SOLEIL

●福知山市

Grenoble

●浜松市

petite clochette プティクロ

【北海道】

Viloet

【愛知県】

●札幌市

●名古屋市
<中区＞

石の蔵はやし

●函館市

学校法人 野又学園 函館自動車学校

salon & D＋design associates

【青森県 弘前市】

SEANT

弘前大学フランス語部会

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】

pâtisserie AZUR

東北大学

PEU・CONNU

＜渋谷区＞

ワールドバリュー・ツアーズ

【東京都 】

Vin nature Mazenta

PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

＜千種区＞

エスモード東京 (ファッションの学校)

覚王山のチーズ屋さん メルクル

LeCordonBleu Japan Tokyo
Café Dubois

kususu

早稲田大学 フランス語フランス文学コース

ﬁka.

＜新宿区＞

名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室

LUGDUNUM Bouchon Lyonnais

Book Gallery トムの庭

欧明社

metsä

Zanny

roomoon

＜千代田区＞

Mirabelle

＜世田谷区＞

Le Plaisir du pain

株式会社studio y

<瑞穂区＞

シェソア フランス菓子教室

名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科

ベロボディア

わいん商アン・ベロ

ボンジュール、
フランス。

<緑区>

＜目黒区＞

●長久手市

インペリアル アーツバレエ目黒

愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻

ブーランジェリー ロラソ

目を覚ました眠れる美女、
ボルドー

●豊田市

＜中央区 ＞

愛知工業大学 基礎教育センター

エポーレ カルチャースクール

●新城市

＜港区＞

アトリエ レ・フェ

21コミュニティ

●小平市

【岐阜県

●吉祥寺

【三重県】

関市】

ワインショップアミ

プチミュゼ
アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校

●府中市

Bordeaux,
la belle endormie qui s’est réveillée

●四日市市

HOLY HOUSE STUDIO&CAFE

●津市

kiki driving school ★

●武蔵野市

青山高原カントリークラブ

【岡山県 岡山市 】

亜細亜大学法学部上田研究室

【神奈川県】

山陽学園大学

●横浜市

岡山大学文学部フランス語教室

【広島県】

トラベルイノベーションジャパン

●福山市

ブラッスリーアムール

●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

バレエ ノイ フューレ

●藤沢市

徳島市 】

原田ゆりえバレエ研究所

Cafe&bar CALLS

【福岡県

夢シネマ株式会社十日町シネマパラダイス

【熊本県 】

【新潟県

新潟市】

プチデジュパン

【富山県

LE JOURNAL

フラワーサロン・SCHOOLSUKUSUKU
ビストロ・シェケン

富山市】

CHOCOLaT Cafe Bistrot

和田朝子舞踊研究所

【福井県

北九州市】

【大分県 日田市】

福井市】

日田リベルテ
（映画館）

レストランジャルダン

【宮崎県

【長野県】

宮崎大学

●松本市

宮崎市】

教育文化学部

【鹿児島県

ビストロ・ブランシェ

鹿児島市】

鹿児島大学法文学部

●北佐久郡

【沖縄県

ブラッスリー シュエット

decco

●東御市

N

那覇市】
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Le Journal 配布先募集中！

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北山駅
4番出口より徒歩5分

◆無料駐車場あり
〒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

33

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

¥0

gratuit!

■特集 Bordeaux！ & おけいこ留学「写真」
■おすすめアトリエ - DELF/DALF分野別対策レッスン
■レシピ・ア・ラ・モード “Tourte bordelaise aux cèpes”

