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くいな橋しばたデンタルクリニック

お店、学校、教室にて
配布・設置 しませんか？
完全無料でお届けします！

mado cafe

京丹後市 (有)丹後ジャージー牧場

ミルク工房 そら

長年フランスで働いた徳澄シェフが学んだParisの料
理。手作りにこだわったシンプルで香り豊かな深い味
わいが人気のフレンチ。料理教室も主催されています。
京都市中京区河原町二条西入ル河二ビル2F
TEL/FAX 075-253-6767

Café de paris
SUBARU

神戸アードヴィレッジセンター
兵庫県立大学

石の蔵はやし

◯新潟県
新潟市

京都市立芸術大学

Tea&Life

ホテルドルフィンリゾート

レストラン パリビス PARIS bis 様

◯北海道

夢シネマ株式会社
十日町シネマパラダイス

◯福岡県
北九州市

京田辺市 同志社女子大学

◯大分県

木津川市 ヨシキデンタルクリニック

日田市

フラワーサロン・SCHOOL
SUKUSUKU co.,ltd.
日田リベルテ
（映画館）

レザムルーズ Les Amoureuses 様

季節感とおいしさに溢れるエレガントな料理と、
シニア
ソムリエールがセレクトしたワインを楽しめるモダンで
小さな隠れ家風の上質 フレンチレストラン。
京都市北区上賀茂松本町38 北山ランドアート2F B号
TEL/FAX 075-722-6433

京丹波町 Dans La Foret

◯東京都
渋谷区

エスモード東京

LeCordonBleu Japan Tokyo

千代田区 欧明社

◯愛知県

名古屋市
長久手市

配布先募集中！
AJJをあなたのオフィス、

西区
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Café Frosch

猫町カフェ
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中央区
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Farafel garden

Be-baba

太地町

PYLONES 烏丸

上京区

Mardi Mardi

◯兵庫県神戸市

プチロール

太陽カフェ

オレンジ カウンティＣafe

京都シネマ

京都市国際交流会館
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◯和歌山県
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辻調グループフランス校事務局

petit japonais

brasserie Cafe Onze

WORLD1 京都北山店

Ena Beauty
ヒーリストサロン・ドゥ・リール

◯滋賀県
大津市

eﬁsh

Belleピアノ教室

LINDEN BAUM

明日香村
曽爾村

aux bacchanales

Café independant

AromaCultureSchool Osaka
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和モダンキッチン Nico Style

生駒市

Café marble

賀茂窯

よしだデンタルクリニック

奈良市

a peu pres

下京区

さらさ西陣

printz

富田林市

◯奈良県

La Voiture

洋食屋パセリ

パン工房RK

阿倍野区

新風館

ROSE MARY

arc sep

うさぎのアトリエ ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 様
花街・先斗町にある、
かわいいうさぎグッズがいっぱ
いのアトリエ。店主の宇佐野ぴょん吉さんをはじめ、
10人程の人気作家さんの作品が並びます。
京都市中京区下樵木町2丁目207番地
TEL/FAX 075-212-0441

プリデリグラフィックラボ

Taiwa 京都調理師学校

OKIDOKI北山店

CHARKHA*チャルカ

AJ-FRANCE

クレープリーアルション
浪速区

サラサPausa麩屋町

CIRCUS COFFEE

細見美術館

中央区

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

Café barbatica

十三シアターセブン

エスモード大阪

和雑貨 鈴木松風堂

Alphabet

ガーデンミュージアム比叡

西区

有限会社クラフトボックス

風呂敷専門店 京都唐草屋

京都造形芸術大学

Guignol

淀川区

京都芸術センター

B-Block

ノートルダム女子大学

graf

ラジオカフェ株式会社

Hair studio A.R.S

Ma cantine

国立国際美術館

Café independant

アンヌ・モネ 京都店 ★

テアトル梅田

kolme kyoto

Mari Gold ★

ピッツェリアパールシンパティア ★

STERAカフェ

スピリットヨガ

カフェ実身美

LʼAMi DU PAiN 北山店 ★

ネイルサロン ルアン ★

salon de the JAMIN

CAFE PULPO

Café kosci

タージマハルエベレスト北山店 ★

中京区

北区

mechant Loup

Les amoureuses ★

Alsace

高槻市

Chez Luc

ロイヤルボディコンシャス ★

CAFE 530

茨木市

bouchon

ネイルサロン北山アリューム ★
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ご協力店舗の紹介
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Mirabelle

愛知県立大学フランス学科

敬称略・順不同
★マーク
Le Club AJ-FRANCE加盟店

お申し込みは

お気軽にお申し込みください！

ecole@aj-france.com
075-703-0115
稲
地（いなち）
まで

カフェ アインス Cafe Eins 様

北山にある美味しいサンドイッチ＆コーヒーのカフェ。
ゆるく優しい雰囲気の中、
マスターのたてるサイホン珈琲
やパスタ・スィーツが楽しめます。学割 サービスも有り！
京都市北区植物園北門通桜井町87美園マンション１F
TEL/ 075-712-3787

Photo par Yuko SENGOKU

■ フランス留学体験記
■ Nouveau!! Atelier du Travail -フランスで働く方へ■ Bretagneの夏 -Le festival interceltique de Lorient ■ プチコラム「Olive et Tom」

今回は、AJ-France留学サポートを利用
されたChieさん。半年のうち3ヶ月間を
モンペリエの語学学校へ、残りの3ヶ月間
をパリでは刺繍の専門学校へと2つの都
市での滞在を実現されました。

Mademoiselle Chie NAKATA
留学先：モンペリエとパリ
期間：半年間（2011年6月〜2011年11月）
費用：約250万円
学校 モンペリエ： Accent Français(語学学校)
パリ： Ecole LESAGE（刺繍の専門学校）
滞在：ホームステイ(2都市とも)
【語学学校 Accent Françaisについて】
モンペリエという南仏の海がすぐ近くにある、小さな街にある学
校。1クラスの人数は最大１０人まで。先生はとても熱心で親しみ
やすく、授業のカリキュラムがバランスよく組んであるように思いま
した。
ディスカッション等、
日本人の習慣にあまりないことで苦手意
識もありましたが、発言しなければ！という状況は語学の上達に欠
かせないことなので良かったです。毎週末日帰りの小旅行があり、
アヴィニョン、
ロックフォールなどに行きました。ガイドの方も一緒
にバスで連れて行ってくれ、
いろいろな国から来た友達にも出会え
たので、
すごく楽しめました。
また、毎週水曜の午後にフランス映画
の上映会があり、観に行っていました。
その他、
ボーリング大会やフ
ランス料理の教室などもあったようです。

上：クラスメイトと。 下：モンペリエ近くの港町、
セート

【ホームステイについて】
マダム一人と犬、私、
もうひとりの学生（日本人以外）
という家族
構成。
マダムはとても明るく楽しい人で週末に車で近くの街に連れ
て行ってくれたり、
イベント、近場のおすすめの街のことなどいろい
ろ教えてくれました。
しかもとってもお料理上手！また、優しいと同
時にフランス語の勉強に関してはすごく厳しく、話しているときに

単語を忘れたり文法を間違えたりしてよく怒られました・・・。
でも
私のつたないフランス語をちゃんと聞いてくれて、間違いを指摘し
てくれるので本当に勉強になりました。
ホームステイは気を使うし
疲れるかな、
と最初は思いましたが、
しっかり勉強をしたいならお
すすめです！！

アシスタントおすすめ学習ツール

こちらは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪
http://www.omeisha.com
AJ-Franceで働く日本人スタッフがこれまで実際に使用し、
「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。
どちらもクラシックな
「本」
タイプのもの。
ひとりでの学習は、
なかなか思うように進みませんが、
こちらは丁寧な
解説がついているのが心強い味方です。電子辞書やタブレットに頼らず、
たまには紙をペラペラしてみませんか♪♪

GRAMMAIRE PROGRESSIVE
DU Français
-niveau débutant : Cahier de 400
Broché: 159 pages
Editeur : Clé international;
Édition : illustrated edition
(8 mars 1999)
Langue : Français

出版社：駿河台出版社
販売価格： 2,940円(税込)

販売価格： 2,835円(税込)

左のテキストは、初心者用
から上級者用まで種類が豊富で解答集も
別売りであるので、
自習用にぴったり☆右の辞典
は、見開き2ページに必ずいくつかイラ
ストが載っていて、
パラパラと見
ているだけでも楽しい。例文も
しっかり載っているので持って
いて損はナシ！の1冊♪

京都の素敵カフェ La voiture

欧明社 -OMEISHA1947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

(ラ ヴァチュール)

Tarte Tatin タルトタタンといえばここ！

コーヒーとカフェに詳しいAJの生徒、Ayaさんおすすめのカフェ、La voitureは平安神宮の西側にあります。
お店の外観、
内装はレトロで落ち着いた雰
囲気。使い込んだテーブルと椅子が歴史を感じさせます。
タルトのりんごはほんのりあたたかくてとろーり、
ボトムはクルミの風味が効
いていてサクサクです。
日によって数は変わりますが、
ほぼ毎日5ホールのTarte

La voiture (ラヴァチュール)

京都府京都市左京区聖護院円頓美町47-5
075-751-0591
神宮丸太町駅より徒歩15分
営業時間： 11:00〜18:00
定休 日： 月曜日

Tarte Tatin -タルトタタン-

19世紀後半、
フランスのロワール＝エ＝シェー
ル県にある
「ホテル・タタン」
を経営していたタタ
ン姉妹の、
ある日の失敗から生まれたお菓子。
リ
ンゴをバターと砂糖で炒めて型に敷き、焼き上
げてからひっくり返す。温かいうちにホイップや
ヨーグルトを添えて食べると美味。

【留学費用ついて】合計留学費用 250万円

上 ： 散歩中に見える景色。ただ歩いているだけで
美術館にいるように楽しめました。
下 ： パリのステイ先は16区に住むマダムのお宅。
-2-

Dictionnaire du Français langue
étrangere NIVEAU1の縮刷復刻版。
見出し語約2815語、関連語・派生語な
ど合わせ約7700語で説明されている、
外国人のための仏仏辞典。各単語にそっ
た愉快なイラストが多数入っている。

Tatin を焼くそう。
開業されたおばあさんからお孫さんへと受け継がれた伝統
の味です。京都で気軽にフランスを感じることができるカフェですよ。

【Ecole LESAGE（刺繍の専門学校）
について】
少人数のクラスで、先生がまわって来て個人個人にとても優しく、
丁寧に技法を教えて下さいました。授業はフランス語ですが、英語
を話せる先生もいて、
英語圏の国から来た学生には英語で説明をし
ていました。宿題がとても多く、授業後や週末も、部屋に籠って刺繍
をする日々。
あっという間でしたが、
とても充実していました。
●学校、
ホームステイ等
モンペリエ授業料＋ホームステイ 約49万円
パリ授業料＋ホームステイ 約123万円
●現地生活費
モンペリエ
（3ヶ月） 約4~5万円／月
パリ
（3ヶ月）
約5~6万円／月
●その他
航空券、
移動費、
保険など 約42万円

ラルースやさしい仏仏辞典 NIVEAU1

-11-

les produits japonais découverent la France
風呂敷 Furoshiki ～
「包む」
こころを世界へ～

今回は、
京都市中京区にある風呂敷専門ブティック
「京都 唐草屋」
さんへお邪魔し、
風呂敷についてお話をお伺いし

ました。
風呂敷はFuroshikiとして世界に注目されつつあります。
室町時代に風呂文化と共に広まった風呂敷は、
包み方

や文様、
色合いで表現されます。
包むものによって合わせる事ができ、
サイズや模様はさまざま。
中でも、
唐草模様はフラ

ンス語ではarabesqueといい、
伸び続ける植物の様子を表し、
繁栄を意味します。
その歴史はとても古く、
ギリシアやエ

ジプト各地からシルクロードで中国を経て日本にたどり着いた、
伝統的な模様です。
この模様が、
日本ではドロボーのイ

メージとして定着したのも、
唐草がおめでたい文様だったからなのです。
お嫁入りの時、
「子孫繁栄」
や
「永遠の幸せ」
を願
い、
唐草模様の大きな風呂敷にお布団を包んで嫁がれ、
たんすの中にしまわれていました。
ドロボーは手ぶらで忍び込

み、
その各家庭の唐草模様の風呂敷を使って持ち出した、
というエピソードからのものなのです。

風呂敷は使うまでのハー
ドルが高いように感じま
すが、使いだすととても楽
しいですよ、
と大
塚 さん。

CHEMIN -フランスまでの道のり-

Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même.

フランスに行きたい！！！だけど、
何から初めていいのやら・
・
・という方が少なくないのでは？旅行でフランス
にいる、
というだけでとっても幸せな気分にさせてくれるのですが、
どうせ行くなら長い期間行って何かを成し
遂げたいですよね。
フランスでの滞在や留学の目的、
期間、
場所、
予算などは本当に十人十色ですが、
「思い立
ったが吉日！！」
。
人生は一度きりなので、
やりたい事にチャレンジし、
人生を自分自身で謳歌させましょう！短
期留学であれば1週間から。
勢いで行ってしまえ学生留学、
若い頃の夢を今もう一度のんびり留学、
それとも
ワーホリで働く？下のパリすごろくで楽しんでみてください♪

「包む」
という字の語源は、
母親の胎内に子供が宿っている様を表したもので、
包む行為はものを大切に慈しむ心情が

宿ると考えられます。
心で環境を考える・
・
・暮らしは変われど布で
「包む」
ことは日本人にとって自然な行為です。
便利な
風呂敷を楽しく使うことで、
おしゃれにエコロジー生活してみませんか？

◯リボン包みとワイン包みをご紹介！フランス語で読んでみましょう♪♪◯
リボン包み -Ribon Tsutsumi-

日本語版は、京都萱草屋さんHPかAJ-FranceHPまで！
資料提供：日本風呂敷協会

① Mettez l’article en face de
vous.
② Recouvrez b sur l’article.
③ Recouvrez c sur l’article.
④ Nouez a et d comme MAMUSUBI.

「包み方教室」
など、
イベントも随時開催されていらっしゃいます。

風呂敷専門店
「京都唐草屋」

ワイン包み -Wine Tsutsumi-

〒604-8163
京都市中京区室町通六角下ル鯉山町510番地
TEL 075-221-0390
HP http://www.karakusaya.co.jp/
MAIL kyoto@karakusaya.co.jp
営業時間：11：00～18：00
定休日：火曜日
（祝日は営業）
・年末年始

monologue capricieux -講師の気まぐれひとりごと-

J’ai le hoquet bilboquet, petit Jésus , je l’ai plus.

① Mettez la bouteille au
milieu, et rabattez a et b en
respectant la hauteur.
② Maintenez, plissez a et b
avec un élastique. Levez et
croisez c et d autout.
③ Prenez c et d devant ,
nouez-les comme MAMUSUBI.
④ Enlevez la gomme prudemment, arrangez.
[日めくりカレンダー：Le mot de jour]を
HPにて毎日更新中♪♪
http://www.aj-france.com

この言葉に大きな意味はなく、
韻を踏んでいるのでリズム良く早口で言うとしゃっくりが止まる、
という早口言葉遊び
です。
しゃっくりが止まるまで言うと良いらしく、
止まらなければ早さが足りないのだそう。
地方によって知っている人と知
らない人がいるようです。
その土地の遊びや言葉があるのは日本も同じですね！

※パリには20の区があり、
中心から外側
に向かってくるくると渦を巻いているような
形をしていることから、
「エスカルゴのようだ」
と言われています。

※これはあくまでも（ビザ申請
が必要な方の場合の）
「イメージ」
ですのでお客様によっては、順番が
変わる場合 がございます。

BIO Stage en France フランスでオーガニック留学
Découvrir, apprendre, savoir-faire écologiques
Se former par le geste
Apprendre à faire soi-même
Expérientez le métier dont vous rêvez

フランスの自然を重んじる農家・職人 のもとでオーガニックのノウハウを学
びませんか？80以上ある中から、
あなたにピッタリのコースをお選びします。
一例：

・Bien-être アロマテラピー、石けん、エッセンシャルオイル
・Produits naturels et cuisine ハーブ、果物や野菜などの保存食
チーズ製造、野菜の栽培

・Artisana et décoration 伝統工芸(籐、皮細工)
・Maison écologiques パーマカルチャー(農業文化)
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お問い合わせはAJ-France 坂(さか)まで
tel : 075-201-1530／email : sejour@france-ryugaku.com -3-

AJ-Franceの生徒さん -今何してる？-

スカイプレッスン - いつでもどこでもOK!!なプライベートレッスンあなたの町にフランス語教室がなくても大丈夫。Skypeでフランス語を勉強しよう！
当教室ではskypeレッスンもしています！
・最近忙しくてAJ-Franceとの往復に時間を取れないからskypeでレッスンしようかな。
・引っ越ししちゃって京都 まで通えない。
1レッスン55分
・近くに学校がなく、
フランス語を話す機会が欲しい！
1ヶ月4回コース：¥14000
3ヶ月6回コース：￥22000

・・・という方、
お気軽にご相談下さい！
ネット環境さえ整っていれば、
すぐに受講可能です！

＊入会金、
テキスト代別途必要です

(例) 日程は参加者のご希望に合わせますのでお問い合わせください。

Lundi
月

Mardi
火

Mercredi
水

Jeudi
木

Vendredi
金

旅行会話
Bon voyage!!

Samedi
土
(例)1ヶ月4回完結
9:00-10:00

アトリエ・デ・
ママン

3ヶ月全6回
14:00-15:30

プチニコラを
読もう

（例）全6回
15:00-16:00

こりす組①

ちびっこアトリエ
文法アラカルト

Dimanche
日

月2回
16:00-16:45

こぐま組

こりす組②

月2回
17:00-17:45

月2回
10:00-10:45

アトリエ
B.D.（マンガ）

(例)3ヶ月全3回
10:00-12:00
(例)3ヶ月全6回
15:00-16:00

アトリエ
スクラブル

(例)月１回
14:00-16:00

グループレッスン
3ヶ月全10回
アトリエ・
とらばーゆ
2012年7月～9月の

ャプテン翼
」が、
フランスでは何と言うタ
イトルかご存知ですか？AJ-Franceの
フランス人講師Ayoubが教えてくれま
した。

(例)3ヶ月全６回
12:00-13:00

らくらく発音

中級

19:15-20:45

初級

11:15-13:00

超入門

14:00-15:00

(例)1ヶ月4回
19:00-20:00

お菓子＆お料理レッスン -nos rencontres gourmandes-

料理が大好きなジャンジャックさんと楽しくレッスンしませんか♪？フランスの家庭料理が学べます！
営業時間/

＊7月21日
（土） タブレとサラダ
昼 11:30~14:30（L..O)
夏にピッタリ、
クスクス料理の定番☆ 夜 17:30~21:30（L..O)
＊8月25日
（土） ガトーバスク
定休日/水曜日＆料理教室開催日
伝統的なお菓子、
シンプルな味わい
＊9月19日
（水） ラタトゥイユ
トマトベース野菜たっぷり栄養満点！
費用：¥3500（材料費込み）
生徒登録されていない方は¥3,800

場所：AJ-France

時間：14h-17h

レッスンの2日前までにお申し込み下さい。
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芸名「世界の界」
で

活動 中！
ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
海外（カナダのケベック地方）
のサーカス学校へ留学するためです。
AJでのフランス語歴は半年で、
まだまだ駆け出しですが。僕は高校生の頃、器械体操部に所属していて、卒業する頃
に何となく大道芸をやりたいな、
と考えていました。
その後小さな劇場で3年間程パフォーマンスをしていました。
それから路上に出てパフォーマンスをし、
ノウハウを自分で習得しながらそれ一本で生活をしていたのですが、
もっと
学びたいという気持ちが芽生え、技術向上の為に沢入国際サーカス学校へ入学しました。
いざ学校へ通い始めたら、
もっと練習したい気持ちや、学びたい気持ちがさらに膨らみ、留学したい！と思うようになりました。
ー今後の目標は？
まずは東京へ行き、活動しながらカナダのサーカス学校への入学を目指しま
す。
カナダの学校は施設が整っていて、活動の場が日本より多いのが魅力的で
すね。
というのも、今年受験した学校に落ちてしまったので再挑戦するつもり
です。今回落ちたことによって視野が広がり、東京に行くことにもなって新たな
道が開けつつあるので返って良かったな、
とも思っています。今はダンスに興味
があるので、
もっと楽しみながら多くの事を学び、人生を楽しみたいです。
ー最後に
5年前は自分がフランス語のレッスンを受けるなんて考えもしなかったので
すが、人生何があるかわかりません。語学は知っていると世界が変わります。
カナダの学校を出て、
ゆくゆくは海外で活動するのが夢です。

ラム 「オリーブとトム」-Olive et Tomプチコ

（例）
月１回
14:00-16:00

アトリエ
シャンソン

AJ-Franceフランス語教室に通っている生徒さんにインタビュー！！
今回は京都府出身の谷口界くん(24歳)にお話を聞きました。谷口くん
は高校卒業後、群馬県にある沢入国際サーカス学校を経て、現在パフ
ォーマーとして日々活躍なさっています。
イベント、
ショッピングモール、
お祭りなどでジャグリングやアクロバッ
ト芸を披露しているそうですよ。

Captain Tsubasa ! Tout le monde au

Japon connaît ce dessin animé n’estce-pas ?Ce dessin animé qui raconte
l’histoire de Tsubasa Ohzora, génie
本のアニメは今や国家的財産と言っ du football dont le rêve le plus cher
ても過言 ではないくらいマーケットが大 est de devenir champion du monde
きく、毎年世界中でイベントやフェスが開 avec le Japon.
催されています。毎夏パリで行われてい
るジャパン・エキスポ-JAPAN EXPO-は Et bien saviez-vous qu’en France, ce
その中でも世界最大規模を誇る
「伝統的 dessin animé a eu un succès énorme
な」
イベント。
ひと昔前まで、
アニオタやコ dans les années 80-90. En France,
スプレは隠れてこそこそっとする趣味とし ce dessin animé s’appelait Olive et
て認知されていたのに、時代は知らない Tom! Vous vous demandez certainement : pourquoi Olive et Tom ? Tout
うちにめまぐるしく変化しています。
simplement parce qu’en France, le
星 の数ほどたくさんあるマンガの中で nom de Tsubasa Ohzora était Olivier
も特に大人気なアニメは、
ほぼ同時期に Atton etque Genzo Wakabayashi
フランスでも放映されていたそうです。例 s’appelait Thomas Price. Olive et
えば
「ドラゴンボール」、
「らんま1/2」、
「セ Tom sont les surnoms des 2 princiーラームーン」、
「聖闘士星矢」、
「ハイスク paux personnages!
ール!奇面組」
など。
Ce dessin animé a eu un tel succès
que de nombreux jeunes enfants se
さて、
アニメによって日本を始め世界
のサッカー界の歴史を大きく変えた「キ sont inscrits à des clubs de football

日
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après avoir regardé Olive et Tom!
Alors, personnellement, j’aimais
beaucoup Philip Calahan (Hikaru
Matsuyama)!Et vous ? Quel est votre personnage préféré ? (Ayoub)

キャプテン翼！日本では誰もが知ってい
るアニメですよね。
主人公の大空翼くんと
いうサッカーの天才少年が、
日本が世界
チャンピオンになる夢を叶えようとする
物語です。

このアニメはもちろんフランスでも有
名で、
80年から90年頃にテレビ放送され
てたと記憶しています。
フランスではこの
アニメ、
実は
「トムとオリーブ」
といいます！
どうしてそんな名前なのか知りたいでしょ
う！？答えはカンタン！大空翼くんはオリヴ
ィエ・アトム、
若林源三くんはトーマス・プ
ライスと言うからなんです。
オリーブとトム
は二人の主人公のあだ名だったのです！
オリーブとトムを見終わったのち、
多く
の幼い子供達はフットボールクラブに入
団したとこから、
このアニメは大きな成功
を収めたのです。
さて、
個人的にはフィリッ
プ・カラハン(松山光)がとても好きです。
あ
なたは？どのキャラクターが好きですか？
(アユブ)

『la huche à pain 』ラ ・ ユッシュ・ア・パン

パン保存用ケースは実用的な備品。幅が狭く高さがあり、多くは木製で、乾燥を防ぐため通
気性があります。
また、下部には小さな引き出しがあり、落ちたパンくずを取り出せるように
なっています。通常は、
パン用袋と一緒にケースの中に置いています。
パン保存用ケースは、
パンがすぐに硬くならないようにするために欠かせない物！
バゲット
（フランスパン）
を食べるフランス人にとって必要不可欠な備品ですね。
意外と場所もとらず、簡単にキッチンの隅に納まるんですよ。

の
ues
acq
知識
n-J
a
め
e
J
ま
っと
ちょ

どうして400gのパンを
「un pain de deux(2つのパン)」
というかご存知ですか？
「un pain de deux」
とは
「un pain de deux livre」
という意味。
「Une livre」
とは
半キログラム、500グラムのこと。
つまり、
かつては
「un pain de deux(livre)」
は
１キログラムだったのです！しかし、食習慣の変化 と共にパンのサイズが変わり、
グラム数が少なくなり、結果、表現は保持したまま現在に至ります。

フランス旅行ドコ行く？ - Bretagne - Le festival interceltique de Lorient

bretagne地域圏の旗

フランス人講師Florian（フロリアン）
の出身地、Bretagne(ブルターニュ)は、
ガレット、
シードルやクイニアマ
ンなどの美味しい食べ物やRennes（レンヌ）
やSaint-Malo（サンマロ）
といった観光地があり、
とっても素敵な
地方。
そのBretagneの、
とても有名なケルト音楽界最大のお祭り
「Le Festival interceltique de Lorient(ロ
リアン国際ケルトフェスティバル)」
をご紹介！Florianが生まれた村は、
男性はベージュと黒のコスチュームで参
加するそう。
フランス旅行の際は、
ちょっと遠出して現地で見学してみるのもとてもいいですね。
ちなみにFlorianのファミリーネーム、CORBELはBretagneに多い名前なんですって！
名前で出身がわかるって面白いですね！

Cette année, du 03 au 12 août, se déroulera dans la ville de Lorient le festival
interceltique. Ce festival, très connu en Bretagne et en France, a rassemblé
lʼannée dernière 650 000 participants.
Pendant une semaine, des musiciens, danseurs, chanteurs et artistes des
diﬀérents pays celtiques se rassemblent dans la ville pour participer à des
spectacles, des concerts ou des concours. Si vous arpentez les rues de la
ville, vous pourrez croiser des écossais en kilt, des danseuses de claquettes
irlandaises, des musiciens asturiens et des gens des quatre coins du monde.
Comme le festival se déroule lʼété, vous pourrez visiter le port durant la
journée et le soir, vous reposer dans un bar autour dʼune bière ou une galette
festival-intertout en écoutant lʼun des nombreux concerts.
Le clou du festival est le championnat de bagadou (des groupes de musique celtique2011
の様子↑→
bretonne) ainsi que la grande parade des nations celtes, où chaque groupe
Par Erminig Gwenn
de musicien et chanteur traverse la ville.
Ces dernières années, ce festival est devenu tellement populaire que la
parade est même retransmise à la télévision. Si vous êtes en France pendant
cette période, je vous conseille dʼaller voir ce festival, les gens sont acBret
agne
cueillants et lʼambiance toujours bon enfant. (par Florian)
（ブ
フラン
ルタ
スの
ーニュ
北西
今年は8月3日〜１２日まで、
ロリアンにて国際ケルトフェスティバルが行われま
地域
）
にある
圏の
22か
ひとつ
す。
このフェスティバルは、
ブルターニュ地方はもちろんフランスでもとっても有名！
ら
人の
な
。
ケルト
る
言語
去年は６５万人が訪れました。
１週間、
ケルト民族の様々な国からミュージシャン、
ダ
系ブ
や風
ルトン
俗が
人口：
多く残
ンサー、歌手やアーティスト達が村に集まり、
スペクタクル、
コンサートやコンクール
約30
存。
0万
面積
に参加します。街を散策すると、民族衣装のスコットランド人、
アイルランド女性のタ
ップダンサー、スペインのアストゥリアス人のミュージシャンや世界中からやって来
た人たちとすれ違うことができるでしょう。
このフェスティバルは夏に開催されるので、
日夜とわず、
ぜひ港にも訪れてくださ
い。
バーのコンサートを聴きつつ、ガレットかビールを楽しみながら寛げます。
フェス
ティバルの目玉は、
パイプバンド
（ブルターニュ音楽のバンド）選手権とそれぞれの
音楽バンドが歌いながら街を横断するケルト民族のパレード！近年、
このフェスティ
バルはとってもポピュラーとなり、
パレードはテレビでも中継放送 されています。
もし、
この期
間 中にフランスへ行かれるようであれば、
このフェスティバルに行く事
をおすすめします。
みんな愛想 がよく、気さくな雰囲気 ですよ。（フロリアン）
-8-

： 27

人
km²

,208

■文法アラカルト
苦手な文法、
はっきりしない文法の
モヤモヤをすっきり解決♪
復習用アトリエです☆
月1回/日程は随時決定

■プチニコラを読もう！

多読テクニック、発音記号を交えて、
声に出して読もう！ 要望に応じて
個人レッスンでも対応
3ヶ月6回/ 日程は随時決定

受講料：4000円

発音記号が分かれば、
もう怖くな
い！！要望に応じ、個人レッスンで
も対応
3ヶ月6回/ 日程は随時決定

■アトリエ・スクラブル

ゲームをしながら単語 を学ぼう！
毎月の参加で１年後には語彙が
今の10倍に！
月1回/日程は随時決定

■ちびっこアトリエ
英語の他にもう一言語にフランス
語を、沢山の文化に触れさせたい！

■アトリエ・デ・ママン おすすめ
！
お家にいるママ！赤ちゃんと
一緒にフランス語を学びませんか？

月4回(1ヶ月完結)/土曜日 9h-10h
受講料：5000円(月2回)
こりす組（2歳〜小学校入学前）
こぐま組（小学校低学年）

7月11日、
25日／8月8日、
22日／9月12日、
26日
受講料：21000円(3ヶ月6回)
※レッスン30分はママ達の交流タイムとして
教室を開放！

■1ヶ月集中講座
1年分を1ヶ月で勉強しちゃおう！
週5回、1日2時間の個人レッスンで
フランス語強化！入会金無料！
フランス留学準備にもぴったり☆

■アトリエ・シャンソン
あこがれのシャンソンをフランス語
で歌いながら学ぼう！フランス語
入門の方でもOK!

月曜日〜金曜日
（40時間/月）
受講料：14万円

Nouveau!

7月14日、
28日／8月11日、
25日／9月8日、
29日
受講料：14000円(3ヶ月6回)

アトリエ・とらばーゆ

3ヶ月6回/ 日程は随時決定

■旅行会話 -Bon voyage!!-

フランス旅行を決めたけど語学が
不安な方、
これで安心して出発！
2名様からOK、
日程相談可
月4回(1ヶ月完結)/土曜日 9h-10h
受講料：10000円(入会金不要)

受講料：2200円

受講料：14000円

要望に応じて個人レッスンでも対応
受講料：14000円

受講料：14000円

■らくらく発音アトリエ

■アトリエB.D.(マンガ)

マンガを読みながらフランスを一周！
フランスの土地や歴史も学べます。

■アトリエ・とらばーゆ Nouvea
u!!
フランスで働く方のための
アトリエ。
ワーホリ予定 の方もこれ
で安心して渡仏できます♪
受講料：16000円(1ヶ月4回)

CV動機書添削清書代込みの場合30000円

■グループレッスン (3ヶ月:全10回)
超入門

楽しく1から学ぼう

受講料：20000円(1レッスン55分) ３名様〜

初級 仏検5級程度
中級 仏検4級程度

受講料：2900円(1レッスン90分)

-フランスで働く方のためのアトリエ-

avec Charlotte

6月より新しいアトリエレッスンが始まりました！ワーホリで渡仏予定の方やフランスで仕事をしたい方、
これで安心です。
ビジネスの現場で役立つマナーやフレーズを学びましょう♪♪また、履歴書・動機書添削サービスもあるので、完璧な書類の準備
ができ、
フランスでの仕事探しがよりスムーズに。
フランスで働きたい方を応援します。
レッスンは1名様からOK！

受講料：16000円

（履歴書・動機書添削清書込み30000円）

1ヶ月／全4回(1レッスン55分)
水曜19時〜20時

開催日程は変更する場合がありますので
事前にお問い合わせ下さい。
ご希望に合わせます。

7月開講

4日、11日、
18日、25日

8月開講日

1日、8日、
22日、29日

9月開講日

5日、12日、
19日、26日

※こちらのアトリエは、
フランスでの仕事 を斡旋するものではありません。

大好評につき第2回目!! 古都・京都巡り 〜フランス1日ホームステイ〜
9月22日(土)開催!!
10:00-11:00

フランス語講座

11:00-12:30

食事

12:30-17:00

京都散策

京都を散策しながらフランス語を話そう♪

http://www.festival-interceltique.com
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AJ-France講師紹介

Florian CORBEL (フロリアン)先生

ブルターニュ出身

趣味は音楽、
ギターを
弾きます。
中華料理が
大好き！富士山に二
回登頂しました。五年
間日本語を勉強し、
一年間立命館大学に
留学。
日本語が堪能。

Ayoub MRHAR (アユブ)先生
趣味は、
サッカー、読
書、映画鑑賞、旅行。
両親がモロッコ人。
毎年 １回はモロッコへ
行く位のモロッコ通！
お母さんの作る料理
が大好 きです！

PARIS

FLE資格有

FLE資格有

リール出身

Charlotte TOURNIER (シャルロット)先生

Adeline DECAUX (アドリンヌ)先生

食べること、飲むこと、
音楽が大好き！関西弁
の勉強中で、言語や文
化に興味津々！ちびっ
こアトリエと、(フラン
スでの就業経験があ
るため)アトリエ・とら
パリ郊外・モアセル出身 ばーゆ担当。

フランスの大学で文
学を勉強し卒業後に
日本へ。とてものどか
で歴史深い京都が大
好き！趣味は、読書、
乗馬、料理＆お菓子作
り。
お菓子作りの腕前
はプロ並み？！

Cyprien GAUZE（シプリアン)先生

リヨン出身

フランスの大学で5年
間法律を勉強し、卒業
後京都に来ました。
主に夜のレッスンを担
当しています。趣味 は、
歴史学、天文学、
スポ
ーツ。
日本の建
築 が大
好きです！

AJ-France フランス語教室・フランス留学サポート料金表

AJ-Franceフランス語教室では、
フランス人講師と日本人講師が、
丁寧で分かりやすいレッ
スンを行っております。
個人レッスンは、
都合の良い日時が選択できる予約制なので、
お忙し
い方にも大好評！ご要望に添ったオーダーメイドレッスンや、
遠方の方にはスカイプレッスン
が可能です。
ひとり一人の目標やレベルに合わせてレッスンを行うので、
留学のフォローも万
全！また、
フランス留学やホームステイをお考えの方には、
長年培ってきたノウハウを基に、
経
験豊かなスタッフがご希望に添ってしっかりサポートいたします。
イベントも随時開催しておりますので、
お気軽にご参加下さい！
★フランス語教室

料金表

★フランス留学サポート 料金表

メッス出身

Jean-Jacques TRUCHOT (ジャンジャック)

TAKAKURA Akiko（高倉 暁子)先生

AJ-France代表であり、
フランス語講師
兼講師責任者。世界のフランス語圏の国
々を渡り歩き、美術や家具製作専門学校
と様々な経験を経て、現在はフランス語講
師に至っているという異色の経歴を持っ
ています。子育て満喫中。
レッスンについて何でもご相談下さい。

AJのPETITE BOUTIQUE

北海道・帯広出身

AJ-France代表。
留学サービス業務と
お菓子 レッスンを担
当。京都日仏交流会
も主催してます。趣味
は弓道、囲碁、
バード
ウォッチング、園芸、 盆
栽、 ジャム作り。

(キャンパスフランス利用料含 まず）
グルノーブル出身

※AJ-Franceは在日フランス大使館指定の翻訳会社です。
※その他、各種ビザサポートなど詳細はHPをご覧ください。

Papier Dʼarmenie： パピエ ダルメニ

教室にて販売中!!

-自然にかおる貴重な材木ケードネズ(学名：ケード
杜松）
でできている商品をご紹介！

フランスで120年ほどの歴
史のある紙タイプのお香、
「パピエ ダルメニ」
はアロ
マの香りでリラックス効果
だけではなく、空気清浄の
効果もあります。
火をつけると煙を出しなが
ら燃焼 し、気になるペットや
タバコ、揚げ物などの臭い
をキレイに消臭！また空気
中のウィルスもやっつけま
す！燃やさずに財布やカバ
ンの中などの臭いの気にな
るところにも使えます♪

CADALITHES：カダリット
他にはないオブジェです。

大きな粉ひき器、木のかたまり達、手作業で

一つひとつ選りすぐりされており、
それらは、

自然に丸くなりこすれ合って磨かれた、
川の
小石のようなイメージ。

ポケットの中、
カバンの中、
オフィスに、
装飾 用のかざりとして．．．

古代ガリア人の時代から、木に触れると
不運を遠ざけると言われています。

※価格 は重さによって異なります。
例：30〜45gの場合¥700、20gの場合¥350
リラックス効果が期待されます。

Nature Poudre Cade:

ナチュール プードル ケード

紙タイプ オリジナル
（松脂）
1冊
500円
３冊セット
1380円

南仏に主にある
（ネズ）杜松から作っています。

100%自然からできているケードの粉は、煙によ
って家の中を清め、害虫から守ります。
お家の中
をほんの少し落ち着いた田舎にいるような空気
に変え、
その香りは地中海や森林を連想させま
す。木の香りがお好きな方にはピッタリです。
※1箱

※グループレッスン、
テーマ別アトリエレッスンの詳細はP4,5

¥1500(税抜き）
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紙タイプ バラの香り
1冊
３冊

600円
1650円

紙タイプ デプロワイエ
1冊

700円

キャンドルタイプ
アロマキャンドル式

3900円

※3ヶ月以内の短期滞在・学生ビザで渡仏をお考えの方限定！
「初回カウンセリング」
1回無料で受けていただけます。
是非ご利用ください。

株式会社AJ-France
〒603-8054

交通アクセス

各プログラムのお申込・お問い合わせ先

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

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

月〜土：10時〜21時まで／日：10時〜17時まで
祝日も開校しております。不定休校日あり

京都日仏交流会 - Réunion Franco-Japonais de Kyoto -

AJ-Franceの代表ジャンジャックが主催している交流会。今年で14年目になるこの会は学生から
社会人、年齢や性別問わずさまざまな人が参加されています。空いている時間に好きな話題を気軽
に話せる空間として、
また日仏文化の情報交換の場として、楽しい時間を過ごしませんか。
お友達同士でも、
また一人で来られても、
すぐに馴染める楽しい雰囲気ですので、
ぜひ一度気軽に
ご参加 ください！！
日時：毎週水曜日 19h30 〜 （概ね2時間ほど） お仕事帰り、学校帰りにぜひどうぞ♪♪予約不要です。
場所：カフェ・オー・バカナル （四条烏丸 COCON烏丸ビル1F） 地下鉄/阪急電車から直結、雨に濡れません♪
-7-

AJ-France講師紹介
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『la huche à pain 』ラ ・ ユッシュ・ア・パン

パン保存用ケースは実用的な備品。幅が狭く高さがあり、多くは木製で、乾燥を防ぐため通
気性があります。
また、下部には小さな引き出しがあり、落ちたパンくずを取り出せるように
なっています。通常は、
パン用袋と一緒にケースの中に置いています。
パン保存用ケースは、
パンがすぐに硬くならないようにするために欠かせない物！
バゲット
（フランスパン）
を食べるフランス人にとって必要不可欠な備品ですね。
意外と場所もとらず、簡単にキッチンの隅に納まるんですよ。

の
ues
acq
知識
n-J
a
め
e
J
ま
っと
ちょ

どうして400gのパンを
「un pain de deux(2つのパン)」
というかご存知ですか？
「un pain de deux」
とは
「un pain de deux livre」
という意味。
「Une livre」
とは
半キログラム、500グラムのこと。
つまり、
かつては
「un pain de deux(livre)」
は
１キログラムだったのです！しかし、食習慣の変化 と共にパンのサイズが変わり、
グラム数が少なくなり、結果、表現は保持したまま現在に至ります。

フランス旅行ドコ行く？ - Bretagne - Le festival interceltique de Lorient

bretagne地域圏の旗

フランス人講師Florian（フロリアン）
の出身地、Bretagne(ブルターニュ)は、
ガレット、
シードルやクイニアマ
ンなどの美味しい食べ物やRennes（レンヌ）
やSaint-Malo（サンマロ）
といった観光地があり、
とっても素敵な
地方。
そのBretagneの、
とても有名なケルト音楽界最大のお祭り
「Le Festival interceltique de Lorient(ロ
リアン国際ケルトフェスティバル)」
をご紹介！Florianが生まれた村は、
男性はベージュと黒のコスチュームで参
加するそう。
フランス旅行の際は、
ちょっと遠出して現地で見学してみるのもとてもいいですね。
ちなみにFlorianのファミリーネーム、CORBELはBretagneに多い名前なんですって！
名前で出身がわかるって面白いですね！

Cette année, du 03 au 12 août, se déroulera dans la ville de Lorient le festival
interceltique. Ce festival, très connu en Bretagne et en France, a rassemblé
lʼannée dernière 650 000 participants.
Pendant une semaine, des musiciens, danseurs, chanteurs et artistes des
diﬀérents pays celtiques se rassemblent dans la ville pour participer à des
spectacles, des concerts ou des concours. Si vous arpentez les rues de la
ville, vous pourrez croiser des écossais en kilt, des danseuses de claquettes
irlandaises, des musiciens asturiens et des gens des quatre coins du monde.
Comme le festival se déroule lʼété, vous pourrez visiter le port durant la
journée et le soir, vous reposer dans un bar autour dʼune bière ou une galette
festival-intertout en écoutant lʼun des nombreux concerts.
Le clou du festival est le championnat de bagadou (des groupes de musique celtique2011
の様子↑→
bretonne) ainsi que la grande parade des nations celtes, où chaque groupe
Par Erminig Gwenn
de musicien et chanteur traverse la ville.
Ces dernières années, ce festival est devenu tellement populaire que la
parade est même retransmise à la télévision. Si vous êtes en France pendant
cette période, je vous conseille dʼaller voir ce festival, les gens sont acBret
agne
cueillants et lʼambiance toujours bon enfant. (par Florian)
（ブ
フラン
ルタ
スの
ーニュ
北西
今年は8月3日〜１２日まで、
ロリアンにて国際ケルトフェスティバルが行われま
地域
）
にある
圏の
22か
ひとつ
す。
このフェスティバルは、
ブルターニュ地方はもちろんフランスでもとっても有名！
ら
人の
な
。
ケルト
る
言語
去年は６５万人が訪れました。
１週間、
ケルト民族の様々な国からミュージシャン、
ダ
系ブ
や風
ルトン
俗が
人口：
多く残
ンサー、歌手やアーティスト達が村に集まり、
スペクタクル、
コンサートやコンクール
約30
存。
0万
面積
に参加します。街を散策すると、民族衣装のスコットランド人、
アイルランド女性のタ
ップダンサー、スペインのアストゥリアス人のミュージシャンや世界中からやって来
た人たちとすれ違うことができるでしょう。
このフェスティバルは夏に開催されるので、
日夜とわず、
ぜひ港にも訪れてくださ
い。
バーのコンサートを聴きつつ、ガレットかビールを楽しみながら寛げます。
フェス
ティバルの目玉は、
パイプバンド
（ブルターニュ音楽のバンド）選手権とそれぞれの
音楽バンドが歌いながら街を横断するケルト民族のパレード！近年、
このフェスティ
バルはとってもポピュラーとなり、
パレードはテレビでも中継放送 されています。
もし、
この期
間 中にフランスへ行かれるようであれば、
このフェスティバルに行く事
をおすすめします。
みんな愛想 がよく、気さくな雰囲気 ですよ。（フロリアン）
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： 27

人
km²

,208

■文法アラカルト
苦手な文法、
はっきりしない文法の
モヤモヤをすっきり解決♪
復習用アトリエです☆
月1回/日程は随時決定

■プチニコラを読もう！

多読テクニック、発音記号を交えて、
声に出して読もう！ 要望に応じて
個人レッスンでも対応
3ヶ月6回/ 日程は随時決定

受講料：4000円

発音記号が分かれば、
もう怖くな
い！！要望に応じ、個人レッスンで
も対応
3ヶ月6回/ 日程は随時決定

■アトリエ・スクラブル

ゲームをしながら単語 を学ぼう！
毎月の参加で１年後には語彙が
今の10倍に！
月1回/日程は随時決定

■ちびっこアトリエ
英語の他にもう一言語にフランス
語を、沢山の文化に触れさせたい！

■アトリエ・デ・ママン おすすめ
！
お家にいるママ！赤ちゃんと
一緒にフランス語を学びませんか？

月4回(1ヶ月完結)/土曜日 9h-10h
受講料：5000円(月2回)
こりす組（2歳〜小学校入学前）
こぐま組（小学校低学年）

7月11日、
25日／8月8日、
22日／9月12日、
26日
受講料：21000円(3ヶ月6回)
※レッスン30分はママ達の交流タイムとして
教室を開放！

■1ヶ月集中講座
1年分を1ヶ月で勉強しちゃおう！
週5回、1日2時間の個人レッスンで
フランス語強化！入会金無料！
フランス留学準備にもぴったり☆

■アトリエ・シャンソン
あこがれのシャンソンをフランス語
で歌いながら学ぼう！フランス語
入門の方でもOK!

月曜日〜金曜日
（40時間/月）
受講料：14万円

Nouveau!

7月14日、
28日／8月11日、
25日／9月8日、
29日
受講料：14000円(3ヶ月6回)

アトリエ・とらばーゆ

3ヶ月6回/ 日程は随時決定

■旅行会話 -Bon voyage!!-

フランス旅行を決めたけど語学が
不安な方、
これで安心して出発！
2名様からOK、
日程相談可
月4回(1ヶ月完結)/土曜日 9h-10h
受講料：10000円(入会金不要)

受講料：2200円

受講料：14000円

要望に応じて個人レッスンでも対応
受講料：14000円

受講料：14000円

■らくらく発音アトリエ

■アトリエB.D.(マンガ)

マンガを読みながらフランスを一周！
フランスの土地や歴史も学べます。

■アトリエ・とらばーゆ Nouvea
u!!
フランスで働く方のための
アトリエ。
ワーホリ予定 の方もこれ
で安心して渡仏できます♪
受講料：16000円(1ヶ月4回)

CV動機書添削清書代込みの場合30000円

■グループレッスン (3ヶ月:全10回)
超入門

楽しく1から学ぼう

受講料：20000円(1レッスン55分) ３名様〜

初級 仏検5級程度
中級 仏検4級程度

受講料：2900円(1レッスン90分)

-フランスで働く方のためのアトリエ-

avec Charlotte

6月より新しいアトリエレッスンが始まりました！ワーホリで渡仏予定の方やフランスで仕事をしたい方、
これで安心です。
ビジネスの現場で役立つマナーやフレーズを学びましょう♪♪また、履歴書・動機書添削サービスもあるので、完璧な書類の準備
ができ、
フランスでの仕事探しがよりスムーズに。
フランスで働きたい方を応援します。
レッスンは1名様からOK！

受講料：16000円

（履歴書・動機書添削清書込み30000円）

1ヶ月／全4回(1レッスン55分)
水曜19時〜20時

開催日程は変更する場合がありますので
事前にお問い合わせ下さい。
ご希望に合わせます。

7月開講

4日、11日、
18日、25日

8月開講日

1日、8日、
22日、29日

9月開講日

5日、12日、
19日、26日

※こちらのアトリエは、
フランスでの仕事 を斡旋するものではありません。

大好評につき第2回目!! 古都・京都巡り 〜フランス1日ホームステイ〜
9月22日(土)開催!!
10:00-11:00

フランス語講座

11:00-12:30

食事

12:30-17:00

京都散策

京都を散策しながらフランス語を話そう♪

http://www.festival-interceltique.com
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AJ-Franceの生徒さん -今何してる？-

スカイプレッスン - いつでもどこでもOK!!なプライベートレッスンあなたの町にフランス語教室がなくても大丈夫。Skypeでフランス語を勉強しよう！
当教室ではskypeレッスンもしています！
・最近忙しくてAJ-Franceとの往復に時間を取れないからskypeでレッスンしようかな。
・引っ越ししちゃって京都 まで通えない。
1レッスン55分
・近くに学校がなく、
フランス語を話す機会が欲しい！
1ヶ月4回コース：¥14000
3ヶ月6回コース：￥22000

・・・という方、
お気軽にご相談下さい！
ネット環境さえ整っていれば、
すぐに受講可能です！

＊入会金、
テキスト代別途必要です

(例) 日程は参加者のご希望に合わせますのでお問い合わせください。

Lundi
月

Mardi
火

Mercredi
水

Jeudi
木

Vendredi
金

旅行会話
Bon voyage!!

Samedi
土
(例)1ヶ月4回完結
9:00-10:00

アトリエ・デ・
ママン

3ヶ月全6回
14:00-15:30

プチニコラを
読もう

（例）全6回
15:00-16:00

こりす組①

ちびっこアトリエ
文法アラカルト

Dimanche
日

月2回
16:00-16:45

こぐま組

こりす組②

月2回
17:00-17:45

月2回
10:00-10:45

アトリエ
B.D.（マンガ）

(例)3ヶ月全3回
10:00-12:00
(例)3ヶ月全6回
15:00-16:00

アトリエ
スクラブル

(例)月１回
14:00-16:00

グループレッスン
3ヶ月全10回
アトリエ・
とらばーゆ
2012年7月～9月の

ャプテン翼
」が、
フランスでは何と言うタ
イトルかご存知ですか？AJ-Franceの
フランス人講師Ayoubが教えてくれま
した。

(例)3ヶ月全６回
12:00-13:00

らくらく発音

中級

19:15-20:45

初級

11:15-13:00

超入門

14:00-15:00

(例)1ヶ月4回
19:00-20:00

お菓子＆お料理レッスン -nos rencontres gourmandes-

料理が大好きなジャンジャックさんと楽しくレッスンしませんか♪？フランスの家庭料理が学べます！
営業時間/

＊7月21日
（土） タブレとサラダ
昼 11:30~14:30（L..O)
夏にピッタリ、
クスクス料理の定番☆ 夜 17:30~21:30（L..O)
＊8月25日
（土） ガトーバスク
定休日/水曜日＆料理教室開催日
伝統的なお菓子、
シンプルな味わい
＊9月19日
（水） ラタトゥイユ
トマトベース野菜たっぷり栄養満点！
費用：¥3500（材料費込み）
生徒登録されていない方は¥3,800

場所：AJ-France

時間：14h-17h

レッスンの2日前までにお申し込み下さい。
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芸名「世界の界」
で

活動 中！
ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
海外（カナダのケベック地方）
のサーカス学校へ留学するためです。
AJでのフランス語歴は半年で、
まだまだ駆け出しですが。僕は高校生の頃、器械体操部に所属していて、卒業する頃
に何となく大道芸をやりたいな、
と考えていました。
その後小さな劇場で3年間程パフォーマンスをしていました。
それから路上に出てパフォーマンスをし、
ノウハウを自分で習得しながらそれ一本で生活をしていたのですが、
もっと
学びたいという気持ちが芽生え、技術向上の為に沢入国際サーカス学校へ入学しました。
いざ学校へ通い始めたら、
もっと練習したい気持ちや、学びたい気持ちがさらに膨らみ、留学したい！と思うようになりました。
ー今後の目標は？
まずは東京へ行き、活動しながらカナダのサーカス学校への入学を目指しま
す。
カナダの学校は施設が整っていて、活動の場が日本より多いのが魅力的で
すね。
というのも、今年受験した学校に落ちてしまったので再挑戦するつもり
です。今回落ちたことによって視野が広がり、東京に行くことにもなって新たな
道が開けつつあるので返って良かったな、
とも思っています。今はダンスに興味
があるので、
もっと楽しみながら多くの事を学び、人生を楽しみたいです。
ー最後に
5年前は自分がフランス語のレッスンを受けるなんて考えもしなかったので
すが、人生何があるかわかりません。語学は知っていると世界が変わります。
カナダの学校を出て、
ゆくゆくは海外で活動するのが夢です。

ラム 「オリーブとトム」-Olive et Tomプチコ

（例）
月１回
14:00-16:00

アトリエ
シャンソン

AJ-Franceフランス語教室に通っている生徒さんにインタビュー！！
今回は京都府出身の谷口界くん(24歳)にお話を聞きました。谷口くん
は高校卒業後、群馬県にある沢入国際サーカス学校を経て、現在パフ
ォーマーとして日々活躍なさっています。
イベント、
ショッピングモール、
お祭りなどでジャグリングやアクロバッ
ト芸を披露しているそうですよ。

Captain Tsubasa ! Tout le monde au

Japon connaît ce dessin animé n’estce-pas ?Ce dessin animé qui raconte
l’histoire de Tsubasa Ohzora, génie
本のアニメは今や国家的財産と言っ du football dont le rêve le plus cher
ても過言 ではないくらいマーケットが大 est de devenir champion du monde
きく、毎年世界中でイベントやフェスが開 avec le Japon.
催されています。毎夏パリで行われてい
るジャパン・エキスポ-JAPAN EXPO-は Et bien saviez-vous qu’en France, ce
その中でも世界最大規模を誇る
「伝統的 dessin animé a eu un succès énorme
な」
イベント。
ひと昔前まで、
アニオタやコ dans les années 80-90. En France,
スプレは隠れてこそこそっとする趣味とし ce dessin animé s’appelait Olive et
て認知されていたのに、時代は知らない Tom! Vous vous demandez certainement : pourquoi Olive et Tom ? Tout
うちにめまぐるしく変化しています。
simplement parce qu’en France, le
星 の数ほどたくさんあるマンガの中で nom de Tsubasa Ohzora était Olivier
も特に大人気なアニメは、
ほぼ同時期に Atton etque Genzo Wakabayashi
フランスでも放映されていたそうです。例 s’appelait Thomas Price. Olive et
えば
「ドラゴンボール」、
「らんま1/2」、
「セ Tom sont les surnoms des 2 princiーラームーン」、
「聖闘士星矢」、
「ハイスク paux personnages!
ール!奇面組」
など。
Ce dessin animé a eu un tel succès
que de nombreux jeunes enfants se
さて、
アニメによって日本を始め世界
のサッカー界の歴史を大きく変えた「キ sont inscrits à des clubs de football

日
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après avoir regardé Olive et Tom!
Alors, personnellement, j’aimais
beaucoup Philip Calahan (Hikaru
Matsuyama)!Et vous ? Quel est votre personnage préféré ? (Ayoub)

キャプテン翼！日本では誰もが知ってい
るアニメですよね。
主人公の大空翼くんと
いうサッカーの天才少年が、
日本が世界
チャンピオンになる夢を叶えようとする
物語です。

このアニメはもちろんフランスでも有
名で、
80年から90年頃にテレビ放送され
てたと記憶しています。
フランスではこの
アニメ、
実は
「トムとオリーブ」
といいます！
どうしてそんな名前なのか知りたいでしょ
う！？答えはカンタン！大空翼くんはオリヴ
ィエ・アトム、
若林源三くんはトーマス・プ
ライスと言うからなんです。
オリーブとトム
は二人の主人公のあだ名だったのです！
オリーブとトムを見終わったのち、
多く
の幼い子供達はフットボールクラブに入
団したとこから、
このアニメは大きな成功
を収めたのです。
さて、
個人的にはフィリッ
プ・カラハン(松山光)がとても好きです。
あ
なたは？どのキャラクターが好きですか？
(アユブ)

les produits japonais découverent la France
風呂敷 Furoshiki ～
「包む」
こころを世界へ～

今回は、
京都市中京区にある風呂敷専門ブティック
「京都 唐草屋」
さんへお邪魔し、
風呂敷についてお話をお伺いし

ました。
風呂敷はFuroshikiとして世界に注目されつつあります。
室町時代に風呂文化と共に広まった風呂敷は、
包み方

や文様、
色合いで表現されます。
包むものによって合わせる事ができ、
サイズや模様はさまざま。
中でも、
唐草模様はフラ

ンス語ではarabesqueといい、
伸び続ける植物の様子を表し、
繁栄を意味します。
その歴史はとても古く、
ギリシアやエ

ジプト各地からシルクロードで中国を経て日本にたどり着いた、
伝統的な模様です。
この模様が、
日本ではドロボーのイ

メージとして定着したのも、
唐草がおめでたい文様だったからなのです。
お嫁入りの時、
「子孫繁栄」
や
「永遠の幸せ」
を願
い、
唐草模様の大きな風呂敷にお布団を包んで嫁がれ、
たんすの中にしまわれていました。
ドロボーは手ぶらで忍び込

み、
その各家庭の唐草模様の風呂敷を使って持ち出した、
というエピソードからのものなのです。

風呂敷は使うまでのハー
ドルが高いように感じま
すが、使いだすととても楽
しいですよ、
と大
塚 さん。

CHEMIN -フランスまでの道のり-

Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même.

フランスに行きたい！！！だけど、
何から初めていいのやら・
・
・という方が少なくないのでは？旅行でフランス
にいる、
というだけでとっても幸せな気分にさせてくれるのですが、
どうせ行くなら長い期間行って何かを成し
遂げたいですよね。
フランスでの滞在や留学の目的、
期間、
場所、
予算などは本当に十人十色ですが、
「思い立
ったが吉日！！」
。
人生は一度きりなので、
やりたい事にチャレンジし、
人生を自分自身で謳歌させましょう！短
期留学であれば1週間から。
勢いで行ってしまえ学生留学、
若い頃の夢を今もう一度のんびり留学、
それとも
ワーホリで働く？下のパリすごろくで楽しんでみてください♪

「包む」
という字の語源は、
母親の胎内に子供が宿っている様を表したもので、
包む行為はものを大切に慈しむ心情が

宿ると考えられます。
心で環境を考える・
・
・暮らしは変われど布で
「包む」
ことは日本人にとって自然な行為です。
便利な
風呂敷を楽しく使うことで、
おしゃれにエコロジー生活してみませんか？

◯リボン包みとワイン包みをご紹介！フランス語で読んでみましょう♪♪◯
リボン包み -Ribon Tsutsumi-

日本語版は、京都萱草屋さんHPかAJ-FranceHPまで！
資料提供：日本風呂敷協会

① Mettez l’article en face de
vous.
② Recouvrez b sur l’article.
③ Recouvrez c sur l’article.
④ Nouez a et d comme MAMUSUBI.

「包み方教室」
など、
イベントも随時開催されていらっしゃいます。

風呂敷専門店
「京都唐草屋」

ワイン包み -Wine Tsutsumi-

〒604-8163
京都市中京区室町通六角下ル鯉山町510番地
TEL 075-221-0390
HP http://www.karakusaya.co.jp/
MAIL kyoto@karakusaya.co.jp
営業時間：11：00～18：00
定休日：火曜日
（祝日は営業）
・年末年始

monologue capricieux -講師の気まぐれひとりごと-

J’ai le hoquet bilboquet, petit Jésus , je l’ai plus.

① Mettez la bouteille au
milieu, et rabattez a et b en
respectant la hauteur.
② Maintenez, plissez a et b
avec un élastique. Levez et
croisez c et d autout.
③ Prenez c et d devant ,
nouez-les comme MAMUSUBI.
④ Enlevez la gomme prudemment, arrangez.
[日めくりカレンダー：Le mot de jour]を
HPにて毎日更新中♪♪
http://www.aj-france.com

この言葉に大きな意味はなく、
韻を踏んでいるのでリズム良く早口で言うとしゃっくりが止まる、
という早口言葉遊び
です。
しゃっくりが止まるまで言うと良いらしく、
止まらなければ早さが足りないのだそう。
地方によって知っている人と知
らない人がいるようです。
その土地の遊びや言葉があるのは日本も同じですね！

※パリには20の区があり、
中心から外側
に向かってくるくると渦を巻いているような
形をしていることから、
「エスカルゴのようだ」
と言われています。

※これはあくまでも（ビザ申請
が必要な方の場合の）
「イメージ」
ですのでお客様によっては、順番が
変わる場合 がございます。

BIO Stage en France フランスでオーガニック留学
Découvrir, apprendre, savoir-faire écologiques
Se former par le geste
Apprendre à faire soi-même
Expérientez le métier dont vous rêvez

フランスの自然を重んじる農家・職人 のもとでオーガニックのノウハウを学
びませんか？80以上ある中から、
あなたにピッタリのコースをお選びします。
一例：

・Bien-être アロマテラピー、石けん、エッセンシャルオイル
・Produits naturels et cuisine ハーブ、果物や野菜などの保存食
チーズ製造、野菜の栽培

・Artisana et décoration 伝統工芸(籐、皮細工)
・Maison écologiques パーマカルチャー(農業文化)

-10-

お問い合わせはAJ-France 坂(さか)まで
tel : 075-201-1530／email : sejour@france-ryugaku.com -3-

今回は、AJ-France留学サポートを利用
されたChieさん。半年のうち3ヶ月間を
モンペリエの語学学校へ、残りの3ヶ月間
をパリでは刺繍の専門学校へと2つの都
市での滞在を実現されました。

Mademoiselle Chie NAKATA
留学先：モンペリエとパリ
期間：半年間（2011年6月〜2011年11月）
費用：約250万円
学校 モンペリエ： Accent Français(語学学校)
パリ： Ecole LESAGE（刺繍の専門学校）
滞在：ホームステイ(2都市とも)
【語学学校 Accent Françaisについて】
モンペリエという南仏の海がすぐ近くにある、小さな街にある学
校。1クラスの人数は最大１０人まで。先生はとても熱心で親しみ
やすく、授業のカリキュラムがバランスよく組んであるように思いま
した。
ディスカッション等、
日本人の習慣にあまりないことで苦手意
識もありましたが、発言しなければ！という状況は語学の上達に欠
かせないことなので良かったです。毎週末日帰りの小旅行があり、
アヴィニョン、
ロックフォールなどに行きました。ガイドの方も一緒
にバスで連れて行ってくれ、
いろいろな国から来た友達にも出会え
たので、
すごく楽しめました。
また、毎週水曜の午後にフランス映画
の上映会があり、観に行っていました。
その他、
ボーリング大会やフ
ランス料理の教室などもあったようです。

上：クラスメイトと。 下：モンペリエ近くの港町、
セート

【ホームステイについて】
マダム一人と犬、私、
もうひとりの学生（日本人以外）
という家族
構成。
マダムはとても明るく楽しい人で週末に車で近くの街に連れ
て行ってくれたり、
イベント、近場のおすすめの街のことなどいろい
ろ教えてくれました。
しかもとってもお料理上手！また、優しいと同
時にフランス語の勉強に関してはすごく厳しく、話しているときに

単語を忘れたり文法を間違えたりしてよく怒られました・・・。
でも
私のつたないフランス語をちゃんと聞いてくれて、間違いを指摘し
てくれるので本当に勉強になりました。
ホームステイは気を使うし
疲れるかな、
と最初は思いましたが、
しっかり勉強をしたいならお
すすめです！！

アシスタントおすすめ学習ツール

こちらは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪
http://www.omeisha.com
AJ-Franceで働く日本人スタッフがこれまで実際に使用し、
「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。
どちらもクラシックな
「本」
タイプのもの。
ひとりでの学習は、
なかなか思うように進みませんが、
こちらは丁寧な
解説がついているのが心強い味方です。電子辞書やタブレットに頼らず、
たまには紙をペラペラしてみませんか♪♪

GRAMMAIRE PROGRESSIVE
DU Français
-niveau débutant : Cahier de 400
Broché: 159 pages
Editeur : Clé international;
Édition : illustrated edition
(8 mars 1999)
Langue : Français
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左のテキストは、初心者用
から上級者用まで種類が豊富で解答集も
別売りであるので、
自習用にぴったり☆右の辞典
は、見開き2ページに必ずいくつかイラ
ストが載っていて、
パラパラと見
ているだけでも楽しい。例文も
しっかり載っているので持って
いて損はナシ！の1冊♪

京都の素敵カフェ La voiture

欧明社 -OMEISHA1947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

(ラ ヴァチュール)

Tarte Tatin タルトタタンといえばここ！

コーヒーとカフェに詳しいAJの生徒、Ayaさんおすすめのカフェ、La voitureは平安神宮の西側にあります。
お店の外観、
内装はレトロで落ち着いた雰
囲気。使い込んだテーブルと椅子が歴史を感じさせます。
タルトのりんごはほんのりあたたかくてとろーり、
ボトムはクルミの風味が効
いていてサクサクです。
日によって数は変わりますが、
ほぼ毎日5ホールのTarte

La voiture (ラヴァチュール)

京都府京都市左京区聖護院円頓美町47-5
075-751-0591
神宮丸太町駅より徒歩15分
営業時間： 11:00〜18:00
定休 日： 月曜日

Tarte Tatin -タルトタタン-

19世紀後半、
フランスのロワール＝エ＝シェー
ル県にある
「ホテル・タタン」
を経営していたタタ
ン姉妹の、
ある日の失敗から生まれたお菓子。
リ
ンゴをバターと砂糖で炒めて型に敷き、焼き上
げてからひっくり返す。温かいうちにホイップや
ヨーグルトを添えて食べると美味。

【留学費用ついて】合計留学費用 250万円

上 ： 散歩中に見える景色。ただ歩いているだけで
美術館にいるように楽しめました。
下 ： パリのステイ先は16区に住むマダムのお宅。
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Dictionnaire du Français langue
étrangere NIVEAU1の縮刷復刻版。
見出し語約2815語、関連語・派生語な
ど合わせ約7700語で説明されている、
外国人のための仏仏辞典。各単語にそっ
た愉快なイラストが多数入っている。

Tatin を焼くそう。
開業されたおばあさんからお孫さんへと受け継がれた伝統
の味です。京都で気軽にフランスを感じることができるカフェですよ。

【Ecole LESAGE（刺繍の専門学校）
について】
少人数のクラスで、先生がまわって来て個人個人にとても優しく、
丁寧に技法を教えて下さいました。授業はフランス語ですが、英語
を話せる先生もいて、
英語圏の国から来た学生には英語で説明をし
ていました。宿題がとても多く、授業後や週末も、部屋に籠って刺繍
をする日々。
あっという間でしたが、
とても充実していました。
●学校、
ホームステイ等
モンペリエ授業料＋ホームステイ 約49万円
パリ授業料＋ホームステイ 約123万円
●現地生活費
モンペリエ
（3ヶ月） 約4~5万円／月
パリ
（3ヶ月）
約5~6万円／月
●その他
航空券、
移動費、
保険など 約42万円

ラルースやさしい仏仏辞典 NIVEAU1

-11-

◯京都府
北区

AJ-Journal 配布リスト
Café salon 北山店 ★

CAVA ★

beau bel belle

中京区

S-Beaut ★

Lʼourson qui boiit ★

雑貨店カナリア

A table

JAMPOT

Café Eins(アインス) ★

フレンチキュイジーヌ ティアレ

amelie

シナモ

APA KABAR?

さらさ3

Happy Graphic Gallery

さらさ花遊小路

Noinah

マユミデンタルクリニック

COM

料理教室 アンパルフェ

Charme kitayama

椿姫（町家サロン）

Tocoha

raisin

京都ゴルフ倶楽部
京都産業大学

Cafe Bar 高円
（TaKaMaDo)

同志社大学今出川キャンパス

Paris bis ★

ビストロ ハル ★

ビストロボンモルソー ★

うさぎのアトリエ

ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★

comme chez michel
Café salon 烏丸店

Cafe1001

西京区

雑貨店おやつ

伏見区

くいな橋しばたデンタルクリニック

お店、学校、教室にて
配布・設置 しませんか？
完全無料でお届けします！

mado cafe

京丹後市 (有)丹後ジャージー牧場

ミルク工房 そら

長年フランスで働いた徳澄シェフが学んだParisの料
理。手作りにこだわったシンプルで香り豊かな深い味
わいが人気のフレンチ。料理教室も主催されています。
京都市中京区河原町二条西入ル河二ビル2F
TEL/FAX 075-253-6767

Café de paris
SUBARU

神戸アードヴィレッジセンター
兵庫県立大学

石の蔵はやし

◯新潟県
新潟市

京都市立芸術大学

Tea&Life

ホテルドルフィンリゾート

レストラン パリビス PARIS bis 様

◯北海道

夢シネマ株式会社
十日町シネマパラダイス

◯福岡県
北九州市

京田辺市 同志社女子大学

◯大分県

木津川市 ヨシキデンタルクリニック

日田市

フラワーサロン・SCHOOL
SUKUSUKU co.,ltd.
日田リベルテ
（映画館）

レザムルーズ Les Amoureuses 様

季節感とおいしさに溢れるエレガントな料理と、
シニア
ソムリエールがセレクトしたワインを楽しめるモダンで
小さな隠れ家風の上質 フレンチレストラン。
京都市北区上賀茂松本町38 北山ランドアート2F B号
TEL/FAX 075-722-6433

京丹波町 Dans La Foret

◯東京都
渋谷区

エスモード東京

LeCordonBleu Japan Tokyo

千代田区 欧明社

◯愛知県

名古屋市
長久手市

配布先募集中！
AJJをあなたのオフィス、

西区

札幌市

みなみ会館

南区

コッコロカフェ

曽爾高原ファームガーデン

TRITON CAFE 北野店

兵庫区

le vieux logis ★

アクエリエル京都

恵文社一乗寺店

ケイノスギャラリーカフェ

リンカネ

BISTRO POISSON-ROUGE

Bon Bon Cafe

ガケ書房

絵本とコーヒーのパビリオン

ル・コルドン・ブルー・パリ(株)

Café Frosch

猫町カフェ

osteria bastille ★

中央区

nao炬乃座

Farafel garden

Be-baba

太地町

PYLONES 烏丸

上京区

Mardi Mardi

◯兵庫県神戸市

プチロール

太陽カフェ

オレンジ カウンティＣafe

京都シネマ

京都市国際交流会館

La muse

cache cache

◯和歌山県

Evantail

無料配布
2012 年 7・8・9 月号
発行： AJ-France

辻調グループフランス校事務局

petit japonais

brasserie Cafe Onze

WORLD1 京都北山店

Ena Beauty
ヒーリストサロン・ドゥ・リール

◯滋賀県
大津市

eﬁsh

Belleピアノ教室

LINDEN BAUM

明日香村
曽爾村

aux bacchanales

Café independant

AromaCultureSchool Osaka

Le Journal no.18

和モダンキッチン Nico Style

生駒市

Café marble

賀茂窯

よしだデンタルクリニック

奈良市

a peu pres

下京区

さらさ西陣

printz

富田林市

◯奈良県

La Voiture

洋食屋パセリ

パン工房RK

阿倍野区

新風館

ROSE MARY

arc sep

うさぎのアトリエ ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 様
花街・先斗町にある、
かわいいうさぎグッズがいっぱ
いのアトリエ。店主の宇佐野ぴょん吉さんをはじめ、
10人程の人気作家さんの作品が並びます。
京都市中京区下樵木町2丁目207番地
TEL/FAX 075-212-0441

プリデリグラフィックラボ

Taiwa 京都調理師学校

OKIDOKI北山店

CHARKHA*チャルカ

AJ-FRANCE

クレープリーアルション
浪速区

サラサPausa麩屋町

CIRCUS COFFEE

細見美術館

中央区

Coﬀee&Pancakesサラサ押小路

Café barbatica

十三シアターセブン

エスモード大阪

和雑貨 鈴木松風堂

Alphabet

ガーデンミュージアム比叡

西区

有限会社クラフトボックス

風呂敷専門店 京都唐草屋

京都造形芸術大学

Guignol

淀川区

京都芸術センター

B-Block

ノートルダム女子大学

graf

ラジオカフェ株式会社

Hair studio A.R.S

Ma cantine

国立国際美術館

Café independant

アンヌ・モネ 京都店 ★

テアトル梅田

kolme kyoto

Mari Gold ★

ピッツェリアパールシンパティア ★

STERAカフェ

スピリットヨガ

カフェ実身美

LʼAMi DU PAiN 北山店 ★

ネイルサロン ルアン ★

salon de the JAMIN

CAFE PULPO

Café kosci

タージマハルエベレスト北山店 ★

中京区

北区

mechant Loup

Les amoureuses ★

Alsace

高槻市

Chez Luc

ロイヤルボディコンシャス ★

CAFE 530

茨木市

bouchon

ネイルサロン北山アリューム ★

THE BURGER COMPANY

◯大阪府

Grenier dʼor

Vapeur ★

左京区

ご協力店舗の紹介

発行元：株式会社AJ-FRANCE

Mirabelle

愛知県立大学フランス学科

敬称略・順不同
★マーク
Le Club AJ-FRANCE加盟店

お申し込みは

お気軽にお申し込みください！

ecole@aj-france.com
075-703-0115
稲
地（いなち）
まで

カフェ アインス Cafe Eins 様

北山にある美味しいサンドイッチ＆コーヒーのカフェ。
ゆるく優しい雰囲気の中、
マスターのたてるサイホン珈琲
やパスタ・スィーツが楽しめます。学割 サービスも有り！
京都市北区植物園北門通桜井町87美園マンション１F
TEL/ 075-712-3787

Photo par Yuko SENGOKU

■ フランス留学体験記
■ Nouveau!! Atelier du Travail -フランスで働く方へ■ Bretagneの夏 -Le festival interceltique de Lorient ■ プチコラム「Olive et Tom」

