
AJ-Journal 配布リスト

配布先募集中！

AJJをあなたのオフィス、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！

お気軽にお申し込みください！    
　ecole@aj-france.com
　　 075-703-0115  

お申し込みは

◯京都府

敬称略・順不同
★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

北区　　 Café salon 北山店 ★
         　CAVA ★
            Vapeur ★
　　　   ネイルサロン北山アリューム ★
            ロイヤルボディコンシャス ★
　　　   S-Beaut ★
            Les amoureuses ★
            L’ourson qui boiit ★
            タージマハルエベレスト北山店 ★
　　　   L’AMi DU PAiN 北山店 ★
　　　   ネイルサロン ルアン ★
            Café Eins(アインス) ★
            ピッツェリアパールシンパティア ★
            アンヌ・モネ 京都店 ★
　　　　 ラ・ドログリー京都北山店★
            Hair studio A.R.S
            Happy Graphic Gallery
            amelie
            Alphabet
         　APA KABAR?
         　Café barbatica
            CIRCUS COFFEE
　　　　Charme kitayama
            Noinah
            Tocoha
            COM
            OKIDOKI北山店
            ROSE MARY
            THE BURGER COMPANY
　　　   CAFE 530
            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
            Be-baba
            京都バレエ専門学校
左京区　 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
            la voiture
中京区　 osteria bastille ★
         　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
　　　　beau bel belle
　　　　Grenier d’or
         　bouchon
            Chez Luc
            CAFE PULPO
         　mechant Loup
            kolme kyoto
         　Café kosci
         　A table
            Mari Gold ★
         

中京区　 Café independant 
            フレンチキュイジーヌ　ティアレ 
　　　　ラジオカフェ株式会社 
         　京都芸術センター
         　有限会社クラフトボックス
            風呂敷専門店 京都唐草屋 ★
            和雑貨 鈴木松風堂
            シナモ
　　　　Cofee&Pancakesサラサ押小路
            さらさ3 
　　　　サラサPausa麩屋町
            さらさ花遊小路
         　椿姫（町家サロン）
　     　 マユミデンタルクリニック
　　　　Taiwa 京都調理師学校
            料理教室 アンパルフェ
　　　　新風館
　　　　La Voiture
             石倉工業
                   -手作りお菓子 道具・食材の店
　　　　  京都町家かりんとうあめんぼ堂 2号店

下京区　 a peu pres
         　Café marble
         　aux bacchanales
         　Café independant
         　raisin
         　eish
　　　　petit japonais
         　brasserie Cafe Onze
         　京都シネマ
        　 プチロール
　　　　  PYLONES 烏丸 
            Cafe Bar 高円（TaKaMaDo)
            nao炬乃座
上京区　 Café Frosch
         　Bon Bon Cafe
　　　　le vieux logis ★
　　　　アクエリエル京都 ★
　　　　同志社大学今出川キャンパス
         　Cafe1001
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
伏見区　 くいな橋しばたデンタルクリニック
            Tea&Life
京田辺市 同志社女子大学
京丹後市 (有)丹後ジャージー牧場　
                     　　  ミルク工房　そら
木津川市 ヨシキデンタルクリニック
京丹波町 Dans La Foret

      

◯東京都

名古屋市  Mirabelle
長久手市  愛知県立大学フランス学科
名古屋市  salon & D＋design associates

◯愛知県

◯北海道
札幌市　  石の蔵はやし
函館市　  学校法人 野又学園 函館自動車学校

◯新潟県
新潟市　  夢シネマ株式会社 
　　　　      十日町シネマパラダイス 　

◯大阪府
茨木市　  salon de the JAMIN
高槻市　  STERAカフェ
北区   　  テアトル梅田
　　　　 スピリットヨガ
　　　　 カフェ実身美
　　　　 国立国際美術館
             雑貨店カナリア
　　　　 graf
　　　　 JAMPOT
　　　　 Guignol
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)
               ANDS
             カフェモード
中央区　  アロマカルチャースクール大阪 ★
　　　    Ena Beauty　
　　　   　  ヒーリストサロン・ドゥ・リール
　　　　 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
             パーティーランドなんば店
浪速区　  cache cache
阿倍野区  辻調グループフランス校事務局
港区　　  お茶と雑貨の店 ハaハaハa （ハハハ）
富田林市  オレンジ カウンティＣafe
豊中市      アエレカフェ
東大阪市   icomadesign ＋ comacafe
箕面市　   meeno
             アンティークショップantique arles
             ノイカフェ千里店
             ポパンクールカフェ
堺市　     restaurant café ROUTE26
             café et bar Que sera sera
吹田市　  café eden

渋谷区     エスモード東京(ファッションの学校) 　
             LeCordonBleu Japan Tokyo
千代田区   欧明社
世田谷区   Zanny
小平市 　  プチミュゼ
府中市　　kiki driving school ★

◯福岡県
北九州市　フラワーサロン・SCHOOL
                        SUKUSUKU co.,ltd.

◯大分県
日田市　  日田リベルテ（映画館）

発行元：株式会社AJ-FRANCE

 ご協力店舗のご紹介

カジュアルフレンチ＆カフェ ヴァプール VAPEURS 様 
肩ひじ張らない、カジュアルな雰囲気でフランスの色
々な地方のお料理を楽しめるレストラン。お食事はも
ちろん、カフェとして気軽にお越しいただけます。
京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町１４ノースサイドビル
TEL 075-702-4789

ル・ヴューロジ Le Vieux Logis 様 
雰囲気ある長い路地を入った先にある京町屋を改装
したオシャレなフレンチレストラン。フランス人シェフ
が作る本場フランス料理をお安く楽しめます。
京都市上京区下石橋南半町54-1
TEL 075-411-8236

L’ourson qui boit ルルソンキボア 様 
京野菜検定合格のシェフが提供する、京野菜をふんだん
に取り入れたフランス料理が堪能できます。舌だけでな
く目でも楽しめる遊び心を取り入れたレストラン。
京都市北区上賀茂豊田町52
TEL 075-701-7155

メンバーズカードパートナー店募集中！

稲地（いなち）まで

LE JOURNAL
PARCE QUE NOUS AIMONS LA FRANCE

■ フランス留学体験記＆バレエ留学のすすめ  
■ Nouveau!! ギフトボックス - Boîte cadeau - 

■ Aromathérapie : une rencontre pleine de senteures de goût AJ
■ そらちゃんの初めての旅行記

Photo par Yuko SENGOKU

京都市内・関西圏は
もちろんフランスにも
パートナー店が沢山！
当社サイトと教室内閲
覧ファイルにて、
パートナー店様をご紹
介いたします。

◯沖縄県
那覇市　  decco

◯兵庫県神戸市
中央区　 Café de paris
　　      SUBARU 
            ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
　　　   TRITON CAFE 北野店
            BISTRO POISSON-ROUGE
兵庫区　 神戸アードヴィレッジセンター
西区　　 兵庫県立大学

◯奈良県
 奈良市　 Mardi Mardi
             絵本とコーヒーのパビリオン
             和モダンキッチン Nico Style
 生駒市　 ケリノスギャラリーカフェ
　　　   リンカネ ★
 明日香村 コッコロカフェ
 曽爾村　 曽爾高原ファームガーデン

◯滋賀県
大津市　 mado cafe
             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

◯和歌山県
太地町    ホテルドルフィンリゾート

◯三重県
四日市市   HOLY HOUSE STUDIO&CAFE 
いなべ市   北欧おうちカフェ ｔｉｎä*ｔｉｎä
津市　　　青山高原カントリークラブ
                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

  par école de langue francaise et
 sejours linguistiques en

 france
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Mademoiselle ECHIGO Aki
留学先 ： バイヨンヌとヴァロンス
期間 ： 6週間（2012年2月4日〜3月20日）
費用 ： 約50万円　　
滞在 ： 先生のお家にホームステイ
フランス語レッスン : 10時間／週
午後のアクティビティ2回／週 ＋ 観光1回／週

今回は、AJフランス語教室の生徒さんで、旅行好
きのEchigoさんが留学サポート（語学留学トータ
ルプラン）を利用されました。 フランス語の勉強を
始めて1年、暮らすようにフランスに滞在したいと
いう夢を短期留学で実現されました。
           
     

◯バイヨンヌ
　とってもお料理上手なマダムでした。手作りのコンソメスープには感
動！極寒の早朝に、マルシェで一緒にお買い物もしました。そこで購入
された鳥を丸一匹を見事に調理され、様々なお料理になってテーブル
に登場！
　また、先生と一緒に名物であるガトーバスクを作りました。バスの乗
り方等を丁寧に教えて下さったので、自由時間には一人で近くの町を
訪れることができるようになりました。たまたま先生の用事について行
き、ボルドー観光ができた事はラッキーでした。

◯ヴァロンス
　授業が難しいと思うこともありましたが、少しずつ語学力がついてき
たことを実感。話すことに重点をおいたレッスンを希望しました。
　まずレベルチェックがあり、できなかったところを順番に学習してい
くというスタイルで、インターネットや絵本を使ったレッスンもありまし
た。文章を読んで内容がわかったというと、じゃあ説明してと言われ、な

 

上：ステイ先のマダムと　

上 ： ステイ先のマダムと一緒に作ったお菓子
下 ： よくお散歩した川沿いの道

　学校へは行かず、先生のお宅でのマンツーマンレッスン兼ホームス
テイというスタイルの短期留学をしました。
　一緒にフランス語を学ぶ友達ができませんでしたが、どちらのステ
イ先もご家族やご友人などたくさん紹介して下さって、色々お話でき
たので、さみしいと思うことはありませんでした。また、周りを気にした
り余計なことは考えず、レッスンに集中できたのがよかったです。

かなかハードでした。
　お菓子レッスンは、自分が今何をしているか説明しながら作りなさ
いというもので、楽しむ余裕もなく必死で取り組みました。電車でリヨ
ンまで行ってみたいと言ったら、電車のアナウンスの聞き取りや切符の
買い方をレクチャーたり、とても実践的なレッスンもして下さいました。
　先生は、常にフランス語の勉強になるようにということを意識され
ていたように思います。 フランスの家庭料理がよくわかるよう毎日の
献立にも気を配ってくださいました。うずらやうさぎのお肉、クスクス
等、初めて食べるものも多くありましたが、全てとてもおいしかったで
す。マルディグラの日には、先生、先生の旦那様と３人で交代でクレープ
をたくさん焼いて食べました。広大なお庭でとれた数々のフルーツのジ
ャムがあって、毎朝それらをパンにつけて食べるのが楽しみでした。

　全体を通して、やはりごはんとお菓子がおいしすぎて、たった６週間
の滞在の間に４キロも太ってしまいました！ 
　おいしい食べ物に、おしゃれな生活スタイル、素晴らしい芸術、遅れる
ことの方が多い電車、長い休暇、頻発するストライキ、誇り高いフランス
人たち等、フランスで体験する全てが、私にとって心地よいものでした。 
フランスの生活に直に触れることができて、とても満足しています。
　平凡なＯＬ生活を送っていた私でもこのような経験をすることがで
きましたし、留学は短期間でも旅行とはまた違った時間を過ごすこと
ができるので、とてもオススメです。

京都の野菜屋さん　ecoVeg*ロジャヴェルデ

LOJA VERDE (ロジャヴェルデ)
京都市中京区富小路錦上る末盛ビル1F
075-211-3321

【mail: oice@loja-verde.net】
【HP: http://www.loja-verde.net】
全て京都産の野菜のエコベジアレンジメント
は¥3,300〜　全国発送・配達／当日注文OK

上：夏野菜のアレンジメント。トマト、
賀茂なす、イエローズッキーニなど　
下： お豆、薬膳等は30種類
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下：サンジャンピエドポールからの帰りに通った道　

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

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♪

【HP】http://www.omeisha.com

講師おすすめ！フランス語学習ツール
　　　　　　　　　　 AJ-Franceのフランス人講
　　　　　　　　　　　 師が「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？どちらも想像力を
働かせて読むと、とても面白いですよ♪ポケットサイズな
ので、いつもカバンに入れておけば、移動する時等にちょ
こっと読んで、時間も有効活用できちゃう優れものです。

やさしく読める仏語
〜 lecture facileシリーズ 〜
有名なフランス文学作品を語彙数を
限定してリライトしたシリーズレベル
はJaune（500-900語）とRouge(9
00-1500語）。語彙数は700語で、ヨ
ーロッパ共通基準Ａ2レベル対象。
巻末に語彙集、本書の内容に関する
クイズと作品解説がついているので、
学習用にぴったり。
＊語学学習者用に編集されているた
め、オリジナル作品ではありません。

〜 Guide Du Routard シリーズ 〜
バックパッカーのように現地の生活
を体験したいという通な旅人に好ま
れるガイドブック。地球を背負う男性
のマークが目印で、街中のおすすめ
ポイントにこのマークのシールを見
つけることができます。「地球の歩き
方」を片手に旅行に行くと日本人に
多く遭遇するのと同じで、「Guide 
Du Routard」を片手に旅行に行く
とフランス人のバックパッカーに多
く遭遇します！

欧明社 -OMEISHA-

販売価格：
1,145円(内税)

販売価格：
2,814円(内税)

Chine
Inde du sud 
Bali et Lombok
Birmanie 
Thailande 
Cambodge 
Japon     ...etc
すべて仏語表記

niveau Jaune: 
Carmen

（カルメン）
niveau Rouge:
Germinal

（ジェルミナル）
Cinq contes

（5つの物語）
             ...etc

パリの本屋さんにも並んでいます♪

　エコベジアレンジメント専門店、ロジャヴェルデさんは京都の台所、錦市場
のすぐ側にあります。オシャレなカフェのような外観で、一歩店内に入ると野
菜の甘い香りが漂い、所狭しと瑞 し々い野菜が並んでいます。南丹より毎朝届
けられる野菜は全て農薬不使用。季節の野菜をお花のアレンジのような贈り
物・手みやげに、とオーナーさんが提唱したエコベジは環境にも身体にも良く、
 お料理好きな方へや、お中元、お歳暮、開店や周年のお祝い、母の日にぴった
り。リピーターが多く、一人暮らしの方にも喜ばれるそう。プレゼントされたご
家庭は、 摘む感覚を得られるので、お子様の野菜嫌いが直ったそうですよ！
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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
HP: http://france-ryugaku.com

アクエリエル京都
〒602-8395 
京都市上京区社家長屋町683-2
駐車スペース：無 
TEL/FAX 075-463-1477
HP http://www.aquariel.com/index.html
MAIL webmaster@aquariel.com
営業時間：10：00〜18：00
年末年始のお休み以外は営業

市バス「北野天満宮前」又は「上七軒」下車徒歩3分
北野天満宮のすぐそばの町家です

留学サポートセンターAJ-Franceのサポート

※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
※その他、住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等のサポートあり

★ 未成年ビザ申請サポート
★ 学生ビザ申請サポート
★ バレエ学校入学手続きサポート
★ 中学・高校入学手続きサポート
★ アパート手配サポート
★ レジデンス手配サポート

¥15,000〜
¥10,000〜
¥50,000〜
¥50,000〜
¥35,000〜
¥40,000〜

　今回は、 北野天満宮そばにあるアクエリエル京都へお邪魔し、お話をお伺いにました。アクエリエル京都さ
んはオリジナルハーブティー、コーヒー、エッセンシャルオイル、キャリアオイルなどのアロマセラピー用品を販
売する傍ら、 資格取得コース、 ベビーケアクラス、 その他セミナーといったセラピストを育てる活動もされて
いらっしゃる、とってもサンパティックなお店です。弊社の代表ジャンジャックとの対談が実現しました！

↑ NARD認定アロマセラピーアドバイザー講座、 ベビーマッサ
ージインストラクターコース など、アロマセラピーに関する各種
教室も開催されていらっしゃいます。

↑左 ： 所狭しとオリジナルハーブティーが並んでいま
す。お店で実際に香りをチェックできます。

↓ お見せ下さった数々のアロマエッセンス。身体に、空
間に、物に、さまざまなシーンで使いこなします。

↑右 : オーナーのカーティーさんとジャンジャック。
とても楽しい対談ができました。

2階はどなたでもごゆっくりくつろいでいただける
スペースとして開放、また貸スペースとしても利用可

＊お料理レッスンやお花のレッスン等もございます。
少しでも興味があればまずは弊社までご相談を！「初回カウンセリング」1回無料です。
遠方にお住まいの方はお電話やスカイプでもカウンセリング可。

（カウンセリングは予約制ですので、お電話もしくは弊社のホームページからカウンセリングの
ご希望日時をお知らせ下さい。）
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、フランスに行きましょう！

オーナーのカーティー倫子さん
セミナーやレッスンに、自ら講師
として活躍されておられます

【ジャンジャック（以下J）】 アロマはフランスでは風邪を引いた時や体
調が悪い時など、ハーブを取り入れたり、身近で生活に密着していま
すが、日本ではまだ始まったばかりですね。

【カーティー倫子さん（以下カ）】 そうですね、私がアロマに出会った
ころは、日本にはほとんど浸透してませんでした。本もほとんどなくて。
それで、オーストラリア、イギリスで勉強し、開業助産師として自分の
お店を京都に構えたのが97年の事です。ん〜と、15年前ですね。

【J】 私が来日した年ですね！結構経つんですね。
【カ】 そうですか！アロマは90種類近くのアロマエッセンスを配合し
て様々な状況に合わせてつくる事ができます。クリームやオイル、スプ
レーなど、作れないものはない、といっても嘘じゃないくらい、いろい
ろあるんです。アロマはコツさえ掴めば、とても気軽に生活に取り入
れる事ができるんですよ！

アロマのおはなし お母さんの居場所を

初めてとは思えない程とても親しみやすく、 人を大事にされるお店だと感じま
した。また行きたい！と思いました。みなさんもぜひお店に行ってみて下さいね！

【カ】 最近の赤ちゃんは向き癖がついていて、発達に影響するので、
生後2ヶ月からの赤ちゃんに対してできるバランシングセラピーを開
講し、赤ちゃんとどう接していいかわからないお母さんのために提案
しています。親子で公園デビューしたらもう大丈夫ですが、それまで
外に出ないお母さん達があまりにも多い事に気づきました。
それに、お母さんて触ることはあっても、触られる機会がほとんどなく
ってスキンシップが足りていないのが現状なんです。

【J】 AJ-Franceでも、お母さんのためのさらっとフランス語レッスン
 「Atelier des mamans avec bébé」を去年から開講しています。
お母さんは内に籠りがちなので、もっと外へ出てほしいですね。
対談を終えて・・・アシスタントより

　バレリーナを目指す方は沢山
いらっしゃいますが、実際にプロ
のダンサーになれる方はほんの
ひと握り。バレエは体が出来るま
でが勝負なので、 若いうちから
本場のテクニックを体に覚えさせ
ることが大切です。 また、表現者

【バレエ留学一日の例】
  7時　　　　 お気に入りのアパルトマンで起床、軽いストレッチをして
　　　　　　  近くのマルシェで買ったフルーツで朝食を摂る
  8時〜12時　メトロに乗って通学。語学学校でフランス語のレッスンは
　　　　　　  少人数制でじっくり学びます
12時〜14時　学校の仲間とお互いたどたどしいフランス語でランチ
　　　　　　  様々な国籍や職業、性別・年齢の人と友達に
14時〜16時　公園を散歩、カフェでゆっくりした後、ショッピングへ！
17時〜18時　バレエ教室でレッスン
19時〜    帰宅、簡単な夕食、語学学校の宿題をして就寝

としてイマジネーションも必要とされる職業ゆえ、素敵な街で異文化に触
れることは、今後のダンスに大きく影響します。
　さらに、しっかりと考えることのできるバレエダンサーになるためには、
自立心も大切となるはず。異国での生活、コミュニケーションの中で自立心
を養えるということも留学の魅力の一つです。フランスで本格的なレッスン
を受け、他のダンサーと差をつけて素敵なプリマになりましょう！
　まずはオーディションを受けましょう。オーディションに受かれば、渡仏
に向けての準備スタートです。 

3ヶ月以上の長期留学となると、ビザ申請など自分でするにはややこしく
面倒なことばかり。学校登録、住居手配、ビザ申請サポート等、お客様の留
学を留学計画〜渡仏時〜留学終了後までサポートいたします！

　バレエ講師をしているのでキャリアアップ
したい！趣味でバレエを習っているのでフラ
ンスでのレッスンを覗いてみたい！旅行のつ
いでにバレエのレッスンを受けてみたい！
そんな方々にぴったり。 1日から受講できる
オープンスクールでのダンスレッスンもあり
ます。初心者からプロの方まで全レベルに対
応。パリのアパートでゆっくりと一人暮らし
をしながら週に１、2回バレエレッスンに通
うなんて事もできます☆

大人のためのバレエ留学
　　　　　　　　　　　

例：【Stanlowa Ecole du Ballet de Paris】　スタンロヴァバレエ学校
料金；
年間登録料 : 25 €
1回のみのレッスン  : 16 €
回数券 10 レッスン分 : 140 € ( 1レッスンあたり 14 € )
回数券 20 レッスン分 : 250 € ( 1レッスンあたり 12,50 € )
回数券 30 レッスン分 : 345 € ( 1レッスンあたり 11,50 € )
◎夏期レッスン
Grand stage d’ete　7月2日〜7月6日 （2012年度の場合）

◎子供向けレッスン　　
◎プロ養成コース　     
◎大人向けコース　
　　　　　      9月3日〜（2012年度の場合）いつでも誰でも短期でも長期でも入学可。

パリにあるジュニアプロのバレエダンサーを育成する学校。
入学にはある一定のバレエテクニックが必要なため、まずはオーディショ
ンを受けていただきます。9歳から入学可。午前中は小学校・中学校・高校
に通い、午後14時〜17時までバレエレッスンとなります。

4歳から16歳まで入学可
9歳から入学可
オーディション無し。入門〜上級者まで

本格的なバレエ留学

バレエを学ぶ方なら、一度は夢見るバレエ留学 ー 言葉が話せないから無理、バレリーナになりたい訳じゃないから、 費用がか
かりすぎるから、素人の日本人なんて受け入れてもらえない、と諦めている方も多いと思いますが、留学はそんなに難しいものではありません。弊
社が提案するバレエ留学は、趣味のバレエコースからプロ育成コースまで、一人一人のご希望に合ったプランを一緒に考え、サポートして行きま
す。サポート内容は主に学校登録、アパート・寮・ホームステイなどの手配（住居手配）、ビザ申請サポート、その他お困りのことがあれば、何でもご
相談いただけます。一言にバレエ留学と言っても、一日体験コースから1年以上の長期プログラムまで様々です。小さな頃からバレエを学び本格的
にバレリーナになりたい方、大人になってから趣味としてバレエを習っている方、フランスへのバレエ留学を実現させてみませんか。

Ballet en France
気軽にバレエ留学してみませんか？ 

海外旅行のオプションとして一日レッスン
プロ育成コースで長期留学etc...

10月27日（土）10hよりAJ-Franceとコラボイベントします！
詳しくはp,5をご覧ください♪

写真提供 ： 京都バレエ専門学校・有馬龍子バレエ団さんとAj生徒Mさん



そらちゃんの初めてのフランス旅行記

2012年10月〜12月の　お菓子＆お料理レッスン　-nos rencontres gourmandes-

＊10月13日（土）　クレープとガレット
　みんな大好き♪フランスと言えばこれ☆
＊11月11日（日）　クラフティ
　冷めるまで待てない！果物をたくさん入れて
　プリンのような生地の甘いタルトを作ります
＊12月15日（土）　ガレット・デ・ロワ
　パイ生地にコツあり！家庭でも作れます！

 1レッスン45分
1ヶ月2回：¥5000
＊入会金 別途必要

Lundi 

月

Mardi 

火

Mercredi 

水

Jeudi 

木

Vendredi

金

Samedi 

土

Dimanche 

日

旅行会話
Bon voyage!!

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

ちびっこアトリエ
こぐま組
月2回

17:00-17:45

こりす組
月2回

10:00-10:45

グループレッスン
3ヶ月全10回

超入門
11:00-12:30

中級 
18:00-19:30

初級 
11:15-12:45

 Si vous aimez la cuisine, vous savez que le plus important 
n’est pas seulement la recette, mais que c’est également les 
ingrédients et les gestes. C’est encore plus vrai pour la cuisine 
marocaine ou les épices notamment une grande importance. 
Les épices sont tellement importantes qu’on en retrouve aussi 
dans les pâtisseries marocaines ou même en pharmacie.
　Prenons par exemple un plat que vous connaissez tous 
: le couscous. Bien sûr, tout le monde a des goûts difére
-nts donc les épices utilisées ne sont pas toujours les mê
-mes d’une recette à l’autre. Mais en général, on retrouve

L’Atelier pour les enfants ちびっこアトリエ
沢山の文化に触れよう！小さい頃から語学に接することで将来の可能性がさらに広
がります。楽しく遊びながらフランス語を習得しましょう♪１ヶ月間同じ内容でレッス
ンを行い、月ごとにレッスン内容が変わります。カルタや遊びを取り入れて、アルファ
ベットや数字を少しずつ学びます。今月の歌、物の名前(動物、食
べ物、人など）、お絵描き等も。フランス人講師が担当します。

↑飛行機の中、バシネットの中で寝ているそらちゃん

↑人生初！これからパリのメトロに乗ります！

始めまして☆そらです。京都市の保育園に通う、
いつも元気が自慢の１歳半児です♪
今回初のフランス、初めての飛行機に少し興奮ぎみの私。
地べたに寝転がったり、飛行機の見やすい場所へ移動したり。赤ちゃんがいる
と飛行機やタクシーなど優先になるので、私もママもとても気分が良かったよ。
子供用の食事は1才半位の私には少し重い感じ。
スパゲティにハンバーグ等、とても濃い内容なので、
ママやパパのご飯を食べたよ。
子供用の食事のチョイスは10種類以上あり、飛行
機のチケット購入時に選べるんだって。 ※1

私たちの席は3名席で、窓側とその隣でバシネット
（赤ちゃん用ベット)を設置するために、前は広々。私
はほとんど寝ていたので、通路側の方にも特に迷惑
はかからなかったので良かった。74cm9kgの私は
ベットから足がはみ出て、カエルのように足を曲げ
た状態でねんねをしていたみたい。
ベットを使用しない時はおむつ等を入れたかばん
を入れ、機内でCAさんから貰ったシールやお絵描
きをして楽しく過ごしたよ。

フランスに到着後も、私は交通機関での移動中はねんねをしてることが多かったよ。
１週間はパリに滞在、残り１週間はグルノーブルの山に滞在！
TGVでグルノーブルへ、そこからさらに山奥へ入り、パパの中学寄宿舎時代の同窓会へ。 
滞在していたホテルは、元は寄宿舎で、 喘息の子供達が勉強している学校だったんだっ
て！元校長先生（御歳80歳）も山登りに参加！毎年しょっちゅう山登りされてるだけあって
すごく元気だったよ。私もママとパパに交互におんぶされながら皆と頂上まで。
お弁当もしっかり完食〜！楽しかった〜〜♪ 
子連れで海外に旅行・プチ留学をお考えの方の参考になったら嬉しいです♪

◯役に立った持ち物
2週間の滞在で40枚入りのオムツ
食事時のエプロン、携帯用マグ
数日分の日本食（米、番茶、しょうゆ、ダシ、とろろ昆布、のり等）
　　　　　　　　　　　　　

※1 大韓航空の場合。※2 座席を使用しなければ24ヶ月までの乳幼児は運賃無料。 
バシネットは身長75cm、体重11kg以下のお子様を対象

【参考】
エールフランス： 2歳未満の幼児は、国内線は無料、国際線では90％の割引、 
バシネットは70cm以下、10kg以下の乳幼児のみご利用可能
日本航空: 2歳未満の幼児は、大人運賃の10％の幼児運賃、 
バシネットは10kg以下の2歳未満の乳幼児のみご利用可能

↑エッフェル塔の前で３人揃って記念写真

↑グルノーブルで牛さんに遭遇。Bonjour♪

↑飛行機にのるまで、大はしゃぎ☆

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！
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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。

男性のご参加
もお待ちして

おります。
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プチコラム
　AJ-Franceのフランス人講師Ayoubはモロッコ人を両親に持つフランス人（franco-
marocain：2つの国籍を持っています。日本にはないシステムですね）。彼にモロッコ料理

（特にスパイス）について教えてもらいました。モロッコ料理といえば、クスクスやタジン、
バスティラなど。これらは昨今、日本でも手軽に食べられるようになりましたね。　　　　モロッコ王国

北アフリカ北西部にある地海と大
西洋に面する人口約3200万人の
国。 かつてフランスの植民地だった
ため、フランスの影響が多く残る。

こりす組（2歳〜小学校入学前）　土曜日 10h00-10h45
こぐま組（小学校低学年）　　　  金曜日 17h00-17h45

１ヶ月集中講座

＊T.Namieさん：フランス3ヶ月滞在中、東京からスカイプにてレッスン

1年分を1ヶ月で勉強しちゃおう！入会金無料！フランス留学準備にもぴったり！
通訳案内士の試験準備のため、バレエ留学準備のため、親子で（お嬢様は留学準
備、お母様はお嬢様に誘われて）、と理由はさまざま。

月曜日〜金曜日（40時間/月）　受講料：14万円

週5回、1日2時間の個人レッスンで
語学力強化！共有の自習室も完備し
ているのでいつでも利用可

〜 le programme intensif 〜

受講者の方の感想

　以前からフランス語のレッスンに通うも、いつも続かない私でした。時間が無いことから、
なるべく毎日レッスンができる学校を探し、京都にあるAJ-Franceがヒットしました。東京
にいる私は十二分にサービスが受けられるか心配をしていましたが、レッスン時間について
やＤＶＤの貸出しや、宿題についても丁寧に対応いただき、本当に感謝しています。仕事をし
ながらのレッスンだったので、なかなか追いつかない部分も多々ありましたが、やはり毎日フ
ランス語に触れることは、私のレベル向上に大変役に立ちました。まだまだフランス語が不
慣れな私は日本人の先生に細かいニュアンスなどを質問できてよかったです。

アトリエの週間スケジュール

AJ-France代表ジャンジャック、講師責任者Akiko先生、そして二人の愛娘
そらちゃんが、２週間の家族旅行でフランスへ。
そらちゃんにとって初めてのフランス！さて、どんな旅行になったのでしょうか。

◯ こちらの記事の日本語はAJ-FRANCEのHPまで！
◯ 写真提供：モロッコ専門料理店「jajouka」さん
　 http://www.jajouka-kyoto.jp/main.html
　　　　　　　　　　　　　

dans le couscous : du gingembre, de la coriandre, du cumin, de la cannelle, 
du paprika ou encore ce qu’on appelle du raz el hanout, un mélange de plusi
-eurs épices (parfois on y retrouve plus de 50 épices !!).Et vous, utilisez vous 
souvent les épices dans votre cuisine ? N’hésitez pas à nous envoyer vos 
meilleures idées de recettes. Et surtout, bon appétit !!!

観光先チェック。

公園とショッピングは

必須ね♪♪あとはどこ

へ行こうかしら♪
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X

見た目はまるでレトロな自転車。でもただの自転車ではないんですよ。
モペットと呼ばれるカテゴリーの原動機付自転車(原付バイク）なんです！ 
ヴェロ・ソレックス (VéloSoleX) の名で有名。 自転車本体の前籠の部にエン
ジンが積まれていて、エンジン上部にあるレバーの簡単な切り替え操作で、自
転車としての走行も出来るんです！
フランスならではの小粋なルックス。フランスの田舎町を爽快に走る姿が絵
になりますね。

『 』ソレックス

Jean-Jacquesの

ちょっとまめ知識 1905年にフランスにて設立されたSolex社はキャブレーターなどの機械部品など
を主に製造。その後、自転車にエンジンを搭載したモペットを開発し、1920年代
にはSolex S3800を発売。フランスにて国民的な人気を誇るモデルとなりました。
現在も根強い人気を維持し、日本でも e-SOLEXとして発売されるなど知る人ぞ
知るオシャレな自転車バイクです。

ほっとひといき・・・

【HP】http://www.solexworld.fr/

minuscule(ミニスキュル)　〜小さなムシの物語〜 
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[Eテレ] 2分版
毎週金曜 午後7時48分
(再) 毎週日曜 午後2時23分
[Eテレ] 5分版
毎週日曜 午前7時20分

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
受講料：4000円

■文法アラカルト 多読テクニック、発音記号
を交えて、声に出して読も
う！ボキャブラリーを増や
すのにも有効です！
要望に応じ、個人レッスンでも対応

■プチニコラを読もう！

3ヶ月6回/ 日程は随時決定
受講料：14000円

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。
要望に応じ、個人レッスンでも対応

■アトリエB.D.(マンガ)

3ヶ月6回/ 第2・4（火）16h-17h
受講料：14000円

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10倍
に！

■アトリエ・スクラブル

月1回/日程は随時決定
受講料：2200円

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
要望に応じ、個人レッスンでも対応

■旅行会話 
　　　　-Bon voyage!!-

月4回(1ヶ月完結)/土曜日 9h-10h 
受講料：10000円(入会金不要)

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？
育児の息抜きにもぴったりです

■アトリエ・デ・ママン

10月3日、17日／11月7日、21日／12月6日、20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！

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♪

■アトリエ・とらばーゆ

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

超入門 ：楽しく1から学ぼう　開催日：水曜日 11h-12h30
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※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

　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！
　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！

AJ-France フランス語教室料金表

交通アクセス

AJのPETITE BOUTIQUE  教室にて販売中!!

AJ-France講師紹介

   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   

     

   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
 

Ayoub MRHAR (アユブ)先生

Adeline DECAUX (アドリンヌ)先生

Jean-Jacques TRUCHOT (ジャンジャック)

TAKAKURA Akiko（高倉 暁子)先生

Cyprien GAUZE （シプリアン)先生

Charlotte TOURNIER (シャルロット)先生

Florian CORBEL (フロリアン)先生
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。
FLE資格有

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
ばーゆ担当。

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！

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！
FLE資格有

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？！

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。

ブルターニュ出身

パリ郊外・モアセル出身

リヨン出身 北海道・帯広出身 グルノーブル出身

メッス出身

リール出身

PARIS

★フランス語教室　料金表

株式会社AJ-France
〒603-8054　京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU

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

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

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

各プログラムのお申込・お問い合わせ先

      

      
    

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。

フランス語レッスンをチケットにしてラッピングいたしま
す！お友達、恋人やご家族の方に今年のノエル（クリスマ
ス）を素敵に演出してみませんか？世界が広がるエスプリ
がきいたプレゼントです。お祝い、サプライズにも！

Boîte “cadeau”　：　ギフトボックス

-6-

生徒さんインタビュー
　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！今回はフランス語を
始めて半年の須川敬太郎さんにお話をお伺いしました。須川さんは 滋賀県の大津市から
車で通われています。 海外の自動車レースに出場することもあるレーシングカーを開発す
る会社に勤めておられ、パンフレットの制作やマシンのカラーリング・デザイン、Webの制
作の更新などを担当されています。 AJ-Franceフランス語教室ではプライベートレッスン
と、ご夫婦でアトリエレッスンに参加したりと、上手にレッスンをされています。

右側が須川さん 
フランスのチームスタッフとーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？

　今年の6月にフランスで開催された「ル・マン24時間レース」に、フランスのチー
ムスタッフを借りて自社で開発したレーシングカーを走らせました。現地で写真
撮影やWeb更新を担当する私は、少しぐらいフランス語(人)慣れしておいた方が、
行動に余裕も生まれるだろうと思い、フランス語を習うことにしました。デザイン
や写真の勉強をしていると、フランスは割りと近い存在で、以前からフランス語の
勉強をしてみたいと思っており、更に今年は
ル・マンもあったので、良い機会でした。ー今後の目標は？

「フランス語の勉強を、とにかく長く続けること」
　続けることで、フランス語を通じて、思いも掛けないことを知ったり、気付いたり、
新しい人とも出会えたり、予想出来ないことが、いっぱいあると思います。せっかち
な目標を決めずに、楽しみながら、のんびり長く続けたいと思っています。
　でも、必ず話せるようになりたいですね。

右
上
→
　
ピ
ッ
ト
内
は
迫
力
満
点

紙タイプ オリジナル（松脂）
1冊

３冊セット
 500円
1380円

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

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♪

上
↑
会
場
の
様
子

ご予算に合わせて回数を決められます　2回レッスン
チケットからチケット追加可能 （追加チケット1枚3500円）
例 ： 2回レッスンチケット＝9500円

3回レッスンチケット＝13000円

オリジナルな贈り物を探している方へー

写真提供 ： 株式会社 童夢 www.dome.co.jp　須川さんのブログ : www.amiamie.net Papier  D’armenie： パピエ ダルメニ　
　　〜 紙のお香 〜
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Albums photos :Une image vaut mille mots...

Papier  D’armenie： パピエ ダルメニ　
　　〜 紙のお香 〜



-5-

見た目はまるでレトロな自転車。でもただの自転車ではないんですよ。
モペットと呼ばれるカテゴリーの原動機付自転車(原付バイク）なんです！ 
ヴェロ・ソレックス (VéloSoleX) の名で有名。 自転車本体の前籠の部にエン
ジンが積まれていて、エンジン上部にあるレバーの簡単な切り替え操作で、自
転車としての走行も出来るんです！
フランスならではの小粋なルックス。フランスの田舎町を爽快に走る姿が絵
になりますね。

『 Solex 』ソレックス

Jean-Jacquesの

ちょっとまめ知識 1905年にフランスにて設立されたSolex社はキャブレーターなどの機械部品など
を主に製造。その後、自転車にエンジンを搭載したモペットを開発し、1920年代
にはSolex S3800を発売。フランスにて国民的な人気を誇るモデルとなりました。
現在も根強い人気を維持し、日本でも e-SOLEXとして発売されるなど知る人ぞ
知るオシャレな自転車バイクです。

ほっとひといき・・・

【HP】http://www.solexworld.fr/

minuscule(ミニスキュル)　〜小さなムシの物語〜 
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[Eテレ] 2分版
毎週金曜 午後7時48分
(再) 毎週日曜 午後2時23分
[Eテレ] 5分版
毎週日曜 午前7時20分

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
受講料：4000円

■文法アラカルト 多読テクニック、発音記号
を交えて、声に出して読も
う！ボキャブラリーを増や
すのにも有効です！
要望に応じ、個人レッスンでも対応

■プチニコラを読もう！

3ヶ月6回/ 日程は随時決定
受講料：14000円

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。
要望に応じ、個人レッスンでも対応

■アトリエB.D.(マンガ)

3ヶ月6回/ 第2・4（火）16h-17h
受講料：14000円

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10倍
に！

■アトリエ・スクラブル

月1回/日程は随時決定
受講料：2200円

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
要望に応じ、個人レッスンでも対応

■旅行会話 
　　　　-Bon voyage!!-

月4回(1ヶ月完結)/土曜日 9h-10h 
受講料：10000円(入会金不要)

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？
育児の息抜きにもぴったりです

■アトリエ・デ・ママン

10月3日、17日／11月7日、21日／12月6日、20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！

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♪

■アトリエ・とらばーゆ

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

超入門 ：楽しく1から学ぼう　開催日：水曜日 11h-12h30

■グループレッスン (3ヶ月:全10回)

受講料：29000円　(1レッスン90分) 定員：7名様

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!

■アトリエ・シャンソン

10月13日、27日／11月10日、24日／
12月8日、22日
受講料：14000円(3ヶ月6回)

■らくらく発音アトリエ
発音記号が分かれば、
もう怖くない！！多読の
コツをつかめます
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 
受講料：14000円

グループレッスン、テーマ別レッスン 　-フランスにもっと近づこう、「学びたい」と応援します-

特別コラボイベント企画！！
『ベベとママンに使えるアロマレッスン』

今回は「冬の風邪知らずアロマ」のレッスンです。お茶を飲みながらリラ
ックスしてベベとママンに使えるアロマを勉強します。気軽にアロマを
日々の生活に取り入れてみませんか？レッスンでその日作ったものをお
持ち帰りいただけます。一般の方のご参加ももちろんOKです！

初級 ： 仏検4級程度　開催日：土曜日 11h15-12h45

中級 ： 仏検3級程度　開催日：金曜日 18h-19h30

10月17日、24日、31日／11月7日、14日、21日、28日／12月5日、12日、19日

10月13日、20日、27日／11月10日、17日、24日、／12月1日、8日、15日、22日

10月12日、19日、26日／11月2日、9日、16日、30日／12月7日、14日、21日

性別、年齢にとらわれず、仲間と共にフランス語を学びましょう！

料金 ： ¥2500
定員 ： 5名様

ためにならない!? プチフランス語講座 〜 日本語になったフランス語 〜
　最近、フランスでは日本ブームが巻き起こっているからか、日本語そのままがフ
ランス語になった言葉を聞く時があります。例えばひと昔前なら「geisya（芸者）」、

「sushi（すし）」、zen（禅）」など、ザ・ニッポンという感じでしたが、最近は「bento
（お弁当）」、「otaku（オタク）」、「manga（マンガ）」など、（弁当以外は）比較的新し
い単語がフランス語として通じるようになりました。
　さて、その逆も然りで、日本語になったフランス語は本当に沢山ありますよね。
例えばパフェ、コンソメ、コロッケ、グラタン、クロワッサン、食べ物以外ではミュー
ル、サロペット、マッサージ、グランプリ、アンティークにブーケ、ルーレット、アンケ
ートとかクーデターとか。ポプリ、アベック、アンコールなどもそうですね。

　意外な、日本語になったフランス語をご紹
介します♪みなさん、ご存知でしたか？

【ポチ】　　ペットとして飼う犬の名前と言えば！という程メジャーな名前として浸
透している「ポチ」。実は、かつてフランス人が飼い犬を「petit!（プティ）」と呼んでい
たことから派生し、大流行して広まっていったそうです。（諸説あるのでご注意下さい）

【サボる】　授業をサボる、バイトをサボる、という言葉は一度は口にした事がある
のではないでしょうか。この言葉はフランス語の「sabotage（サボタージュ）：やっつ
け仕事、手抜きという意味」と日本語の動詞「〜る」がくっついてできた言葉なので
す！大正時代には既に使われていたそうですよ。 知っててソンはない・・・でしょう？

写真はイメージです
写真提供：Yuko SENGOKU

カーティー倫子先生とジャンジャックが対談しました！詳しくはp,10をご覧ください♪

日程 ： 10月27日（土）　10h00-10h45
場所 ： AJ-France語教室 
講師 ： アクエリエルグループ代表　カーティー倫子先生

動物好きな教室の生徒さんR.Yさんおすすめの『ミニスキュル 〜小さなムシの物語〜』はNHKで放送されている超短編ムービー。
フランスの田舎に暮らす、なんとも可愛らしい昆虫達のお話。人間の声はないのでリラックスしながらの鑑賞にぴったり！
音を上手に使い昆虫達の性質を面白おかしくブラックユーモアを交えた、愛あり友情ありもちろんオチもありのミニアニメです。虫が苦
手な方も、子供から大人まで楽しめます。お茶目なてんとう虫、他の昆虫
をいつも観察している蜘蛛ちゃん、働きものの蟻ちゃん達などユーモア
たっぷり。背景や人物などは実写だそう。フランスの田舎の風景が見ら
れるのがとても癒されます。ワハハ、クスクス、にんまり、笑いがクセにな
る、妙にリアルでシビアな昆虫
の世界、覗いてみませんか？



そらちゃんの初めてのフランス旅行記

La cuisine marocaine et ses épices  par ayoub

2012年10月〜12月の　お菓子＆お料理レッスン　-nos rencontres gourmandes-

＊10月13日（土）　クレープとガレット
　みんな大好き♪フランスと言えばこれ☆
＊11月11日（日）　クラフティ
　冷めるまで待てない！果物をたくさん入れて
　プリンのような生地の甘いタルトを作ります
＊12月15日（土）　ガレット・デ・ロワ
　パイ生地にコツあり！家庭でも作れます！

 1レッスン45分
1ヶ月2回：¥5000
＊入会金 別途必要

月 火 水 木 金 土

Dimanche 

日

旅行会話
Bon voyage!!

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

ちびっこアトリエ
こぐま組
月2回

17:00-17:45

こりす組
月2回

10:00-10:45

グループレッスン
3ヶ月全10回

超入門
11:00-12:30

中級 
18:00-19:30

初級 
11:15-12:45

 Si vous aimez la cuisine, vous savez que le plus important 
n’est pas seulement la recette, mais que c’est également les 
ingrédients et les gestes. C’est encore plus vrai pour la cuisine 
marocaine ou les épices notamment une grande importance. 
Les épices sont tellement importantes qu’on en retrouve aussi 
dans les pâtisseries marocaines ou même en pharmacie.
　Prenons par exemple un plat que vous connaissez tous 
: le couscous. Bien sûr, tout le monde a des goûts difére
-nts donc les épices utilisées ne sont pas toujours les mê
-mes d’une recette à l’autre. Mais en général, on retrouve

 ちびっこアトリエ
沢山の文化に触れよう！小さい頃から語学に接することで将来の可能性がさらに広
がります。楽しく遊びながらフランス語を習得しましょう♪１ヶ月間同じ内容でレッス
ンを行い、月ごとにレッスン内容が変わります。カルタや遊びを取り入れて、アルファ
ベットや数字を少しずつ学びます。今月の歌、物の名前(動物、食
べ物、人など）、お絵描き等も。フランス人講師が担当します。

↑飛行機の中、バシネットの中で寝ているそらちゃん

↑人生初！これからパリのメトロに乗ります！

始めまして☆そらです。京都市の保育園に通う、
いつも元気が自慢の１歳半児です♪
今回初のフランス、初めての飛行機に少し興奮ぎみの私。
地べたに寝転がったり、飛行機の見やすい場所へ移動したり。赤ちゃんがいる
と飛行機やタクシーなど優先になるので、私もママもとても気分が良かったよ。
子供用の食事は1才半位の私には少し重い感じ。
スパゲティにハンバーグ等、とても濃い内容なので、
ママやパパのご飯を食べたよ。
子供用の食事のチョイスは10種類以上あり、飛行
機のチケット購入時に選べるんだって。 ※1

私たちの席は3名席で、窓側とその隣でバシネット
（赤ちゃん用ベット)を設置するために、前は広々。私
はほとんど寝ていたので、通路側の方にも特に迷惑
はかからなかったので良かった。74cm9kgの私は
ベットから足がはみ出て、カエルのように足を曲げ
た状態でねんねをしていたみたい。
ベットを使用しない時はおむつ等を入れたかばん
を入れ、機内でCAさんから貰ったシールやお絵描
きをして楽しく過ごしたよ。

フランスに到着後も、私は交通機関での移動中はねんねをしてることが多かったよ。
１週間はパリに滞在、残り１週間はグルノーブルの山に滞在！
TGVでグルノーブルへ、そこからさらに山奥へ入り、パパの中学寄宿舎時代の同窓会へ。 
滞在していたホテルは、元は寄宿舎で、 喘息の子供達が勉強している学校だったんだっ
て！元校長先生（御歳80歳）も山登りに参加！毎年しょっちゅう山登りされてるだけあって
すごく元気だったよ。私もママとパパに交互におんぶされながら皆と頂上まで。
お弁当もしっかり完食〜！楽しかった〜〜♪ 
子連れで海外に旅行・プチ留学をお考えの方の参考になったら嬉しいです♪

◯役に立った持ち物
2週間の滞在で40枚入りのオムツ
食事時のエプロン、携帯用マグ
数日分の日本食（米、番茶、しょうゆ、ダシ、とろろ昆布、のり等）
　　　　　　　　　　　　　

※1 大韓航空の場合。※2 座席を使用しなければ24ヶ月までの乳幼児は運賃無料。 
バシネットは身長75cm、体重11kg以下のお子様を対象

【参考】
エールフランス： 2歳未満の幼児は、国内線は無料、国際線では90％の割引、 
バシネットは70cm以下、10kg以下の乳幼児のみご利用可能
日本航空: 2歳未満の幼児は、大人運賃の10％の幼児運賃、 
バシネットは10kg以下の2歳未満の乳幼児のみご利用可能

↑エッフェル塔の前で３人揃って記念写真

↑グルノーブルで牛さんに遭遇。Bonjour♪

↑飛行機にのるまで、大はしゃぎ☆

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！
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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。

男性のご参加
もお待ちして

おります。
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プチコラム
　AJ-Franceのフランス人講師Ayoubはモロッコ人を両親に持つフランス人（franco-
marocain：2つの国籍を持っています。日本にはないシステムですね）。彼にモロッコ料理

（特にスパイス）について教えてもらいました。モロッコ料理といえば、クスクスやタジン、
バスティラなど。これらは昨今、日本でも手軽に食べられるようになりましたね。　　　　モロッコ王国

北アフリカ北西部にある地海と大
西洋に面する人口約3200万人の
国。 かつてフランスの植民地だった
ため、フランスの影響が多く残る。

Francophonie

こりす組（2歳〜小学校入学前）　土曜日 10h00-10h45
こぐま組（小学校低学年）　　　  金曜日 17h00-17h45

１ヶ月集中講座

＊T.Namieさん：フランス3ヶ月滞在中、東京からスカイプにてレッスン

1年分を1ヶ月で勉強しちゃおう！入会金無料！フランス留学準備にもぴったり！
通訳案内士の試験準備のため、バレエ留学準備のため、親子で（お嬢様は留学準
備、お母様はお嬢様に誘われて）、と理由はさまざま。

月曜日〜金曜日（40時間/月）　受講料：14万円

週5回、1日2時間の個人レッスンで
語学力強化！共有の自習室も完備し
ているのでいつでも利用可

〜  〜

受講者の方の感想

　以前からフランス語のレッスンに通うも、いつも続かない私でした。時間が無いことから、
なるべく毎日レッスンができる学校を探し、京都にあるAJ-Franceがヒットしました。東京
にいる私は十二分にサービスが受けられるか心配をしていましたが、レッスン時間について
やＤＶＤの貸出しや、宿題についても丁寧に対応いただき、本当に感謝しています。仕事をし
ながらのレッスンだったので、なかなか追いつかない部分も多々ありましたが、やはり毎日フ
ランス語に触れることは、私のレベル向上に大変役に立ちました。まだまだフランス語が不
慣れな私は日本人の先生に細かいニュアンスなどを質問できてよかったです。

アトリエの週間スケジュール

AJ-France代表ジャンジャック、講師責任者Akiko先生、そして二人の愛娘
そらちゃんが、２週間の家族旅行でフランスへ。
そらちゃんにとって初めてのフランス！さて、どんな旅行になったのでしょうか。

◯ こちらの記事の日本語はAJ-FRANCEのHPまで！
◯ 写真提供：モロッコ専門料理店「jajouka」さん
　 http://www.jajouka-kyoto.jp/main.html
　　　　　　　　　　　　　

dans le couscous : du gingembre, de la coriandre, du cumin, de la cannelle, 
du paprika ou encore ce qu’on appelle du raz el hanout, un mélange de plusi
-eurs épices (parfois on y retrouve plus de 50 épices !!).Et vous, utilisez vous 
souvent les épices dans votre cuisine ? N’hésitez pas à nous envoyer vos 
meilleures idées de recettes. Et surtout, bon appétit !!!

観光先チェック。

公園とショッピングは

必須ね♪♪あとはどこ

へ行こうかしら♪
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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
HP: http://france-ryugaku.com

アクエリエル京都
〒602-8395 
京都市上京区社家長屋町683-2
駐車スペース：無 
TEL/FAX 075-463-1477
HP http://www.aquariel.com/index.html
MAIL webmaster@aquariel.com
営業時間：10：00〜18：00
年末年始のお休み以外は営業

市バス「北野天満宮前」又は「上七軒」下車徒歩3分
北野天満宮のすぐそばの町家です

留学サポートセンターAJ-Franceのサポート

※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要
※その他、住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等のサポートあり

★ 未成年ビザ申請サポート
★ 学生ビザ申請サポート
★ バレエ学校入学手続きサポート
★ 中学・高校入学手続きサポート
★ アパート手配サポート
★ レジデンス手配サポート

¥15,000〜
¥10,000〜
¥50,000〜
¥50,000〜
¥35,000〜
¥40,000〜

　今回は、 北野天満宮そばにあるアクエリエル京都へお邪魔し、お話をお伺いにました。アクエリエル京都さ
んはオリジナルハーブティー、コーヒー、エッセンシャルオイル、キャリアオイルなどのアロマセラピー用品を販
売する傍ら、 資格取得コース、 ベビーケアクラス、 その他セミナーといったセラピストを育てる活動もされて
いらっしゃる、とってもサンパティックなお店です。弊社の代表ジャンジャックとの対談が実現しました！

Aromathérapie : une rencontre pleine de senteures de goût AJ

↑ NARD認定アロマセラピーアドバイザー講座、 ベビーマッサ
ージインストラクターコース など、アロマセラピーに関する各種
教室も開催されていらっしゃいます。

↑左 ： 所狭しとオリジナルハーブティーが並んでいま
す。お店で実際に香りをチェックできます。

↓ お見せ下さった数々のアロマエッセンス。身体に、空
間に、物に、さまざまなシーンで使いこなします。

↑右 : オーナーのカーティーさんとジャンジャック。
とても楽しい対談ができました。

2階はどなたでもごゆっくりくつろいでいただける
スペースとして開放、また貸スペースとしても利用可

＊お料理レッスンやお花のレッスン等もございます。
少しでも興味があればまずは弊社までご相談を！「初回カウンセリング」1回無料です。
遠方にお住まいの方はお電話やスカイプでもカウンセリング可。

（カウンセリングは予約制ですので、お電話もしくは弊社のホームページからカウンセリングの
ご希望日時をお知らせ下さい。）
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、フランスに行きましょう！

オーナーのカーティー倫子さん
セミナーやレッスンに、自ら講師
として活躍されておられます

【ジャンジャック（以下J）】 アロマはフランスでは風邪を引いた時や体
調が悪い時など、ハーブを取り入れたり、身近で生活に密着していま
すが、日本ではまだ始まったばかりですね。

【カーティー倫子さん（以下カ）】 そうですね、私がアロマに出会った
ころは、日本にはほとんど浸透してませんでした。本もほとんどなくて。
それで、オーストラリア、イギリスで勉強し、開業助産師として自分の
お店を京都に構えたのが97年の事です。ん〜と、15年前ですね。

【J】 私が来日した年ですね！結構経つんですね。
【カ】 そうですか！アロマは90種類近くのアロマエッセンスを配合し
て様々な状況に合わせてつくる事ができます。クリームやオイル、スプ
レーなど、作れないものはない、といっても嘘じゃないくらい、いろい
ろあるんです。アロマはコツさえ掴めば、とても気軽に生活に取り入
れる事ができるんですよ！

アロマのおはなし お母さんの居場所を

初めてとは思えない程とても親しみやすく、 人を大事にされるお店だと感じま
した。また行きたい！と思いました。みなさんもぜひお店に行ってみて下さいね！

【カ】 最近の赤ちゃんは向き癖がついていて、発達に影響するので、
生後2ヶ月からの赤ちゃんに対してできるバランシングセラピーを開
講し、赤ちゃんとどう接していいかわからないお母さんのために提案
しています。親子で公園デビューしたらもう大丈夫ですが、それまで
外に出ないお母さん達があまりにも多い事に気づきました。
それに、お母さんて触ることはあっても、触られる機会がほとんどなく
ってスキンシップが足りていないのが現状なんです。

【J】 AJ-Franceでも、お母さんのためのさらっとフランス語レッスン
 「Atelier des mamans avec bébé」を去年から開講しています。
お母さんは内に籠りがちなので、もっと外へ出てほしいですね。
対談を終えて・・・アシスタントより

　バレリーナを目指す方は沢山
いらっしゃいますが、実際にプロ
のダンサーになれる方はほんの
ひと握り。バレエは体が出来るま
でが勝負なので、 若いうちから
本場のテクニックを体に覚えさせ
ることが大切です。 また、表現者

【バレエ留学一日の例】
  7時　　　　 お気に入りのアパルトマンで起床、軽いストレッチをして
　　　　　　  近くのマルシェで買ったフルーツで朝食を摂る
  8時〜12時　メトロに乗って通学。語学学校でフランス語のレッスンは
　　　　　　  少人数制でじっくり学びます
12時〜14時　学校の仲間とお互いたどたどしいフランス語でランチ
　　　　　　  様々な国籍や職業、性別・年齢の人と友達に
14時〜16時　公園を散歩、カフェでゆっくりした後、ショッピングへ！
17時〜18時　バレエ教室でレッスン
19時〜    帰宅、簡単な夕食、語学学校の宿題をして就寝

としてイマジネーションも必要とされる職業ゆえ、素敵な街で異文化に触
れることは、今後のダンスに大きく影響します。
　さらに、しっかりと考えることのできるバレエダンサーになるためには、
自立心も大切となるはず。異国での生活、コミュニケーションの中で自立心
を養えるということも留学の魅力の一つです。フランスで本格的なレッスン
を受け、他のダンサーと差をつけて素敵なプリマになりましょう！
　まずはオーディションを受けましょう。オーディションに受かれば、渡仏
に向けての準備スタートです。 

3ヶ月以上の長期留学となると、ビザ申請など自分でするにはややこしく
面倒なことばかり。学校登録、住居手配、ビザ申請サポート等、お客様の留
学を留学計画〜渡仏時〜留学終了後までサポートいたします！

　バレエ講師をしているのでキャリアアップ
したい！趣味でバレエを習っているのでフラ
ンスでのレッスンを覗いてみたい！旅行のつ
いでにバレエのレッスンを受けてみたい！
そんな方々にぴったり。 1日から受講できる
オープンスクールでのダンスレッスンもあり
ます。初心者からプロの方まで全レベルに対
応。パリのアパートでゆっくりと一人暮らし
をしながら週に１、2回バレエレッスンに通
うなんて事もできます☆

大人のためのバレエ留学
　　　　　　　　　　　

例：【Stanlowa Ecole du Ballet de Paris】　スタンロヴァバレエ学校
料金；
年間登録料 : 25 €
1回のみのレッスン  : 16 €
回数券 10 レッスン分 : 140 € ( 1レッスンあたり 14 € )
回数券 20 レッスン分 : 250 € ( 1レッスンあたり 12,50 € )
回数券 30 レッスン分 : 345 € ( 1レッスンあたり 11,50 € )
◎夏期レッスン
Grand stage d’ete　7月2日〜7月6日 （2012年度の場合）

◎子供向けレッスン　　
◎プロ養成コース　     
◎大人向けコース　
　　　　　      9月3日〜（2012年度の場合）いつでも誰でも短期でも長期でも入学可。

パリにあるジュニアプロのバレエダンサーを育成する学校。
入学にはある一定のバレエテクニックが必要なため、まずはオーディショ
ンを受けていただきます。9歳から入学可。午前中は小学校・中学校・高校
に通い、午後14時〜17時までバレエレッスンとなります。

4歳から16歳まで入学可
9歳から入学可
オーディション無し。入門〜上級者まで

本格的なバレエ留学

バレエを学ぶ方なら、一度は夢見るバレエ留学 ー 言葉が話せないから無理、バレリーナになりたい訳じゃないから、 費用がか
かりすぎるから、素人の日本人なんて受け入れてもらえない、と諦めている方も多いと思いますが、留学はそんなに難しいものではありません。弊
社が提案するバレエ留学は、趣味のバレエコースからプロ育成コースまで、一人一人のご希望に合ったプランを一緒に考え、サポートして行きま
す。サポート内容は主に学校登録、アパート・寮・ホームステイなどの手配（住居手配）、ビザ申請サポート、その他お困りのことがあれば、何でもご
相談いただけます。一言にバレエ留学と言っても、一日体験コースから1年以上の長期プログラムまで様々です。小さな頃からバレエを学び本格的
にバレリーナになりたい方、大人になってから趣味としてバレエを習っている方、フランスへのバレエ留学を実現させてみませんか。

気軽にバレエ留学してみませんか？ 
海外旅行のオプションとして一日レッスン

プロ育成コースで長期留学

10月27日（土）10hよりAJ-Franceとコラボイベントします！
詳しくはp,5をご覧ください♪

写真提供 ： 京都バレエ専門学校・有馬龍子バレエ団さんとAj生徒Mさん
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Mademoiselle ECHIGO Aki
留学先 ： バイヨンヌとヴァロンス
期間 ： 6週間（2012年2月4日〜3月20日）
費用 ： 約50万円　　
滞在 ： 先生のお家にホームステイ
フランス語レッスン : 10時間／週
午後のアクティビティ2回／週 ＋ 観光1回／週

今回は、AJフランス語教室の生徒さんで、旅行好
きのEchigoさんが留学サポート（語学留学トータ
ルプラン）を利用されました。 フランス語の勉強を
始めて1年、暮らすようにフランスに滞在したいと
いう夢を短期留学で実現されました。
           
     

◯バイヨンヌ
　とってもお料理上手なマダムでした。手作りのコンソメスープには感
動！極寒の早朝に、マルシェで一緒にお買い物もしました。そこで購入
された鳥を丸一匹を見事に調理され、様々なお料理になってテーブル
に登場！
　また、先生と一緒に名物であるガトーバスクを作りました。バスの乗
り方等を丁寧に教えて下さったので、自由時間には一人で近くの町を
訪れることができるようになりました。たまたま先生の用事について行
き、ボルドー観光ができた事はラッキーでした。

◯ヴァロンス
　授業が難しいと思うこともありましたが、少しずつ語学力がついてき
たことを実感。話すことに重点をおいたレッスンを希望しました。
　まずレベルチェックがあり、できなかったところを順番に学習してい
くというスタイルで、インターネットや絵本を使ったレッスンもありまし
た。文章を読んで内容がわかったというと、じゃあ説明してと言われ、な

 

上：ステイ先のマダムと　

上 ： ステイ先のマダムと一緒に作ったお菓子
下 ： よくお散歩した川沿いの道

　学校へは行かず、先生のお宅でのマンツーマンレッスン兼ホームス
テイというスタイルの短期留学をしました。
　一緒にフランス語を学ぶ友達ができませんでしたが、どちらのステ
イ先もご家族やご友人などたくさん紹介して下さって、色々お話でき
たので、さみしいと思うことはありませんでした。また、周りを気にした
り余計なことは考えず、レッスンに集中できたのがよかったです。

かなかハードでした。
　お菓子レッスンは、自分が今何をしているか説明しながら作りなさ
いというもので、楽しむ余裕もなく必死で取り組みました。電車でリヨ
ンまで行ってみたいと言ったら、電車のアナウンスの聞き取りや切符の
買い方をレクチャーたり、とても実践的なレッスンもして下さいました。
　先生は、常にフランス語の勉強になるようにということを意識され
ていたように思います。 フランスの家庭料理がよくわかるよう毎日の
献立にも気を配ってくださいました。うずらやうさぎのお肉、クスクス
等、初めて食べるものも多くありましたが、全てとてもおいしかったで
す。マルディグラの日には、先生、先生の旦那様と３人で交代でクレープ
をたくさん焼いて食べました。広大なお庭でとれた数々のフルーツのジ
ャムがあって、毎朝それらをパンにつけて食べるのが楽しみでした。

　全体を通して、やはりごはんとお菓子がおいしすぎて、たった６週間
の滞在の間に４キロも太ってしまいました！ 
　おいしい食べ物に、おしゃれな生活スタイル、素晴らしい芸術、遅れる
ことの方が多い電車、長い休暇、頻発するストライキ、誇り高いフランス
人たち等、フランスで体験する全てが、私にとって心地よいものでした。 
フランスの生活に直に触れることができて、とても満足しています。
　平凡なＯＬ生活を送っていた私でもこのような経験をすることがで
きましたし、留学は短期間でも旅行とはまた違った時間を過ごすこと
ができるので、とてもオススメです。

京都の野菜屋さん　ecoVeg*ロジャヴェルデ

LOJA VERDE (ロジャヴェルデ)
京都市中京区富小路錦上る末盛ビル1F
075-211-3321

【mail: oice@loja-verde.net】
【HP: http://www.loja-verde.net】
全て京都産の野菜のエコベジアレンジメント
は¥3,300〜　全国発送・配達／当日注文OK

上：夏野菜のアレンジメント。トマト、
賀茂なす、イエローズッキーニなど　
下： お豆、薬膳等は30種類
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下：サンジャンピエドポールからの帰りに通った道　

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

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♪

【HP】http://www.omeisha.com

講師おすすめ！フランス語学習ツール
　　　　　　　　　　 AJ-Franceのフランス人講
　　　　　　　　　　　 師が「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？どちらも想像力を
働かせて読むと、とても面白いですよ♪ポケットサイズな
ので、いつもカバンに入れておけば、移動する時等にちょ
こっと読んで、時間も有効活用できちゃう優れものです。

やさしく読める仏語
〜 lecture facileシリーズ 〜
有名なフランス文学作品を語彙数を
限定してリライトしたシリーズレベル
はJaune（500-900語）とRouge(9
00-1500語）。語彙数は700語で、ヨ
ーロッパ共通基準Ａ2レベル対象。
巻末に語彙集、本書の内容に関する
クイズと作品解説がついているので、
学習用にぴったり。
＊語学学習者用に編集されているた
め、オリジナル作品ではありません。

〜 Guide Du Routard シリーズ 〜
バックパッカーのように現地の生活
を体験したいという通な旅人に好ま
れるガイドブック。地球を背負う男性
のマークが目印で、街中のおすすめ
ポイントにこのマークのシールを見
つけることができます。「地球の歩き
方」を片手に旅行に行くと日本人に
多く遭遇するのと同じで、「Guide 
Du Routard」を片手に旅行に行く
とフランス人のバックパッカーに多
く遭遇します！

欧明社 -OMEISHA-

販売価格：
1,145円(内税)

販売価格：
2,814円(内税)

Chine
Inde du sud 
Bali et Lombok
Birmanie 
Thailande 
Cambodge 
Japon     ...etc
すべて仏語表記

niveau Jaune: 
Carmen

（カルメン）
niveau Rouge:
Germinal

（ジェルミナル）
Cinq contes

（5つの物語）
             ...etc

パリの本屋さんにも並んでいます♪

　エコベジアレンジメント専門店、ロジャヴェルデさんは京都の台所、錦市場
のすぐ側にあります。オシャレなカフェのような外観で、一歩店内に入ると野
菜の甘い香りが漂い、所狭しと瑞 し々い野菜が並んでいます。南丹より毎朝届
けられる野菜は全て農薬不使用。季節の野菜をお花のアレンジのような贈り
物・手みやげに、とオーナーさんが提唱したエコベジは環境にも身体にも良く、
 お料理好きな方へや、お中元、お歳暮、開店や周年のお祝い、母の日にぴった
り。リピーターが多く、一人暮らしの方にも喜ばれるそう。プレゼントされたご
家庭は、 摘む感覚を得られるので、お子様の野菜嫌いが直ったそうですよ！



AJ-Journal 配布リスト

配布先募集中！

AJJをあなたのオフィス、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！

お気軽にお申し込みください！    
　ecole@aj-france.com
　　 075-703-0115  

お申し込みは

◯京都府

敬称略・順不同
★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

北区　　 Café salon 北山店 ★
         　CAVA ★
            Vapeur ★
　　　   ネイルサロン北山アリューム ★
            ロイヤルボディコンシャス ★
　　　   S-Beaut ★
            Les amoureuses ★
            L’ourson qui boiit ★
            タージマハルエベレスト北山店 ★
　　　   L’AMi DU PAiN 北山店 ★
　　　   ネイルサロン ルアン ★
            Café Eins(アインス) ★
            ピッツェリアパールシンパティア ★
            アンヌ・モネ 京都店 ★
　　　　 ラ・ドログリー京都北山店★
            Hair studio A.R.S
            Happy Graphic Gallery
            amelie
            Alphabet
         　APA KABAR?
         　Café barbatica
            CIRCUS COFFEE
　　　　Charme kitayama
            Noinah
            Tocoha
            COM
            OKIDOKI北山店
            ROSE MARY
            THE BURGER COMPANY
　　　   CAFE 530
            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
            Be-baba
            京都バレエ専門学校
左京区　 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
            la voiture
中京区　 osteria bastille ★
         　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
　　　　beau bel belle
　　　　Grenier d’or
         　bouchon
            Chez Luc
            CAFE PULPO
         　mechant Loup
            kolme kyoto
         　Café kosci
         　A table
            Mari Gold ★
         

中京区　 Café independant 
            フレンチキュイジーヌ　ティアレ 
　　　　ラジオカフェ株式会社 
         　京都芸術センター
         　有限会社クラフトボックス
            風呂敷専門店 京都唐草屋 ★
            和雑貨 鈴木松風堂
            シナモ
　　　　Cofee&Pancakesサラサ押小路
            さらさ3 
　　　　サラサPausa麩屋町
            さらさ花遊小路
         　椿姫（町家サロン）
　     　 マユミデンタルクリニック
　　　　Taiwa 京都調理師学校
            料理教室 アンパルフェ
　　　　新風館
　　　　La Voiture
             石倉工業
                   -手作りお菓子 道具・食材の店
　　　　  京都町家かりんとうあめんぼ堂 2号店

下京区　 a peu pres
         　Café marble
         　aux bacchanales
         　Café independant
         　raisin
         　eish
　　　　petit japonais
         　brasserie Cafe Onze
         　京都シネマ
        　 プチロール
　　　　  PYLONES 烏丸 
            Cafe Bar 高円（TaKaMaDo)
            nao炬乃座
上京区　 Café Frosch
         　Bon Bon Cafe
　　　　le vieux logis ★
　　　　アクエリエル京都 ★
　　　　同志社大学今出川キャンパス
         　Cafe1001
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
伏見区　 くいな橋しばたデンタルクリニック
            Tea&Life
京田辺市 同志社女子大学
京丹後市 (有)丹後ジャージー牧場　
                     　　  ミルク工房　そら
木津川市 ヨシキデンタルクリニック
京丹波町 Dans La Foret

      

◯東京都

名古屋市  Mirabelle
長久手市  愛知県立大学フランス学科
名古屋市  salon & D＋design associates

◯愛知県

◯北海道
札幌市　  石の蔵はやし
函館市　  学校法人 野又学園 函館自動車学校

◯新潟県
新潟市　  夢シネマ株式会社 
　　　　      十日町シネマパラダイス 　

◯大阪府
茨木市　  salon de the JAMIN
高槻市　  STERAカフェ
北区   　  テアトル梅田
　　　　 スピリットヨガ
　　　　 カフェ実身美
　　　　 国立国際美術館
             雑貨店カナリア
　　　　 graf
　　　　 JAMPOT
　　　　 Guignol
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)
               ANDS
             カフェモード
中央区　  アロマカルチャースクール大阪 ★
　　　    Ena Beauty　
　　　   　  ヒーリストサロン・ドゥ・リール
　　　　 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
             パーティーランドなんば店
浪速区　  cache cache
阿倍野区  辻調グループフランス校事務局
港区　　  お茶と雑貨の店 ハaハaハa （ハハハ）
富田林市  オレンジ カウンティＣafe
豊中市      アエレカフェ
東大阪市   icomadesign ＋ comacafe
箕面市　   meeno
             アンティークショップantique arles
             ノイカフェ千里店
             ポパンクールカフェ
堺市　     restaurant café ROUTE26
             café et bar Que sera sera
吹田市　  café eden

渋谷区     エスモード東京(ファッションの学校) 　
             LeCordonBleu Japan Tokyo
千代田区   欧明社
世田谷区   Zanny
小平市 　  プチミュゼ
府中市　　kiki driving school ★

◯福岡県
北九州市　フラワーサロン・SCHOOL
                        SUKUSUKU co.,ltd.

◯大分県
日田市　  日田リベルテ（映画館）

発行元：株式会社AJ-FRANCE

 ご協力店舗のご紹介

カジュアルフレンチ＆カフェ ヴァプール VAPEURS 様 
肩ひじ張らない、カジュアルな雰囲気でフランスの色
々な地方のお料理を楽しめるレストラン。お食事はも
ちろん、カフェとして気軽にお越しいただけます。
京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町１４ノースサイドビル
TEL 075-702-4789

ル・ヴューロジ Le Vieux Logis 様 
雰囲気ある長い路地を入った先にある京町屋を改装
したオシャレなフレンチレストラン。フランス人シェフ
が作る本場フランス料理をお安く楽しめます。
京都市上京区下石橋南半町54-1
TEL 075-411-8236

L’ourson qui boit ルルソンキボア 様 
京野菜検定合格のシェフが提供する、京野菜をふんだん
に取り入れたフランス料理が堪能できます。舌だけでな
く目でも楽しめる遊び心を取り入れたレストラン。
京都市北区上賀茂豊田町52
TEL 075-701-7155

メンバーズカードパートナー店募集中！
Le Club AJ- Fr ance 2012

稲地（いなち）まで

■ フランス留学体験記＆バレエ留学のすすめ  
■ ギフトボックス - 

■ 
■ そらちゃんの初めての旅行記

Photo par Yuko SENGOKU

京都市内・関西圏は
もちろんフランスにも
パートナー店が沢山！
当社サイトと教室内閲
覧ファイルにて、
パートナー店様をご紹
介いたします。

◯沖縄県
那覇市　  decco

◯兵庫県神戸市
中央区　 Café de paris
　　      SUBARU 
            ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
　　　   TRITON CAFE 北野店
            BISTRO POISSON-ROUGE
兵庫区　 神戸アードヴィレッジセンター
西区　　 兵庫県立大学

◯奈良県
 奈良市　 Mardi Mardi
             絵本とコーヒーのパビリオン
             和モダンキッチン Nico Style
 生駒市　 ケリノスギャラリーカフェ
　　　   リンカネ ★
 明日香村 コッコロカフェ
 曽爾村　 曽爾高原ファームガーデン

◯滋賀県
大津市　 mado cafe
             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

◯和歌山県
太地町    ホテルドルフィンリゾート

◯三重県
四日市市   HOLY HOUSE STUDIO&CAFE 
いなべ市   北欧おうちカフェ ｔｉｎä*ｔｉｎä
津市　　　青山高原カントリークラブ
                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
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