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中京区　 Grenier d’or
         　bouchon
            Chez Luc
            CAFE PULPO
         　mechant Loup
            kolme kyoto
         　Café kosci
         　A table
　　　　森恵寿バレエスタジオBAP
　　　　チャコット 京都店 
　　　　Café independant  
　　　　ラジオカフェ株式会社 
         　京都芸術センター
         　有限会社クラフトボックス
            フレンチキュイジーヌ　ティアレ
            和雑貨 鈴木松風堂
            シナモ
　　　　Coff ee&Pancakesサラサ押小路
            さらさ3 
　　　　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
            chocolat
             石川工業
                   -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
　　　　 Cafe de Naiki

下京区　 INOBUN 四条本店
　　　　a peu pres
         　Café marble
         　aux bacchanales
         　raisin
         　efi sh
　　　　petit japonais
         　brasserie Cafe Onze
         　京都シネマ
        　 プチロール
　　　　  PYLONES 烏丸 
            Cafe Bar 高円（TaKaMaDo)
            nao炬乃座
　　　　カフェトラベラーズハイ
　　　　LA BARAKA
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
            1.2.3 Un.Deux.Trois
右京区　 パーシモン
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
　　　　都大路タクシー
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
◯���
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
◯���
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

      
 

◯����
大阪市　  テアトル梅田
北区　　 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
　　　　 OMIYAGE
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
             パーティーランドなんば店
             cafe and bar Sole de Mare 　
浪速区　  cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨
阿倍野区  辻調グループフランス校事務局
港区　　  お茶と雑貨の店 ハaハaハa （ハハハ）
住吉区　  大阪市立大学大学院
　　　　　（フランス語圏言語文化学研究室）
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
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
◯�	�
神戸市
中央区　  Café de paris
             ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
　　　    TRITON CAFE 北野店
             BISTRO POISSON-ROUGE
             神戸焼菓子処　ぱ・ど・どぅ
             Dona Dona
             BRASSERIE L’OBABON
兵庫区　  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      モンテメールバレエ
西宮市      FioreBalletStudio
◯
��
福山市　　福山大学　学務部国際交流課              
東広島市   広島大学　総合科学部
◯岡山県
岡山市　　山陽学園大学
　　　　　岡山大学
　　　　　　　　文学部フランス語教室

◯岐阜県
関市       ワインショップアミ

����
名古屋市   Mirabelle
              salon & D＋design associates
　　　　　名古屋市立大学人文社会学部
　　　　　　　　　　　　　国際文化学科
　　　　　名古屋大学文学研究科
　　　　　　　　　 フランス文学第２研究室
              愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻
              わいん商アン・ベロ

◯���
福井市　　レストランジャルダン
◯���
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
◯��
富山市     和田朝子舞踊研究所
◯���
新潟市　   夢シネマ株式会社
　　　　　　　　　十日町シネマパラダイス
               プチデジュパン
◯��
甲府市　   DOux CAFE
◯静岡県
静岡市　  Grenoble
◯��� 
渋谷区       エスモード東京(ファッションの学校) 　
              LeCordonBleu Japan Tokyo
　　　　  Studio ilunga
　　　　  ONLY FREE PAPER
千代田区    欧明社
世田谷区    Zanny
              株式会社studio y
目黒区       ベロボディア インペリアル アーツバレエ目黒
　　　　　 ブーランジェリー　ロラソ               
中央区       エポーレ　カルチャースクール
小平市 　   プチミュゼ
吉祥寺 　   アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校
府中市　    kiki driving school ★
武蔵野市　 亜細亜大学法学部上田研究室
◯神奈川県
川崎市      バレエ ノイ フューレ
厚木市      Ivy Ballet
◯宮城県
仙台市　   東北大学
◯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
◯徳島県
徳島市      原田ゆりえバレエ研究所
◯福岡県
北九州市　フラワーサロン・SCHOOL
                        SUKUSUKU co.,ltd.◯熊本県
             ビストロ・シェケン
              CHOCOLaT Cafe Bistrot
◯大分県
日田市　   日田リベルテ（映画館）
◯鹿児島県
鹿児島市　鹿児島大学法文学部
◯宮崎県
宮崎市　   宮崎大学　教育文化学部
◯沖縄県
那覇市　   decco

 　　

◯���
京都市　 Café salon 北山店 ★
北区      CAVA ★
　　　   ネイルサロン北山アリューム ★
            ロイヤルボディコンシャス ★
　　　   S-Beaut ★
            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) ★
            ピッツェリアバールシンパティア ★
            アンヌ・モネ 京都店 ★
　　　　 ラ・ドログリー京都北山店★
            Hair studio A.R.S
            Happy Graphic Gallery
            amelie
            Alphabet
         　APA KABAR?
         　Café barbatica
            CIRCUS COFFEE
　　　　Charme kitayama
            Noinah
            Tocoha
            COM
            OKIDOKI北山店
            ROSE MARY
            THE BURGER COMPANY
            洋食屋パセリ
            賀茂窯
            さらさ西陣
　　　　京都ゴルフ倶楽部
　　　　京都産業大学
            Belleピアノ教室
            WORLD1 京都北山店
　　　　北山ランタン
　　　　Radio Bagel
　　　　小佐々歯科
　　　　La Porte du Ciel Blue
　　　　大谷大学グローバルスクエア
左京区　 くみこアレルギークリニック ★
　　　　INOBUN 北山店
　　　　Evantail
         　La muse　　　　
         　太陽カフェ
         　Alsace
         　Ma cantine
        　 Farafel garden
         　猫町カフェ
　　　　ガケ書房
　　　   恵文社一乗寺店
　　　　ノートルダム女子大学
　　　　京都造形芸術大学
　　　   細見美術館
　　　   ガーデンミュージアム比叡
　　　   パン工房RK
            printz
         　よしだデンタルクリニック
            LINDEN BAUM
　　　   Be-baba
            la voiture
　　　　カフェ日杳
　　　　京都大学大学院文学研究科
　　　　（フランス語学フランス文学研究室）
            montique
中京区　 osteria bastille ★
         　Paris bis ★
         　ビストロ ハル ★
         　ビストロボンモルソー ★
             Mari Gold ★
　　　　うさぎのアトリエ 
　　　　ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★
             風呂敷専門店 京都唐草屋 ★
       　  comme chez michel
　　　　Café salon 烏丸店
　　　　beau bel belle
           京都文具屋
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   敬称略・順不同　
　★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

■ 特集 Dijon！＆フランス留学体験記 
■ Nouveau!! 「学サポ」 et 「シニアアトリエ」

■ プチコラム - Le cinéma français, méconnu -
■  レシピ・ア・ラ・モード “La tarte conversation”
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◆　地下鉄烏丸線　北山駅下車　4番出口より徒歩5分
◆　お車でお越しの方へは無料駐車場あり（チェリーパーキングno.1/no.7

[ouvert]
月～土：10h-21h
日：10h～17h
祝日開校
不定休校日有
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La Côte d’Or,
 un département riche

ボンジュール、フランス。

découvrez les 
programmes
des cours de 
français et de 

cuisine
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フリーペーパー「Le Journal」
はプライベートのフランス語
レッスンとフランス留学サポ
ートおよび代行手続き、法定
翻訳をしている会社が作成し
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】　稲地 星良 
【留学記事担当】　坂 眞理子
【写真協力】　仙石 夕子
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お申し込みは
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フリーペーパーをあなたのオフィス、
お店、学校、教室に配布・設置しませ
んか？完全無料でお届けします！

メンテナンスを怠らないこと。1年が終わりに近づき新たな年を迎えるにあた
り、ふと今年を振り返ってみる。今年はたくさん歩いたし、新しいことにも積極
的に挑戦した（と思う）。中でも、梅雨の終わりには梅酒を漬けたし生姜も漬け
た事が、何よりも嬉しかった。自分がそういう事をして嬉しいと感じること自体
が嬉しいし、日本の古くからの家庭的季節行事を行うことで、年相応に、順当
に生きていることを確認することができた。
子供の頃には全く興味がなかったものに興味が湧き、追究したい欲望を満た
す。例えばインテリアや食器。カーテンや照明、はたまた食器、調理器具という
カテゴリーのあらゆるものが気になって仕方ない。美しいものに触れたいとい
う欲望を満たしたい。2014年はもっと日々の生活に潤いとときめきを追い求
めよう。自分を大事にしよう。(S）

プチプライスでフランス気分♪
¥1000以下で買えちゃう！　ー文房具編ー
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毎日使ってフ
ランス

気分を味わおう♪♪

プレゼントに

ピッタ
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プチプライスでフランス気分！ シリーズ 文房具編
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http://france-inet.com
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。

Découvrez et l’esprit Papier d’Arménie...

4

J’aime les papeteries !! フランスには機能的でオシャレな文房
具がたくさん♫世界的にも基準が高く、また値段も手頃なものが
たくさんあります。手にしっくり馴染む、自分に合った文房具に出
逢えると嬉しいですよね。鉛筆、消しゴム、ボールペン・・・ちょっと
したアイテムをフランスメーカーにして気分をアゲましょう。

1. QUO VADISのagenda シリーズ
見開きページに一週間を機能的にオ
ーガナイズしたバーチカルタイプの
ダイアリーは世界初。シンプルなのに
考え抜かれた手帳にリピーター多。
http://quovadis.eu/

2 et 3. maped シリーズ
2. カラフルな色使いが特徴。見た目
だけでなく、持ちやすさにこだわるは
さみやホッチキスなどの文具が有名。
3.　クラシックな消しゴムといえば
コレ。赤い方で鉛筆や色鉛筆を消し、
青い方でインクを消すことができる。
http://www.maped.com/en

4. BICのCRISTAL® FINE シリーズ
「最低限の適正な価格で、最大限の
サービスを」ー。知らない人はいない
という程、定番でスタンダードなボー
ルペン。駅や街中のTABACなどで気
軽に購入可能。値段もリーズナブル。
http://www.bicworld.com/fr/home-
page/homepage/

5. Clairefontaine シリーズ
総合紙製品メーカーといえばここ。
150年の歴史がある老舗。インクが
裏に抜けない上質な紙が特徴的。
http://www.clairefontaine.com5

「Le Journal」　広告掲載

1枠2000円から
1回だけの掲載可
一目でわかる広告を作成します

お申し込みは
075-703-0115
ecole@aj-france.comまで

3
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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です♪【HP】 http://www.omeisha.com
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　「コレは良い」と感じたフ
ランス語学習に役立つツー
ルをご紹介！初級から上級
の方まで、それぞれのレベル
に応じて展開していますの
で、ぜひ試してみて下さい
ね。テキストばかりとにらめ
っこしている方、フランス語
学習の切り口を変えて、楽
しくフランス語習得しませ
んか？想像力を働かせて読
むと、とても面白いですよ♪

ちょっとしたすきま時間に出来ることで、フ
ランスでも人気のヨガ。
美容と健康のためにも始めてみませんか？
ＤＶＤ付きなので、自宅で映像を見ながらヨ
ガのポーズをとることが出来ます。
Présentation de l’éditeur
Un véritable manuel d’initiation pour 
tous !
Avec un DVD de plus d’1 heure pour 
s’initier et s’entraîner.

欧明社 -OMEISHA-

販売価格 ： 2,993円(内税)

Le sermon sur la chute de Rome
Jérôme Ferrari

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

francais c’est plus sympa!“   ” 

ディジョン

フランスで最も権威のある賞のひとつ、ゴンクー
ル賞を受賞した作品。作者 Jérôme Ferrari は
1968年パリ生まれの、哲学を教える現役高校教
師。両親はFozzanoというコルシカ島の出身で、
彼もコルシカ島で高校時代を過ごす。
コルシカ語の翻訳も手がける多彩な才能の持ち
主が繰り広げる哲学の世界は、読者の心を掴む。
コルシカ島の小さな村にあるバー。哲学の勉学を
捨て、大志を抱きその寂れたバーを継ぐことにす
るが・・・。

La leçon de yoga
販売価格 ： 3,864円(内税)

ボンジュール、フランス。美食の都、ディジョン。
フランスは地方料理のバリエーションが豊かである。北の地方料理と南の地方料理とでは、材料から調味料、料理法までもが全く違う
ものが多い。北の地方出身のフランス人に南の地方料理のことを聞いても、見た事ないという答えが返ってくることは珍しくない。情報
過多の現代であっても、伝統的で古くからその土地、地方で親しまれてきた料理が消えつつある、ということも事実なのだ。本物のレシ
ピを知る人は、年老いているために情報を発信する術を知らないから。宗教的、歴史的理由から今日はあまり見なくなった、というもの
も少なくない。家庭でごくごく普通に食べていたものがなくなりつつあるのだ。
ディジョンも、例に漏れず本当に美味しいものが沢山ある。マナーを忠実に守り行儀よく、オホホとセレブよろしく食べるものばかりが
フランス料理ではない。ディジョンに今もなお生き続ける料理をいただこう。現地で自分の目で見て、手で触って食べ歩いくことこそ、
最高の食べ方じゃないか。

Capitale bourguignonne, Dijon, située entre les bassins parisiens et rhodaniens (310 km de Paris, 
190 km de Lyon et Genève), est également l’ancienne capitale des ducs de Bourgogne. La commune 
se trouve à l’extrémité nord de la Côte des vins de Bourgogne aussi nommée « Route des Grands 
Crus » et qui s’étend de Dijon à Beaune pour sa partie côte-d’orienne. Dijon est une ville de sport 
(football, basket, handball, circuit automobile de Dijon-Prenois) et est tout au long de l’année le siège 
de nombreuses manifestations culturelles, folkloriques ou économiques, idéalement située sur un 
carrefour ferroviaire et desservie par un des principaux nœuds autoroutiers français.
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ディジョンはパリからTGVで1時間40分で、フランスの中部に位置する都市。
ブルゴーニュ公国の首都だった町で、今もなお多くの歴史遺産が残る。
美食の都としても知られ、エスカルゴや牛肉の赤ワイン煮込みなど、フランス
の伝統料理の代表ともいえる味覚がたくさんある。中世の家が残る中心街は、
徒歩でまわることが可能。サン＝ベニーニュ・ド・ディジョン大聖堂や古い街並
が残るRue des Forgesを散策し、美味しいレストランでフランスの味覚を堪
能した後は、ゆっくりワイナリーを巡るのも良いだろう。

DIJON

黒スグリはcreme 
de cassisの原料とし
て有名。ディジョンに
は黒スグリを使った
お菓子が多い。

Gremandiese

Dans la culture populaire, Dijon est en premier lieu connue comme 
la capitale de la moutarde. Le verjus de Bourgogne, qui entre dans 
la fabrication de la moutarde de Dijon, permet de développer l’es-
sence et le piquant de la graine. Le cassis de Dijon avec lequel est 
fabriquée la crème de cassis entre dans la recette du kir, apéritif 
qui tient son nom du chanoine Kir, ancien maire de Dijon. Nombre 
de spécialités gastronomiques sont également rattachées à Dijon, 
comme les escargots de Bourgogne, le jambon persillé, la truff e de 
Bourgogne, le bœuf bourguignon, les gougères, les œufs en meu-
rettes ou le poulet Gaston Gérard, dont le nom provient d’un maire 
de Dijon. Le pain d’épices de Mulot&Petitjean est le plus vieux de 
Dijon (1796) et les nonnettes sont un dessert dijonnais confec-
tionné avec ce même pain d’épices. 
Aussi, une fois que l’on sort de Dijon, on peut se délecter avec 
les fromages Epoisses, Soumaintrain, Pierre Qui Vire, accompagnés 
par un Gevrey-Chambertin ou un Clos Vougeot.
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http://www.imahotels.jp 0120-489-060

IMA   HOTELS

l'essentiel pour vos besoins de voyage depuis 1985
【月～金】 10時～20時　
【土・日・祝】 13時～17時

全ての取り扱いホテルと直接契約。オーバーブッキングの心配がありません。細かいご要望も確実にホテルに伝わります。（お得なキャンペーンもあります）

携帯もOK ヨヤク
ima@imahotels.jp

もっと感
動しよう

観る旅か
ら感じる

旅に！
votre so

lution !
!

暮らす気分で  inパリ & フランス

アパートメントホテル in パリ ＆ フランス (103軒)　キッチン付きのホテル、インターネットOK（無料）、広くて、安くて、快適、安心、安全、追求すると・・・
アパートメントホテルは、ホテルとしてのサービスと安全性、アパルトマンの居心地の良さ（広い客室、キッチン付きなど）を兼ね備えた、近年とりわけ
人気を集める新しいタイプの高級シティホテルです。（セキュリティや設備面、料金の精算などで何かと問題の多い個人所有のアパートの短期貸しでは
ありません。）安心してご利用いただけます。もちろん１泊からご利用いただけます。

珠玉のプチホテルとシャトーホテル in パリ ＆ フランス (約200軒)　あこがれのプチホテルでパリジャン、パリジェンヌに
なってみる。　（IMA HOTELS は日本人旅行者が海外で安心して宿泊できる世界各地のホテルをご紹介いたします。）

マイルドな酸味と辛味が特
徴のディジョンマスタード。 
変わったフレーバーのマス
タードも沢山売っている。

pain d’épices 小麦粉、又はライ麦
粉を混ぜた粉をベースにアニス、シ
ナモン、丁子などのスパイスを効か
せハチミツをたっぷり混ぜ込んだ
伝統菓子。保存がきく。

高級食材の代表格でもあ
る黒トリュフ。最近は豚の
他に、訓練された犬が
探し当てる。

アニスのボンボン“Les Anis 
de Flavigny”はパスティス
の他、ミント、ジャスミン、ロ
ーズなどの味がある。

Emilie Hardman
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フランス・ブルターニュ地方産まれのクレープ。うすーく焼いた甘い生地に生クリームやソース、フルーツを巻き込んだスタイルで
日本の’’THE・おやつ’’として進化しました。「おしゃれな」食べ歩き文化のハシリでもあるクレープは誕生以来、数十年経った今
日でもみんな大好き。おやつとして圧倒的に支持される、京都市内で食べられるクレープを前編／後編に分けてご紹介します！

京都市中京区姉小路室町西入ル
突抜町139　プリモフィオーレ1F
（地下鉄烏丸御池駅から徒歩5分）
ouvert : 2014年より週末のみ
TEL/FAX : 075-222-0503
ランチ 1000yens
クレープ 500yens ～
レモンのタルト 380yens

2006年7月OPENのレモンが主役のパティスリーカフェ。オーナ
ーのお母様の「レモン風味」好きが、レモンのお菓子の専門店をや
ってみようと挑戦するきっかけになったのだそう。レモンは季節に
合わせて国産と外国産のものを上手に使いこなす。店内はレモンにまつわるものでデコレーショ
ンされていて、まるでフランスにいるような気分にさせてくれる。テイクアウトできないクレープ
は、優しい口当たりのレモンシロップとレモン風味の自家製アイスが口の中で溶けて美味。オー
ナーが主宰するお菓子レッスンも少人数制で大変人気だ。その他市内にバーなど2店舗有。

Soyons gourmands!
< l’ingrédient aux vertus cachées >京都のおいしいもの、みんな大好き「クレープ」 (crêpe) 前編

シトロンシュクレ

Citron sucré

eggs

京都市左京区岡崎成勝寺町1番地
（平安神宮から約300m）
ouvert : 11:00～19:00 不定休
TEL : 075-771-0971
イートインOK！
生クリームバナナチョコ 400yens
生クリームブルーベリー 350yens
アーモンドチョコ 350yens

eggs昔ながらのクレープ屋さん。31年前のOPEN当時、京都にはまだクレ
ープ「専門店」」はなく、このお店こそ草分け的存在だ。オーナーのマ
ダムがひとりで切り盛りしている。クレープは、どの種類であっても注

文が入ってから焼く。焼きだめは美味しくないから絶対にしないというこだわりが、ふちのパリパ
リ感と中のもっちり感の両方を楽しませてくれる。修学旅行生や、子供の頃にここのクレープを
食べてたお客さんが、自分の子供を連れて食べに来てくれるのだとか。対面のお店ならではのあ
たたかさがリピーターを呼ぶ。2年程前からイートインOKになったそう。ドリンクも種類多。

Pour le plaisir des yeux tout autant que pour celui des papilles, 
laissez-vous transporter au gré du Canal de Bourgogne pour une balade haute en couleurs. BRUMES GOUR-
MANDES est la première collection de sprays culinaires haut de gamme, réalisés artisanalement en Bourgogne, 
contenant les meilleurs spiritueux et eaux de vie (Marc de Bourgogne, Cognac, Pastis, Poire Williams, Kirsch, 
Rhum, Whisky). Vaporisez une mini-dose (moins de 0,2 ml) d’un alcool de grande qualité sur toutes vos recet-
tes sucrées et salées.
De l’entrée au dessert, pour tous les gourmets du quotidien, Brumes Gourmandes est un petit plaisir unique 
qui apportera raffi  nement et convivialité à vos instants gourmands.
      Des alcools en spray : juste dose et geste pratique pour 
des produits de qualité.
    Des saveurs intenses et authentiques, conçues pour la 
cuisine.
     Mettez de la créativité dans toutes vos recettes sucrées 
et salées.
La collection Brumes Gourmandes fait partie des 13 innova-
tions 2013 qui vont améliorer le quotidien des Français selon 
le magazine Capital. http://www.brumes-gourmandes.com/

1
2
3

幸福のフクロウ
旧市街にあるシュエット通り（Rue de la Chouette)に『幸福のフクロウ』と呼
ばれるれレリーフがある。右手で金製のものを触りながら左手でフクロウを触
ると幸福が訪れるといわれている。
サン＝ベニーニュ・ド・ディジョン大聖堂
通称ディジョン大聖堂。ローマ時代の納骨堂を含む、ゴシック様式の大聖堂。
近辺の教会もゴシック様式の建築様式のものが多い。

�������
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Mademoiselle TAMURA Aoi
留学先 : シェネ、ヴェルサイユ（パリ郊外）
期間  : 2013年9月に9日間
ビザ : なし（観光ビザのみ）
滞在方法 : 講師宅にホームステイ
留学準備期間 : 約2ヶ月間

　　　　　　　　　今回は、ホームステイ兼講師宅にてホ　
　　　　　　　ームステイをしながらフランス語のレッスンを
　　　　　受けたAoiさんからルポルタージュが届きました！
　午前はホームステイ先のマダムとフランス語のレッスンを
し、午後はフリーに時間を使うことができたので、効率的にフ
ランスの滞在を楽しむ事ができたそうです。

ヴェルサイユからのルポルタージュ　<< En direct de Versailles >>

【Aoiさんの留学費用の内訳】 全体の合計約40万円 　
現地生活費　：　約5万円
交通費　　　：　約22万円
AJ-Franceサポート料 ： 3万円

Une expérience inoubliable! : フランス留学体験記

　私は、9月中旬からシェネという町でフランス語講師の方のお宅に
9日間ホームステイをしました。近くにはベルサイユ宮殿があり、とても
静かで美しい町でした。
　授業は、1日3時間マダムと一緒に文法を中心に学び、時にはノート
とペンを持ってマルシェに出かけ買い物をしながら授業をしたりしま
した。中でも1番ユニークな授業は、マダムと一緒にLavalにあるご親
戚のお宅に車で行った時の事、
「教科書持ってきて」と言われ、
行きの片道3時間ドライブをしな
がらの授業が始まりました。
「運転しながら大丈夫？」と聞い
ても「大丈夫よ！」という感じで、

ほんとにたくましいマダムです。途中、Sainte-Suzanneという村に立ち寄りま
した。時が止まったような自然と建物がとても美しい村でした。私は、今までパ
リ以外の地方を訪れたことがなく、フランス＝パリ、都会で人が多く、美しいけ
ど危険という印象でしたが、本当はとても自然が美しい国なんのですね。
　マダムはとても料理が上手で、初めて食べた料理や物が沢山ありました。特
にチーズは、私が今まで食べていたチーズは何だったの？と思うくらいに、味
が強く呑込むのが大変でした。毎日沢山のお友達やご家族の方たちと一緒に
食事をしました。家庭での食事でも前菜、メイン、チーズ、デザートの順で出て
きたことには驚きました。お手伝いをしながら、テーブルセッティングを学んだ
り、勧められて取ったバゲットは、お皿に置かずテーブルクロスに直接置く等
々、実際の食事を通して学んだことが沢山ありました。
　午後はだいたいフリーだったので、パリまで出かけ散歩やショッピング等を
楽しみました。マドレーヌ寺院近くのLa Maison du Mielというはちみつ屋さ
んがお勧めです。はちみつはもちろん、はちみつを使ったお菓子やコスメ等が
沢山置いてあって滞在中に何度か通いました。

　9日間という短い期間でしたが、温かい家族の中で初めてカトリックのミサに参加したり等、初めての経験を沢山
しました。多くのフランスの方たちと接することができ、滞在中ずっとフランス語を聞くこともできました。話す速さ
に圧倒され、単語がわからなくて戸惑う事も多かったですが、皆さんゆっくり熱心に話しかけて下さいました。
　初めての滞在で緊張していましたが、温かく迎えて下さったファミリーやお友達の方達に本当に感謝しています。
またいつか逢いに行きたいと思います。

　　上↑ 料理の支度中のマタム
　　下↑ マルシェで見かけた色とりどりの野菜

↑　お孫さんと一緒に

下左、下中央、下右↓Sainte-Suzanneの街並み

　初めての滞在で緊張していましたが、温かく迎えて下さったファミリーやお友達の方達に本当に感謝しています。

point
その他、南仏のホームステイ（特に夏のヴァカンス時期がお勧め！）、料理の講
師宅ホームステイ（フランスの家庭料理をファミリーから学ぶ）等様々なタイ
プのホームステイ紹介をさせていただけます。
＊また、「芸術に造詣が深いファミリーがいい」「音楽に精通したファミリーと
暮らしたい」といった特殊なご希望も、タイミングによっては実現可能。まずは
ご相談下さい！ ▶▶ AJ-France留学センターのお問い合わせinfoはp9へ

レシピ・ア・ラ・モード ： En vogue - recette remise à jours

La tarte conversation, est un peu l’ancêtre de la galette des rois. Elle a été créée à la fi n du 18ème siècle en l’hon-
neur de la sortie du livre « Les conversations d’Emilie » de Mme d’Epinay.

On la réalise comme une galette : entre deux couches de pâte feuilletée se cache une crème d’amande. Sa particu-
larité tient de ses croisillons et du glaçage qui durcit à la cuisson et qui off re un croquant incroyable.

Depuis qu’elle a été présenté dans l’émission « le meilleur pâtissier » sur M6 et remise à jour par le chef patissier 
Philippe Conticini.

La tarte conversation

La crème d’amande : 
◆ 75g de beurre pommade* 
◆ 75g de sucre semoule
◆ 75g de poudre d’amande 
◆ 75g d’œuf
◆ 35g de crème fl eurette entière
◆ 1cc de rhum
◆ le zeste d’1/2 orange ou d’1/2 citron‒facultatif-

Mélanger à la maryse et sans trop travailler l’appareil  le 
beurre pommade et le sucre puis la poudre d’amande, 
ajoutez l’œuf et la crème le rhum, le zeste et lisser le mé-
lange.

La glace royale : 
15g de farine*, 125g de sucre glace, 1 blanc d’œuf, quel-
ques gouttes de jus de citron.
Tamiser 15g de farine avec 125g de sucre glace, mélanger 
vivement avec 1 blanc d’œuf, ajuster si nécessaire avec 
quelques gouttes de jus de citron. Réserver.

Le dressage fi nal : 
Etaler une fi ne couche de glace royale à la spatule coudée 
et déposer dessus en losanges les bandelettes de pâte 
feuilletée. Réserver 30 min au  réfrigérateur avant la cuis-
son à 170°/180° 40/45min*.  Laissez refroidir les tartes 
avant de les décercler.

Le montage
1- Placez le cercle de tarte sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé.
2- Foncez le moule avec le cercle de pâte le plus grand.
3- Répartissez la crème d’amande.
4- A l’aide d’un pinceau mouillé, humidifi ez le rebord de 
la pâte.
5- Recouvrez du second cercle de pâte. Elle doit être au 
contact de la crème d’amande. Appuyez sur les rebords de 
manière à bien souder les deux pâtes feuilletées.
6- A l’aide d’un couteau, retirez l’excédent de pâte.
7- Placez la tarte au congélateur pour 15 min.
8- Avec les chutes de pâtes, réalisez 6 bandelettes de 20 
cm de long.
9- Sortez la tarte du congélateur.
10- Recouvrez d’une fi ne couche de glaçage à l’aide d’une 
spatule coudée.
11- Déposez les bandelettes de pâte en losange. Décou-
pez l’excédent et faites adhérer sur les bords avec un peu 
d’eau.
12- Faites préchauff er votre four à 180°C et enfournez 
pour 40 ‒ 45 min. La pâte doit gonfl er et le glaçage va 
joliment doré. Cela va ainsi former de jolis losange bien 
craquant.
13- Laissez complètement refroidir dans le four éteint, re-
tirez ensuite le cercle avant de déguster.

mélanger
tamiser
étaler
ajuster
réserver
appuyer
découpez
préchauff er
refroidir

ガレットデロワのルーツともいわれているタルトコンベルサッションは、マダムEpinayの書いた本「Les conversations d’Emilie」に
登場して以来、絶大的な賞賛によって18世紀、一時的ではあるば確たる地位を維持していた。その名の通り、お茶請け的存在としてタ
ルトを囲んでおしゃべりを楽しむためにとの願いが込められて親しまれていた。タルトはパイ生地でアーモンドクリームを包み込み、
表面に大きめの十字模様を作り、グラサージュをかけているのが特徴。十字を入れるのは、膨らみすぎないようにする工夫なのだ
とか。そのタルトが約300年の時を経て、「le meilleur pâtissier」というフランスの番組の中で紹介された。また La pâtisserie des 
rêvesのシェフ、 Philippe Conticiniが当時のタルトを再現したりと、最近徐々に注目を浴びつつあるタルトだ。

混ぜる
ふるいにかける
伸ばして塗る
調節する
保存する
押しあてる
切り抜く
予熱する
冷ます

beurre 
amande
œuf
sucre
poudre
citron
réfrigérateur
congélateur
four

バター
アーモンド
たまご
さとう
粉
レモン
冷蔵庫
冷凍庫
オーブン

*日本語のレシピはAJ-FranceのHPで紹介しています！
　　　http://www.aj-france.com/tarte-conversation.html
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フランスの結婚祝いのプレゼントとして贈られるナイフ・フォーク
セット。スタンダードなものだとナイフやフォーク、スプーンやカフ
ェスプーンなどがそれぞれ6本ずつ入っています。少し前までは、
贈る人と受け取る人の友情関係や夫婦の絆を「切る」というイメ
ージから、ナイフは入っていなかったそう。もしナイフを受け取っ
てしまったら、贈った人へ1サンチーム（小額）を渡し、その人から
購入したことにしたんだとか。

� Ménagère��ナイフ・フォークセット

Une ménagère est un nécessaire de table qui regroupe les couverts (fourchettes, 
couteaux, cuillères, cuillères à café…) ainsi qu’une salière et une poivrière. Le contenu 
d’une ménagère est diff érent selon sa taille ainsi, on peut même retrouver une louche ou 
encore une pelle à tarte dans une ménagère. La mode des ménagères, notamment comme 
cadeau de mariage, a commencé vers le milieu du 19ème siècle.

Jean-Jacquesのちょっとまめ知識

Le cinéma français, méconnu ?

Au Japon, des réalisateurs comme Truff aut, Godard ou Ozon ont 
la part belle dans la DVDthèque des amateurs des fi lms de genre 
«à la française», et c’est comme si le cinéma de l’Hexagone ne 
savait pas s’exporter, à de rares exceptions, comme Intouchables 
ou The Artist.
Or, le cinéma français a toujours été prolifi que en matière de qua-
lité scénaristique et ouvert sur sa culture, notamment dans la co-
médie «de dialogues».
La désormais trilogie «Le Coeur des hommes» de Marc Esposito a 
conquis par exemple des millions de spectateurs en 10 ans avec 
un simple thème - l’amitié entre mecs, juste et sensible - avec 
un quatuor d’acteurs reconnus : Jean-Pierre Darroussin, Gerard 
Darmon, Bernard Campan et Marc Lavoine.

D’autres oeuvres, plus ou moins sensibles, pourraient attirer l’oeil averti, comme la cinématographie des ac-
teurs Daniel Auteuil (36, quai des Orfèvres, Jean de Florette,...), Gérard Depardieu (Les Valseuses, Asterix,...), 
celles des réalisateurs Patrice Leconte (Les Bronzes, Tandem,...) ou Christophe Barratier (Les Choristes,...).
Qui, parmi les amateurs japonais de fi lms français, connait Louis de Funès, Bourvil, Dany Boon,... nos piliers 
de l’humour ?
Et une oeuvre telle que «Les Tontons Flingueurs» devrait été considérée d’utilité publique pour la promotion 
de la langue française, mais le fi lm recèle de telles perles de dialogue 
qu’il est extrêmement compliqué de le traduire, Audiard étant un 
maitre incontesté dans son genre. (D)

トリュフォー、ゴダール、オゾンの作品といえば、フランス映画を語るには欠かすことのできない芸術である。だが、彼らのそれに全く引け
をとらず、名作は日本に認知されていないだけでまだまだあるのも事実である。
例えばMichel Audiard作の「Les Tontons Flingueurs」。フランス語のディアログが極めて美しく、60年代以降のフランス映画のベー
スとなったひとつと言えるだろう（ストーリーは刑事コメディーに分類されているほど親しみやすい内容だ）。作中に出てくる台詞は、フラ
ンス語そのものの良さが最大限に活かされているため、日本語にはとても訳すことができない。文法や表現において1mmのズレもなく正
しいのである。さもありなん、日本語に限らずフランス語だって歴史や文化を知らずには読み取ることのできない言語なのだ。

ーシネマ、映画ー
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“ パリ好きの、パリ好きによる、パリ好きのためのお店 ”

パリ。世界で一番観光客の多い街。仕事や留学のために長期で生活する人
も世界各国からたくさん集まる街。
ここで過ごす理由や期間、国籍は様々でも、本国へ帰るときに皆が必ず求め
るものは、待っている家族や友達そして自分自身の思い出のためのお土産で
すよね。なのにいざ「パリらしいお土産」を探し始めると、うーん、なんかいま
いち、、、他国で大量生産されたなんだか残念なデザインや品質のものばかり
、、、という経験はたくさんの方がされているのではないでしょうか？
そんなときに必ず素敵なものが見つかる私のお気に入りのお店、パリグッズ専門店をご紹介します！

www.lesparisettes.com
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今回は「フランスの病院・医療システム」に
関する情報をご紹介します。海外での体調不良は不安になってしまいますよね。フラ
ンスでの生活を順調に送るために普段から万が一のために備えましょう。

持参した常備薬でも間に合わない場合
は病院に行きましょう。フランスの病院
は予約制なので、必ずrendez-vousを
取らなくては、よほどの急患以外は断ら
れてしまいます。知り合いや薬局で身近
な病院の連絡先を教えてもらい、電話で
診察日時を決めます。あとは出向くだけでOK。診察後は処方箋をもらって、薬局Pharma-
cieで薬を買います。支払いは診察代と薬代をそれぞれ別に払い、医療保険に入っていれ
ば後で返金される仕組みです。救急の場合は、病院の急患窓口に行くか、日本と同様に救
急車を呼びます。フランスの救急電話番号は「１５」。現地に着いたらまずは近くの病院の
場所と連絡先を確認しておき、いざという時に備えておきましょう。

プチコ
ラム

«Non mais t’as déjà vu ça ? En pleine paix ! Il chante et puis crac, un 
bourre-pif ! Il est complètement fou ce mec. Mais moi, les dingues, je 
les soigne. Je vais lui faire une ordonnance, et une sévère… Je vais lui 
montrer qui c’est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu’on va le retrouver, 
éparpillé par petits bouts, façon Puzzle. Moi, quand on m’en fait trop, je 
correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile !»

可愛いポップな色で気持ちも高鳴るお店の中はエッフェル塔でいっぱい。
バッグにクッション、お化粧ポーチや文房具、おもちゃもパズルもキッチン
用品も、とにかくすべてがパリ！エッフェル塔！しかもセンスのいい品物ばか
り。たくさん持って帰るお土産に最適な小さな物から、パリでの滞在中に自
分のお部屋に置いておきたくなるインテリア用品まですべてがあの愛すべ
きエッフェル塔モチーフです。なんと消火器まであります。
お店の方とお話しすると、地元パリの人もとにかく自分たちの街が大好き
で、自分のため、身近な大切な人のためにとパリグッズを探しに来るのだそ

う。お店のアイテムはフランス人
デザイナーやクリエーターによっ
てその多くがフランス国内、もし
くはパリの中で作られているもの
だそうです。正真正銘のパリから
のお土産なんて素敵ですよね。
お店は７区と１５区のエッフェル
塔から程近い場所に２店。観光や
留学の際に覗きに行ってはいか
がでしょう。お店丸ごと買い占め
たくなるかも！？

La Minute d’Akane 

Les Parisettes
26 rue Malar 75007 PARIS
95 avenue Emile Zola 75015 PARIS 
Tél : 01 75 43 23 65
e-mail : lesparisettes@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h-19h

風邪 rhume

鼻水 avoir le nez qui coule

せき toux

熱 fi èvre

めまい vertige

吐き気 nausée

下痢 diarrhée

頭痛 mal de tête

腹痛 mal de ventre

歯痛 mal de dents

◎万が一病気になってしまったら

Les Parisettes PARIS

article et photo par Akane
お寿司とワイン、ボサノバと青い空を愛する一児の母。勉強と仕事のため
に海外生活。在住５カ国目のフランスはパリに５年目。世界あちこちへの
旅と人との出会いが好き。

���	����������
�������

薬局は緑十字が目印です！
日曜日や祝日は当番制で
営業しています。
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MUSIQUE FRANCAISE CLASSIQUE
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芸術の国フランスへ「音楽留学」に行こう！演劇、文芸、美術に音楽。
芸術が溢れる国フランスへ音楽の勉強をしに行きませんか？
「短期留学で将来師事したい先生を探す」
「長期留学で国際的に活躍するプロを目指す」
「趣味の音楽レッスン・プチ留学」　etc...

「海」や「夜想曲」を代表作とする
ドビュッシー。ピアノ作品「アラベス
ク1番」も有名で、流れるような華
やかな印象の楽曲。 彼は気難しい
性格で、内向的で非社交的だった
と言われますが、象徴主義文学な
どの影響を受け、印象派音楽の世
界を作り上げ、 数多くの傑作を残
しました。

「音楽会の変わり者」と称されま
すが西洋音楽の近代化に大きな功
績を残した作曲家の一人です。有
名なピアノ小品は「ジムノペディ」。
シンプルな曲調なのに、一度聞い
たら忘れられない旋律。その他、「
犬のためのぶよぶよとした前奏曲」
等、作品に変わった名前をつけたこ
とでも有名。

フランスはドイツ、スイス、イタリア等の多
くの国と国境を接し、様々な国から伝統
的な雰囲気やモダンな空気を求めて音
楽家、芸術家達が集まります。コンサート
会場もたくさんあり、有名音楽家のチケッ
トを安く購入できることも。また、有名な
先生が講習会を開いていることもしばし
ば。憧れの先生から直接レッスンを受け
られるチャンスがあるかもしれません。

フランスでは高等教育の無償化が進んで
おり、ほとんどの国公立の学校は授業料
がほぼ無料。私立の学校でも比較的日本
よりは学費がリーズナブル。留学という
と、お金がかかるというイメージですが結
果的に日本で音楽学校に行くよりも安く
済んだということもある場合も。生活費も
パリは高いけれど地方だと家賃が300ユ
ーロ程のアパートがあったりします。

島国である日本を出て海外で生活をする
と、今までなんて小さな世界で生きて来
たのだろうと思わされることがあります。
日本ももちろん素晴らしい国ですが、色
々な感情や情景を音楽で表現するのであ
れば、今まで見たことも聞いたこともよう
な異文化に触れ、その中で生活をすると
いうことは、表現の幅を広げる良い経験
となるでしょう。

フランスでの音楽教育の多くはコンセルヴァトワール（仏語：Conservatoire）という教育機関で行われています。コンセルヴァトワ
ールとは、フランスにおける文化遺産等を守り、推奨することを目的とした特定の公的機関・組織を指します。文化保全機関の分野
としては、音楽の他に舞踊、演劇、工芸技術などがあります。フランスでは、7歳から中学校卒
業までは通常通りの教育機関（小学校・中学校）に属しながら、並行してこのコンセルヴァトワ
ールでも少しずつ音楽教育を受けることができます。学校にもよりますが、週に一回一時間程
度のソルフェージュ（楽譜を読むことを中心とした基礎訓練）のレッスンから始まり、その後に
それぞれが希望する楽器の専門科目がスタートします。小学校・中学校によっては、音楽学校
と提携し、音楽学校の授業が受けれるように通常の授業のプランニングを立てている学校も
あります。義務教育修了後は、高校に通いながらコンセルヴァトワールに通う、もしくは高校に
通わずにコンセルヴァトワールにのみ通うことも可能です。

生徒さんインタビュー　interview d’un d’élève
　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AJに通い始めて5ヶ月、京都市北区にお住まいのMITSUHASHI Ka-
zuyoさんへお話をお伺いしました。MITSUHASHIさんは現在イギリスの大
学院で博士号を取得するために日々研究に励んでいらっしゃる方です。

ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
今後の活動（仕事）に活かすことができたらと思っています。この間まで、学業を
休学してスーダンで2年間国際機関で働いていました。NGOをはじめ、援助機関
との調整のために、経済支援ができるかどうかなどの調査を行うために、現地の情報を収集して整理する仕事です。この仕
事を通して、様々な国籍の人と接する機会がありました。当時の私は、英語さえできれば大丈夫！と思って取り組んでいまし
たが、アフリカを中心に活動するには、フランス語が必要だということに気が
ついたのです。英語ができるなんて当たり前で、そのベースの上に何があるの
か、というフィールドでないと、本当に自分がしたい事ができないと思い至り
ました。普段のコミュニケーションに、英語プラスα、1ステップ深く交流する
ためにフランス語を学ぼうと思ったのがきっかけです。

ーフランス語は楽しいですか。
とても楽しいです。新しい言語を学ぼうとする姿勢に、友人から歓迎を受けて
いるので何だか新鮮な気持です。特にフランス語を話す外国の友達からは、

早速フランス語でメールが来たり
するので、本当に喜んでくれている
んだ、と感じています。フランス語
独特の文法や発音は、思っていたほど難しくなく、英語に似ているので、肩の力
を抜きながら勉強しています。日常生活のコミュニケーションを深めるために、
まずは話せなくても皆が面白くて笑うことが、わかるようになりたいです。

ー今後の目標はなんですか。
まずはイギリスへ戻って、博士号を取ることですね。その後は紛争で苦しんだ
国の再建、具体的には経済発展を通して安定した国づくりをサポートしていけ

たらと考えています。私は2001年のアメリカのテロをきっかけに、戦争、紛争に対して誰が得をするの？と疑問を抱くよう
になりました。ある時、そこから立
ち上がろうとする人をテレビを
見て、紛争についての研究をはじ
めました。こんな私を支えてくれ
る、出逢った人たちへの感謝の気
持を忘れず、精一杯できることを
していきたいと思っています。も
ちろん、フランス語の勉強も、引
き続きイギリスからスカイプレッ
スンを利用しながら続けていくつ
もりです。 左：週末は同僚と一緒に旅行にでかけました。　右：南スーダンの街中。奥にあるのは民家です。

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

上：スーダン、ナイル川のすぐ側にある自分の部屋か
ら見える景色。 夜は殆ど真っ暗になるそうです。

現地のこども達と。
Claude Achille Debussy Erik Alfred Leslie Satie

色々な国の音楽家&芸術家に
出会える

学費が比較的リーズナブル 異文化交流を通して刺激を
受けることができる

1 2 3
フランスでの音楽留学のメリット

フランスの音楽教育

フランスの代表的音楽家

Matt Trudeau

Séjours en FRANCE
������
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京都市上京区烏丸通出水上る桜鶴円町361
tel:075-432-3851

フランス国立高等音楽院の一つ。音楽の高等教育機関として世界で最も歴史が深く、その伝
統と実績から世界各国の音楽院や音楽大学のモデルにもなっています。パリ国立高等音楽
院はリヨン国立高等音楽院と共にフランスでトップクラスの音楽学校です。入学条件には専
攻別で年齢制限や厳しい審査があるため、入学するには高い能力と才能を要求されます。ま
た実際にレッスンを受講するには、フランス語能力テスト（B1以上）に合格する必要がありま
す。国立の学校なので、学費は国が負担します。

AJ-France留学サポートセンターでは、フランスへの短期留学・長期留学など、お好みでプランをご提案！各種ビザ申請（学生・ワーキングホリデー・コ
ンペタンス・エ・タラン・フリーランス•研究者・就労•シェンゲンビザ等）も安心サポート。また、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、お客様は日本全国にいらっしゃいます。

スタッフは全員留学経験者。経験豊富なスタッフが貴方の【留学計画～渡仏時～留学終了】までサポート致します！

★ 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～
￥書類による

※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要（日本国籍の場合）
※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

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。
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ございます。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。

 　　フランスへのプチ留学・長期留学ならAJ-FRANCEにお任せ！！
  株式会社AJ-France（アージー・フランス）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。

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

●まずは初回無料カウンセリング（お電話・スカイプ・ご来社など）にて、お気軽にご相談下さい！！

■ 専門学校／語学学校(提携外)
■ 入学手続き（1校分）
■ 提携語学学校入学手続き（希望制）
■ 学生ビザ申請サポート
■ 郵送返却（希望制）

　　　サポート一例 ： 【専門学校トータルプラン（3ヶ月以上の場合）】　　　

■ 抄本翻訳（1通分）
■ 出発前オリエンテーション
■ 銀行のアポイントメント代行 *
 (*銀行によってお受けできない場合あり)
■ 渡仏後のメール・電話でのアドバイス

＊サポート料：130000円
（キャンパスフランスの利用料20000円が別途必要となります。）

＊サポート内容＊
■ メンバー登録料
■ カウンセリング（希望予約制） 
■ 好きな時にメール・電話で留学準備の相談対応
■ メンバー専用ページの閲覧案内
■ 滞在先手配（1件分）

著名なピアニストであるアルフレッド・コルトーと、彼のパートナーによって1919年に設
立された歴史あるパリの私立の音楽院。フランスの私立音楽院としては、現在唯一の音
楽実践における高等教育機関です。こちらの学校では留学生の受け入れを積極的に行っ
ているため、アジア圏の生徒の対応にも比較
的慣れています。また、入学条件として年齢制
限がなく、入学試験もないため、これからレベ
ルアップをされたい方にぴったりでしょう。

フランスの学校紹介

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♪？

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。

2014年料理レッスンスケジュール

3名様以上でオーダーメイドも賜ります！お気軽にご参加下さい☆

-nos rencontres gourmandes en 2014-
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♪？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♪？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！フランス語が話せなくても大丈夫。
皆でわいわいレッスンしましょう！日程はHPにて発表します！

5月
Carré citron
‘‘Fête du Citron’’
レモンケーキ

Rissoles 
リソル （サヴォア地方
の庶民的おやつ）

Steak (haché)
et purée
ステーキとピュレ
ビストロ風

Biscuit Breton
ビスキュイ

Gratin
dauphinois
ポテトグラタン

11月 12月

Galette des
rois
ガレット・デ・ロワ

● 出願時期  ： 入学希望年の前年10月～11月頃までに要項を取り寄せて出願
● 入学時期  ： 9月　　　　● 学費  ： 無料（但し登録料が必要） 
● 主な専攻  ： 器楽科、声楽科、演奏理論科、室内楽科、理論・エクリチュール・作曲科、指揮科等
　 その他、子ども向けコース、アマチュアコース、マスタークラス、上級過程、演奏家高等科等がある。

● 出願時期  ： 入学希望年の3月から仮登録
　　　　　　　　　　　　　　　　　が可能

Marko Vallius

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
CNSMDP・パリ国立高等音楽院

École Normale de Musique de Paris, Alfred Cortot
エコールノルマル音楽院
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　　　レッスンの2日前までにお申し込み下さい。

イベント情報！
Evenemen

t
FETE DE LA GALETTE DES ROIS
            18 JAN 2014ガレットデロワパーティー2014
1月18日（土）18H- 開催！
2014年もパーティーを開催します。 フランスの伝統行事、’’ガレットデロワ’’をガ
レットとシードルでお祝いしましょう！今回は数種類のフレーバーのガレットをご
用意します！どんなフレーバーなのかは当日までのお楽しみ♪♪
ポットラック形式の気軽な雰囲気で、わいわいと楽しくおしゃべりしましょう♪
AJに来るのが初めての方も大歓迎です！

● 日時：1月18日（土）
　 18H-20H (17H30より受付開始）
● 参加費：1000yens
● 定員：30名
● ポットラック形式（一品お持ち下さい）
● ガレット、シードル付き

お問い合わせ／お申し込み
075-703-0115 / ecole@aj-france.com

男性のご参加
もお待ちして
おります。

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♪？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♪？

Carré citron
‘‘Fête du Citron’’
レモンケーキ

Galette breton
avec du cidre
et ‘‘Chandeleur’’
ガレットとクレープ

1月 2月 3月
4月

● 入学時期  ： 10月
● 学費 　： 約1300€～約3000€／年 
● 主な専攻  ： 器楽科、声楽科、古楽科、ジャズ科、音楽書法
　　  ・作曲・指揮科、音楽学・分析科、音楽音響科、舞踊科等

Cours sur demande
◆ キッシュ
◆ 生パスタ  ...etc
　 まずはご相談下さい

オーダーメイド

1月18日（土） 2月15日（土） 3月15日（土）

オーダーメイド フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。オーダーメイド フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。

6月 7月 8月 9月 10月

Tarte discussion
タルト
　ディスキュッション

Taboulet 
et salade
‘‘poivron poulpe’’
 タブレとサラダ

Dessert light
デセールライト

Tarte Tatin
タルトタタン

Religieuse
ホリジューズ
(エクレアのような
　　　　お菓子)

janvier février mars
avril mai

juin juillet août septembre  octobre

novembre décembre
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ちびっこシェフアトリエ

【開講スケジュール】

～ Le français sous toutes les coutures ～

ちびっこちゃん達のために月に1度、特別に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！

こんなことを何気なく学びます！
◆ 材料の名前
♥ 道具の名前
● 料理時に使う動詞
♣ 皆と一緒に食べることの
　 楽しさ

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

��cours de cuisine pour les petits �

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
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フランス語教室情報 : Des leçons adaptées à tous!
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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！

*%+'(('$,'-$.")-.'/'(('$'#$0%#1)'.
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開催日 時間 レシビ 内容

1月25日（土） 13h~14h50 Galette des rois
ガレットデロワ

フェーブを入れて本格的なガレットデロワを作り
ましょう！王様／女王様はだーれだ？

2月22日（土） 13h-14h50 Crêpes
クレープ

2月2日のシャンドラーにちなんで、フライパンの
クレープをくるっとひっくり返しながら願い事を
します！

3月22日（土） 13h-14h50 Muffi  ns
マフィン

マフィンに自分の好きなデコレーションをして飾
りましょう！

※入会金：5000円別途必要。お友達紹介の場合は2500円

アトリエ 内容 レッスン回数 日時 担当講師 受講料など

プライベートレッスン
（スカイプレッスン）

100％自分のペースでフランス語を
学びましょう。 内容やテーマ、スピー
ドなど思いのまま！

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

予約日時、講師はご自由に設定
可能

受講者が
選択

1ヶ月4回14000円
3ヶ月6回22000円
テキスト代実費

楽々発音
発音記号が分かれば怖くない！
書き取り（dictée）にも強くなり
ます！

3ヶ月6回
6時間

金曜日16h-17h
1月17日31日　2月14日28日
3月14日28日

Akiko 14000円

Petit Nicolasを
読もう！

フランスの国民的小説「Petit 
Nicolas」を音読しよう！ボキャブラ
リーを増やすのにも有効です。

3ヶ月6回
6時間

グループ①：木曜日10h-11h 
1月16日30日　２月13日27日
３月13日27日
グループ②：火曜日14h-15h
1月7日21日　2月4日18日
3月4日18日
受講者同士で日程調整可能

Akiko 14000円
テキスト代実費

Chanson
フランス語を話せなくても大丈夫！
ゆっくり丁寧にレッスンします。

3ヶ月6回
6時間

土曜日12h-13h
受講者同士で日程調整可能

Florian 14000円

Bon vayage!!
旅行で役に立つフレーズを学びまし
ょう。 フランス語を習ってみようか
な、学習しようかな、という方へ。

1ヶ月4回
（完結）

1月4日11日18日25日
2月1日8日15日22日
3月1日8日15日29日

Akiko 10000円
テキスト代不要
入会金無料！

DELF A1
試験対策レッスンです。
作文の技法とその添削、口頭試験準
備を徹底的に行います。

3ヶ月6回
12時間

水曜日11h~13h
2月5日19日　3月12日26日
4月9日23日

Charlotte
Adeline

24000円
テキスト代実費

DELF A2
試験対策レッスンです。
作文の技法とその添削、口頭試験準
備を徹底的に行います。

3ヶ月6回
12時間

金曜日14h~16h
2月7日21日　3月7日28日
4月11日25日

Charlotte
Adeline

24000円
テキスト代実費

DELF B1
試験対策レッスンです。
作文の技法とその添削、口頭試験準
備を徹底的に行います。

3ヶ月6回
12時間

金曜日11h~13h
2月4日18日　3月4日18日
4月8日22日

Charlotte
Adeline

24000円
テキスト代実費

1ヶ月集中講座
1年分を1ヶ月で取得しよう！ 月／40時間 平日月曜日～金曜日

時間は受講者が選択
空きがあれば土日もOK !!

受講者が
選択

14万円
テキスト代実費
入会金無料！

ちびっこアトリエ
2歳～小学校入学前対象の子供向
けアトリエレッスンです。
楽しく遊びながら習得しましょう♪

月2回
1レッスン45分

第2・第4土曜日 10h00-10h45
追加料金にて振替可能
1月11日25日　2月8日22日
3月8日22日

Charlotte
Yannick

5000円

アトリエデママン
幼稚園入学前までのお子様と一緒
にレッスンしていただけます。産休、
育休中の方も大歓迎！

3ヶ月6回 月曜日14h-15h30
1月6日20日　2月3日17日
3月3日17日
受講者同士で日程調整可能

Akiko 21000円
定員：5名様

グループレッスン
（超入門）

楽しく1から学ぼう
ABCからはじめます。

3ヶ月10回
1レッスン90分

土曜日13h15~14h45
1月11日18日25日
2月1日8日15日22日
3月1日8日15日

Adeline
Akiko

29000円
テキスト代実費
定員：6名様
レベルチェック無料

グループレッスン
（初級）

仏検4級程度 3ヶ月10回
1レッスン90分

土曜日11h15-12h45
1月11日18日25日
2月1日8日15日22日
3月1日8日15日

Charlotte
Akiko

29000円
テキスト代実費
定員：6名様
レベルチェック無料

グループレッスン
（中級）

仏検3級程度 3ヶ月10回
1レッスン90分

金曜日19h15-20h45
1月10日17日24日31日
2月7日14日21日28日
3月7日14日

Charlotte
David

29000円
テキスト代実費
定員：6名様
レベルチェック無料

文法アトリエ
文法をテーマ別に徹底的に復習し
ます。 苦手なではっきりしない文法
をすっきり解決！既習者対象です。

月1回　2時間 金曜14h~16h
1月24日複合過去 2月21日半過去
3月21日大過去

Akiko 4000円
一般の方:4500円

おしゃべりカフェ
日頃勉強している成果を試したい方
、帰国後にしゃべる機会がなく、とに
かくフランス語を話したい方向けの
イベントです。

月1回　2時間 土曜日17h-19h 
1月11日　2月8日　3月8日

Jean-
  Jacques

500円 カフェまた
はお茶付
予約不要、途中退
室OK

アトリエ 内容 レッスン回数 日時 対象者 受講料など

学サポ
テキストはありませんので、気軽に
ご参加OK。テーマに沿って楽しくお
話ししましょう！

1ヶ月4回または
3ヶ月6回
1レッスン55分

クラス①：水曜日19h-20h 
グループ②：受講者同士で日程
調整可能

高校生、
専門学生、
大学生、院生

1ヶ月4回6000円
3ヶ月6回10000円
いずれか 3名様から

シニアコース

昔習いたいと思っていたけどずっと
習うチャンスがなかった方々向けの
レッスンです。

3ヶ月10回
1レッスン90分

金曜日14h-15h30
1月17日24日31日　2月7日
14日21日28日　3月7日14日
30分は教室滞在可能、おしゃべ
りなどで楽しくお過ごし下さい

65歳以上の方 15000円
テキスト代実費
通常レッスンの約
50％！！

��������� 2014年より新しいアトリエレッスンがスタートします。学生さんとシニアの方達がもっと気軽にレッスン
できるように、お得なレッスンをご用意しました！ ※入会金：5000円別途必要

その他：仏検対策レッスン、アトリエB.D.、星の王子様アトリエなどあります！

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！
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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！

34567$84$59:;:74%1'/$+'-$&'()(-

参加人数　6名まで
費用　2500円、一般の方は3000円 (保険、材料費込み) 
対象　2才6ヶ月～小学校入学前　
お持ちいただくもの　エプロン、タオル

車いすの方のご受講可能

Le français de A à Z
�����������	���
��������	��
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ちびっこシェフアトリエ

【開講スケジュール】

～ Le français sous toutes les coutures ～

ちびっこちゃん達のために月に1度、特別に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！

こんなことを何気なく学びます！
◆ 材料の名前
♥ 道具の名前
● 料理時に使う動詞
♣ 皆と一緒に食べることの
　 楽しさ

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

��cours de cuisine pour les petits �

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
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フランス語教室情報 : Des leçons adaptées à tous!
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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！
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開催日 時間 レシビ 内容

1月25日（土） 13h~14h50 Galette des rois
ガレットデロワ

フェーブを入れて本格的なガレットデロワを作り
ましょう！王様／女王様はだーれだ？

2月22日（土） 13h-14h50 Crêpes
クレープ

2月2日のシャンドラーにちなんで、フライパンの
クレープをくるっとひっくり返しながら願い事を
します！

3月22日（土） 13h-14h50 Muffi  ns
マフィン

マフィンに自分の好きなデコレーションをして飾
りましょう！

※入会金：5000円別途必要。お友達紹介の場合は2500円

アトリエ 内容 レッスン回数 日時 担当講師 受講料など

プライベートレッスン
（スカイプレッスン）

100％自分のペースでフランス語を
学びましょう。 内容やテーマ、スピー
ドなど思いのまま！

1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

予約日時、講師はご自由に設定
可能

受講者が
選択

1ヶ月4回14000円
3ヶ月6回22000円
テキスト代実費

楽々発音
発音記号が分かれば怖くない！
書き取り（dictée）にも強くなり
ます！

3ヶ月6回
6時間

金曜日16h-17h
1月17日31日　2月14日28日
3月14日28日

Akiko 14000円

Petit Nicolasを
読もう！

フランスの国民的小説「Petit 
Nicolas」を音読しよう！ボキャブラ
リーを増やすのにも有効です。

3ヶ月6回
6時間

グループ①：木曜日10h-11h 
1月16日30日　２月13日27日
３月13日27日
グループ②：火曜日14h-15h
1月7日21日　2月4日18日
3月4日18日
受講者同士で日程調整可能

Akiko 14000円
テキスト代実費

Chanson
フランス語を話せなくても大丈夫！
ゆっくり丁寧にレッスンします。

3ヶ月6回
6時間

土曜日12h-13h
受講者同士で日程調整可能

Florian 14000円

Bon vayage!!
旅行で役に立つフレーズを学びまし
ょう。 フランス語を習ってみようか
な、学習しようかな、という方へ。

1ヶ月4回
（完結）

1月4日11日18日25日
2月1日8日15日22日
3月1日8日15日29日

Akiko 10000円
テキスト代不要
入会金無料！

DELF A1
試験対策レッスンです。
作文の技法とその添削、口頭試験準
備を徹底的に行います。

3ヶ月6回
12時間

水曜日11h~13h
2月5日19日　3月12日26日
4月9日23日

Charlotte
Adeline

24000円
テキスト代実費

DELF A2
試験対策レッスンです。
作文の技法とその添削、口頭試験準
備を徹底的に行います。

3ヶ月6回
12時間

金曜日14h~16h
2月7日21日　3月7日28日
4月11日25日

Charlotte
Adeline

24000円
テキスト代実費

DELF B1
試験対策レッスンです。
作文の技法とその添削、口頭試験準
備を徹底的に行います。

3ヶ月6回
12時間

金曜日11h~13h
2月4日18日　3月4日18日
4月8日22日

Charlotte
Adeline

24000円
テキスト代実費

1ヶ月集中講座
1年分を1ヶ月で取得しよう！ 月／40時間 平日月曜日～金曜日

時間は受講者が選択
空きがあれば土日もOK !!

受講者が
選択

14万円
テキスト代実費
入会金無料！

ちびっこアトリエ
2歳～小学校入学前対象の子供向
けアトリエレッスンです。
楽しく遊びながら習得しましょう♪

月2回
1レッスン45分

第2・第4土曜日 10h00-10h45
追加料金にて振替可能
1月11日25日　2月8日22日
3月8日22日

Charlotte
Yannick

5000円

アトリエデママン
幼稚園入学前までのお子様と一緒
にレッスンしていただけます。産休、
育休中の方も大歓迎！

3ヶ月6回 月曜日14h-15h30
1月6日20日　2月3日17日
3月3日17日
受講者同士で日程調整可能

Akiko 21000円
定員：5名様

グループレッスン
（超入門）

楽しく1から学ぼう
ABCからはじめます。

3ヶ月10回
1レッスン90分

土曜日13h15~14h45
1月11日18日25日
2月1日8日15日22日
3月1日8日15日

Adeline
Akiko

29000円
テキスト代実費
定員：6名様
レベルチェック無料

グループレッスン
（初級）

仏検4級程度 3ヶ月10回
1レッスン90分

土曜日11h15-12h45
1月11日18日25日
2月1日8日15日22日
3月1日8日15日

Charlotte
Akiko

29000円
テキスト代実費
定員：6名様
レベルチェック無料

グループレッスン
（中級）

仏検3級程度 3ヶ月10回
1レッスン90分

金曜日19h15-20h45
1月10日17日24日31日
2月7日14日21日28日
3月7日14日

Charlotte
David

29000円
テキスト代実費
定員：6名様
レベルチェック無料

文法アトリエ
文法をテーマ別に徹底的に復習し
ます。 苦手なではっきりしない文法
をすっきり解決！既習者対象です。

月1回　2時間 金曜14h~16h
1月24日複合過去 2月21日半過去
3月21日大過去

Akiko 4000円
一般の方:4500円

おしゃべりカフェ
日頃勉強している成果を試したい方
、帰国後にしゃべる機会がなく、とに
かくフランス語を話したい方向けの
イベントです。

月1回　2時間 土曜日17h-19h 
1月11日　2月8日　3月8日

Jean-
  Jacques

500円 カフェまた
はお茶付
予約不要、途中退
室OK

アトリエ 内容 レッスン回数 日時 対象者 受講料など

学サポ
テキストはありませんので、気軽に
ご参加OK。テーマに沿って楽しくお
話ししましょう！

1ヶ月4回または
3ヶ月6回
1レッスン55分

クラス①：水曜日19h-20h 
グループ②：受講者同士で日程
調整可能

高校生、
専門学生、
大学生、院生

1ヶ月4回6000円
3ヶ月6回10000円
いずれか 3名様から

シニアコース

昔習いたいと思っていたけどずっと
習うチャンスがなかった方々向けの
レッスンです。

3ヶ月10回
1レッスン90分

金曜日14h-15h30
1月17日24日31日　2月7日
14日21日28日　3月7日14日
30分は教室滞在可能、おしゃべ
りなどで楽しくお過ごし下さい

65歳以上の方 15000円
テキスト代実費
通常レッスンの約
50％！！

��������� 2014年より新しいアトリエレッスンがスタートします。学生さんとシニアの方達がもっと気軽にレッスン
できるように、お得なレッスンをご用意しました！ ※入会金：5000円別途必要

その他：仏検対策レッスン、アトリエB.D.、星の王子様アトリエなどあります！

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！
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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！

34567$84$59:;:74%1'/$+'-$&'()(-

参加人数　6名まで
費用　2500円、一般の方は3000円 (保険、材料費込み) 
対象　2才6ヶ月～小学校入学前　
お持ちいただくもの　エプロン、タオル

車いすの方のご受講可能

Le français de A à Z
�����������	���
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京都市上京区烏丸通出水上る桜鶴円町361
tel:075-432-3851

フランス国立高等音楽院の一つ。音楽の高等教育機関として世界で最も歴史が深く、その伝
統と実績から世界各国の音楽院や音楽大学のモデルにもなっています。パリ国立高等音楽
院はリヨン国立高等音楽院と共にフランスでトップクラスの音楽学校です。入学条件には専
攻別で年齢制限や厳しい審査があるため、入学するには高い能力と才能を要求されます。ま
た実際にレッスンを受講するには、フランス語能力テスト（B1以上）に合格する必要がありま
す。国立の学校なので、学費は国が負担します。

AJ-France留学サポートセンターでは、フランスへの短期留学・長期留学など、お好みでプランをご提案！各種ビザ申請（学生・ワーキングホリデー・コ
ンペタンス・エ・タラン・フリーランス•研究者・就労•シェンゲンビザ等）も安心サポート。また、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、お客様は日本全国にいらっしゃいます。

スタッフは全員留学経験者。経験豊富なスタッフが貴方の【留学計画～渡仏時～留学終了】までサポート致します！

★ 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～
￥書類による

※3ヶ月以内の滞在はビザ申請不要（日本国籍の場合）
※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

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。
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ございます。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。

 　　フランスへのプチ留学・長期留学ならAJ-FRANCEにお任せ！！
  株式会社AJ-France（アージー・フランス）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。

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

●まずは初回無料カウンセリング（お電話・スカイプ・ご来社など）にて、お気軽にご相談下さい！！

■ 専門学校／語学学校(提携外)
■ 入学手続き（1校分）
■ 提携語学学校入学手続き（希望制）
■ 学生ビザ申請サポート
■ 郵送返却（希望制）

　　　サポート一例 ： 【専門学校トータルプラン（3ヶ月以上の場合）】　　　

■ 抄本翻訳（1通分）
■ 出発前オリエンテーション
■ 銀行のアポイントメント代行 *
 (*銀行によってお受けできない場合あり)
■ 渡仏後のメール・電話でのアドバイス

＊サポート料：130000円
（キャンパスフランスの利用料20000円が別途必要となります。）

＊サポート内容＊
■ メンバー登録料
■ カウンセリング（希望予約制） 
■ 好きな時にメール・電話で留学準備の相談対応
■ メンバー専用ページの閲覧案内
■ 滞在先手配（1件分）

著名なピアニストであるアルフレッド・コルトーと、彼のパートナーによって1919年に設
立された歴史あるパリの私立の音楽院。フランスの私立音楽院としては、現在唯一の音
楽実践における高等教育機関です。こちらの学校では留学生の受け入れを積極的に行っ
ているため、アジア圏の生徒の対応にも比較
的慣れています。また、入学条件として年齢制
限がなく、入学試験もないため、これからレベ
ルアップをされたい方にぴったりでしょう。

フランスの学校紹介

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♪？

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。

2014年料理レッスンスケジュール

3名様以上でオーダーメイドも賜ります！お気軽にご参加下さい☆

-nos rencontres gourmandes en 2014-
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♪？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♪？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！フランス語が話せなくても大丈夫。
皆でわいわいレッスンしましょう！日程はHPにて発表します！

5月
Carré citron
‘‘Fête du Citron’’
レモンケーキ

Rissoles 
リソル （サヴォア地方
の庶民的おやつ）

Steak (haché)
et purée
ステーキとピュレ
ビストロ風

Biscuit Breton
ビスキュイ

Gratin
dauphinois
ポテトグラタン

11月 12月

Galette des
rois
ガレット・デ・ロワ

● 出願時期  ： 入学希望年の前年10月～11月頃までに要項を取り寄せて出願
● 入学時期  ： 9月　　　　● 学費  ： 無料（但し登録料が必要） 
● 主な専攻  ： 器楽科、声楽科、演奏理論科、室内楽科、理論・エクリチュール・作曲科、指揮科等
　 その他、子ども向けコース、アマチュアコース、マスタークラス、上級過程、演奏家高等科等がある。

● 出願時期  ： 入学希望年の3月から仮登録
　　　　　　　　　　　　　　　　　が可能

Marko Vallius

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
CNSMDP・パリ国立高等音楽院

École Normale de Musique de Paris, Alfred Cortot
エコールノルマル音楽院
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　　　レッスンの2日前までにお申し込み下さい。

イベント情報
！

Evenemen
t

FETE DE LA GALETTE DES ROIS
            18 JAN 2014ガレットデロワパーティー2014
1月18日（土）18H- 開催！
2014年もパーティーを開催します。 フランスの伝統行事、’’ガレットデロワ’’をガ
レットとシードルでお祝いしましょう！今回は数種類のフレーバーのガレットをご
用意します！どんなフレーバーなのかは当日までのお楽しみ♪♪
ポットラック形式の気軽な雰囲気で、わいわいと楽しくおしゃべりしましょう♪
AJに来るのが初めての方も大歓迎です！

● 日時：1月18日（土）
　 18H-20H (17H30より受付開始）
● 参加費：1000yens
● 定員：30名
● ポットラック形式（一品お持ち下さい）
● ガレット、シードル付き

お問い合わせ／お申し込み
075-703-0115 / ecole@aj-france.com

男性のご参加
もお待ちして
おります。

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♪？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♪？

Carré citron
‘‘Fête du Citron’’
レモンケーキ

Galette breton
avec du cidre
et ‘‘Chandeleur’’
ガレットとクレープ

1月 2月 3月
4月

● 入学時期  ： 10月
● 学費 　： 約1300€～約3000€／年 
● 主な専攻  ： 器楽科、声楽科、古楽科、ジャズ科、音楽書法
　　  ・作曲・指揮科、音楽学・分析科、音楽音響科、舞踊科等

Cours sur demande
◆ キッシュ
◆ 生パスタ  ...etc
　 まずはご相談下さい

オーダーメイド

1月18日（土） 2月15日（土） 3月15日（土）

オーダーメイド フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。オーダーメイド フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。フランスの家庭料理が学べます！フランス語が話せなくても大丈夫。

6月 7月 8月 9月 10月

Tarte discussion
タルト
　ディスキュッション

Taboulet 
et salade
‘‘poivron poulpe’’
 タブレとサラダ

Dessert light
デセールライト

Tarte Tatin
タルトタタン

Religieuse
ホリジューズ
(エクレアのような
　　　　お菓子)

janvier février mars
avril mai

juin juillet août septembre  octobre

novembre décembre
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芸術の国フランスへ「音楽留学」に行こう！演劇、文芸、美術に音楽。
芸術が溢れる国フランスへ音楽の勉強をしに行きませんか？
「短期留学で将来師事したい先生を探す」
「長期留学で国際的に活躍するプロを目指す」
「趣味の音楽レッスン・プチ留学」　etc...

「海」や「夜想曲」を代表作とする
ドビュッシー。ピアノ作品「アラベス
ク1番」も有名で、流れるような華
やかな印象の楽曲。 彼は気難しい
性格で、内向的で非社交的だった
と言われますが、象徴主義文学な
どの影響を受け、印象派音楽の世
界を作り上げ、 数多くの傑作を残
しました。

「音楽会の変わり者」と称されま
すが西洋音楽の近代化に大きな功
績を残した作曲家の一人です。有
名なピアノ小品は「ジムノペディ」。
シンプルな曲調なのに、一度聞い
たら忘れられない旋律。その他、「
犬のためのぶよぶよとした前奏曲」
等、作品に変わった名前をつけたこ
とでも有名。

フランスはドイツ、スイス、イタリア等の多
くの国と国境を接し、様々な国から伝統
的な雰囲気やモダンな空気を求めて音
楽家、芸術家達が集まります。コンサート
会場もたくさんあり、有名音楽家のチケッ
トを安く購入できることも。また、有名な
先生が講習会を開いていることもしばし
ば。憧れの先生から直接レッスンを受け
られるチャンスがあるかもしれません。

フランスでは高等教育の無償化が進んで
おり、ほとんどの国公立の学校は授業料
がほぼ無料。私立の学校でも比較的日本
よりは学費がリーズナブル。留学という
と、お金がかかるというイメージですが結
果的に日本で音楽学校に行くよりも安く
済んだということもある場合も。生活費も
パリは高いけれど地方だと家賃が300ユ
ーロ程のアパートがあったりします。

島国である日本を出て海外で生活をする
と、今までなんて小さな世界で生きて来
たのだろうと思わされることがあります。
日本ももちろん素晴らしい国ですが、色
々な感情や情景を音楽で表現するのであ
れば、今まで見たことも聞いたこともよう
な異文化に触れ、その中で生活をすると
いうことは、表現の幅を広げる良い経験
となるでしょう。

フランスでの音楽教育の多くはコンセルヴァトワール（仏語：Conservatoire）という教育機関で行われています。コンセルヴァトワ
ールとは、フランスにおける文化遺産等を守り、推奨することを目的とした特定の公的機関・組織を指します。文化保全機関の分野
としては、音楽の他に舞踊、演劇、工芸技術などがあります。フランスでは、7歳から中学校卒
業までは通常通りの教育機関（小学校・中学校）に属しながら、並行してこのコンセルヴァトワ
ールでも少しずつ音楽教育を受けることができます。学校にもよりますが、週に一回一時間程
度のソルフェージュ（楽譜を読むことを中心とした基礎訓練）のレッスンから始まり、その後に
それぞれが希望する楽器の専門科目がスタートします。小学校・中学校によっては、音楽学校
と提携し、音楽学校の授業が受けれるように通常の授業のプランニングを立てている学校も
あります。義務教育修了後は、高校に通いながらコンセルヴァトワールに通う、もしくは高校に
通わずにコンセルヴァトワールにのみ通うことも可能です。

生徒さんインタビュー　interview d’un d’élève
　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AJに通い始めて5ヶ月、京都市北区にお住まいのMITSUHASHI Ka-
zuyoさんへお話をお伺いしました。MITSUHASHIさんは現在イギリスの大
学院で博士号を取得するために日々研究に励んでいらっしゃる方です。

ーフランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
今後の活動（仕事）に活かすことができたらと思っています。この間まで、学業を
休学してスーダンで2年間国際機関で働いていました。NGOをはじめ、援助機関
との調整のために、経済支援ができるかどうかなどの調査を行うために、現地の情報を収集して整理する仕事です。この仕
事を通して、様々な国籍の人と接する機会がありました。当時の私は、英語さえできれば大丈夫！と思って取り組んでいまし
たが、アフリカを中心に活動するには、フランス語が必要だということに気が
ついたのです。英語ができるなんて当たり前で、そのベースの上に何があるの
か、というフィールドでないと、本当に自分がしたい事ができないと思い至り
ました。普段のコミュニケーションに、英語プラスα、1ステップ深く交流する
ためにフランス語を学ぼうと思ったのがきっかけです。

ーフランス語は楽しいですか。
とても楽しいです。新しい言語を学ぼうとする姿勢に、友人から歓迎を受けて
いるので何だか新鮮な気持です。特にフランス語を話す外国の友達からは、

早速フランス語でメールが来たり
するので、本当に喜んでくれている
んだ、と感じています。フランス語
独特の文法や発音は、思っていたほど難しくなく、英語に似ているので、肩の力
を抜きながら勉強しています。日常生活のコミュニケーションを深めるために、
まずは話せなくても皆が面白くて笑うことが、わかるようになりたいです。

ー今後の目標はなんですか。
まずはイギリスへ戻って、博士号を取ることですね。その後は紛争で苦しんだ
国の再建、具体的には経済発展を通して安定した国づくりをサポートしていけ

たらと考えています。私は2001年のアメリカのテロをきっかけに、戦争、紛争に対して誰が得をするの？と疑問を抱くよう
になりました。ある時、そこから立
ち上がろうとする人をテレビを
見て、紛争についての研究をはじ
めました。こんな私を支えてくれ
る、出逢った人たちへの感謝の気
持を忘れず、精一杯できることを
していきたいと思っています。も
ちろん、フランス語の勉強も、引
き続きイギリスからスカイプレッ
スンを利用しながら続けていくつ
もりです。 左：週末は同僚と一緒に旅行にでかけました。　右：南スーダンの街中。奥にあるのは民家です。

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

上：スーダン、ナイル川のすぐ側にある自分の部屋か
ら見える景色。 夜は殆ど真っ暗になるそうです。

現地のこども達と。
Claude Achille Debussy Erik Alfred Leslie Satie

色々な国の音楽家&芸術家に
出会える

学費が比較的リーズナブル 異文化交流を通して刺激を
受けることができる

1 2 3
フランスでの音楽留学のメリット

フランスの音楽教育

フランスの代表的音楽家

Matt Trudeau

Séjours en FRANCE
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フランスの結婚祝いのプレゼントとして贈られるナイフ・フォーク
セット。スタンダードなものだとナイフやフォーク、スプーンやカフ
ェスプーンなどがそれぞれ6本ずつ入っています。少し前までは、
贈る人と受け取る人の友情関係や夫婦の絆を「切る」というイメ
ージから、ナイフは入っていなかったそう。もしナイフを受け取っ
てしまったら、贈った人へ1サンチーム（小額）を渡し、その人から
購入したことにしたんだとか。

� Ménagère��ナイフ・フォークセット

Une ménagère est un nécessaire de table qui regroupe les couverts (fourchettes, 
couteaux, cuillères, cuillères à café…) ainsi qu’une salière et une poivrière. Le contenu 
d’une ménagère est diff érent selon sa taille ainsi, on peut même retrouver une louche ou 
encore une pelle à tarte dans une ménagère. La mode des ménagères, notamment comme 
cadeau de mariage, a commencé vers le milieu du 19ème siècle.

Jean-Jacquesのちょっとまめ知識

Le cinéma français, méconnu ?

Au Japon, des réalisateurs comme Truff aut, Godard ou Ozon ont 
la part belle dans la DVDthèque des amateurs des fi lms de genre 
«à la française», et c’est comme si le cinéma de l’Hexagone ne 
savait pas s’exporter, à de rares exceptions, comme Intouchables 
ou The Artist.
Or, le cinéma français a toujours été prolifi que en matière de qua-
lité scénaristique et ouvert sur sa culture, notamment dans la co-
médie «de dialogues».
La désormais trilogie «Le Coeur des hommes» de Marc Esposito a 
conquis par exemple des millions de spectateurs en 10 ans avec 
un simple thème - l’amitié entre mecs, juste et sensible - avec 
un quatuor d’acteurs reconnus : Jean-Pierre Darroussin, Gerard 
Darmon, Bernard Campan et Marc Lavoine.

D’autres oeuvres, plus ou moins sensibles, pourraient attirer l’oeil averti, comme la cinématographie des ac-
teurs Daniel Auteuil (36, quai des Orfèvres, Jean de Florette,...), Gérard Depardieu (Les Valseuses, Asterix,...), 
celles des réalisateurs Patrice Leconte (Les Bronzes, Tandem,...) ou Christophe Barratier (Les Choristes,...).
Qui, parmi les amateurs japonais de fi lms français, connait Louis de Funès, Bourvil, Dany Boon,... nos piliers 
de l’humour ?
Et une oeuvre telle que «Les Tontons Flingueurs» devrait été considérée d’utilité publique pour la promotion 
de la langue française, mais le fi lm recèle de telles perles de dialogue 
qu’il est extrêmement compliqué de le traduire, Audiard étant un 
maitre incontesté dans son genre. (D)

トリュフォー、ゴダール、オゾンの作品といえば、フランス映画を語るには欠かすことのできない芸術である。だが、彼らのそれに全く引け
をとらず、名作は日本に認知されていないだけでまだまだあるのも事実である。
例えばMichel Audiard作の「Les Tontons Flingueurs」。フランス語のディアログが極めて美しく、60年代以降のフランス映画のベー
スとなったひとつと言えるだろう（ストーリーは刑事コメディーに分類されているほど親しみやすい内容だ）。作中に出てくる台詞は、フラ
ンス語そのものの良さが最大限に活かされているため、日本語にはとても訳すことができない。文法や表現において1mmのズレもなく正
しいのである。さもありなん、日本語に限らずフランス語だって歴史や文化を知らずには読み取ることのできない言語なのだ。

ーシネマ、映画ー
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“ パリ好きの、パリ好きによる、パリ好きのためのお店 ”

パリ。世界で一番観光客の多い街。仕事や留学のために長期で生活する人
も世界各国からたくさん集まる街。
ここで過ごす理由や期間、国籍は様々でも、本国へ帰るときに皆が必ず求め
るものは、待っている家族や友達そして自分自身の思い出のためのお土産で
すよね。なのにいざ「パリらしいお土産」を探し始めると、うーん、なんかいま
いち、、、他国で大量生産されたなんだか残念なデザインや品質のものばかり
、、、という経験はたくさんの方がされているのではないでしょうか？
そんなときに必ず素敵なものが見つかる私のお気に入りのお店、パリグッズ専門店をご紹介します！

www.lesparisettes.com
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今回は「フランスの病院・医療システム」に
関する情報をご紹介します。海外での体調不良は不安になってしまいますよね。フラ
ンスでの生活を順調に送るために普段から万が一のために備えましょう。

持参した常備薬でも間に合わない場合
は病院に行きましょう。フランスの病院
は予約制なので、必ずrendez-vousを
取らなくては、よほどの急患以外は断ら
れてしまいます。知り合いや薬局で身近
な病院の連絡先を教えてもらい、電話で
診察日時を決めます。あとは出向くだけでOK。診察後は処方箋をもらって、薬局Pharma-
cieで薬を買います。支払いは診察代と薬代をそれぞれ別に払い、医療保険に入っていれ
ば後で返金される仕組みです。救急の場合は、病院の急患窓口に行くか、日本と同様に救
急車を呼びます。フランスの救急電話番号は「１５」。現地に着いたらまずは近くの病院の
場所と連絡先を確認しておき、いざという時に備えておきましょう。

プチコ
ラム

«Non mais t’as déjà vu ça ? En pleine paix ! Il chante et puis crac, un 
bourre-pif ! Il est complètement fou ce mec. Mais moi, les dingues, je 
les soigne. Je vais lui faire une ordonnance, et une sévère… Je vais lui 
montrer qui c’est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu’on va le retrouver, 
éparpillé par petits bouts, façon Puzzle. Moi, quand on m’en fait trop, je 
correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile !»

可愛いポップな色で気持ちも高鳴るお店の中はエッフェル塔でいっぱい。
バッグにクッション、お化粧ポーチや文房具、おもちゃもパズルもキッチン
用品も、とにかくすべてがパリ！エッフェル塔！しかもセンスのいい品物ばか
り。たくさん持って帰るお土産に最適な小さな物から、パリでの滞在中に自
分のお部屋に置いておきたくなるインテリア用品まですべてがあの愛すべ
きエッフェル塔モチーフです。なんと消火器まであります。
お店の方とお話しすると、地元パリの人もとにかく自分たちの街が大好き
で、自分のため、身近な大切な人のためにとパリグッズを探しに来るのだそ

う。お店のアイテムはフランス人
デザイナーやクリエーターによっ
てその多くがフランス国内、もし
くはパリの中で作られているもの
だそうです。正真正銘のパリから
のお土産なんて素敵ですよね。
お店は７区と１５区のエッフェル
塔から程近い場所に２店。観光や
留学の際に覗きに行ってはいか
がでしょう。お店丸ごと買い占め
たくなるかも！？

La Minute d’Akane 

Les Parisettes
26 rue Malar 75007 PARIS
95 avenue Emile Zola 75015 PARIS 
Tél : 01 75 43 23 65
e-mail : lesparisettes@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h-19h

風邪 rhume

鼻水 avoir le nez qui coule

せき toux

熱 fi èvre

めまい vertige

吐き気 nausée

下痢 diarrhée

頭痛 mal de tête

腹痛 mal de ventre

歯痛 mal de dents

◎万が一病気になってしまったら

Les Parisettes PARIS

article et photo par Akane
お寿司とワイン、ボサノバと青い空を愛する一児の母。勉強と仕事のため
に海外生活。在住５カ国目のフランスはパリに５年目。世界あちこちへの
旅と人との出会いが好き。
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薬局は緑十字が目印です！
日曜日や祝日は当番制で
営業しています。



�������

Mademoiselle TAMURA Aoi
留学先 : シェネ、ヴェルサイユ（パリ郊外）
期間  : 2013年9月に9日間
ビザ : なし（観光ビザのみ）
滞在方法 : 講師宅にホームステイ
留学準備期間 : 約2ヶ月間

　　　　　　　　　今回は、ホームステイ兼講師宅にてホ　
　　　　　　　ームステイをしながらフランス語のレッスンを
　　　　　受けたAoiさんからルポルタージュが届きました！
　午前はホームステイ先のマダムとフランス語のレッスンを
し、午後はフリーに時間を使うことができたので、効率的にフ
ランスの滞在を楽しむ事ができたそうです。

ヴェルサイユからのルポルタージュ　<< En direct de Versailles >>

【Aoiさんの留学費用の内訳】 全体の合計約40万円 　
現地生活費　：　約5万円
交通費　　　：　約22万円
AJ-Franceサポート料 ： 3万円

Une expérience inoubliable! : フランス留学体験記

　私は、9月中旬からシェネという町でフランス語講師の方のお宅に
9日間ホームステイをしました。近くにはベルサイユ宮殿があり、とても
静かで美しい町でした。
　授業は、1日3時間マダムと一緒に文法を中心に学び、時にはノート
とペンを持ってマルシェに出かけ買い物をしながら授業をしたりしま
した。中でも1番ユニークな授業は、マダムと一緒にLavalにあるご親
戚のお宅に車で行った時の事、
「教科書持ってきて」と言われ、
行きの片道3時間ドライブをしな
がらの授業が始まりました。
「運転しながら大丈夫？」と聞い
ても「大丈夫よ！」という感じで、

ほんとにたくましいマダムです。途中、Sainte-Suzanneという村に立ち寄りま
した。時が止まったような自然と建物がとても美しい村でした。私は、今までパ
リ以外の地方を訪れたことがなく、フランス＝パリ、都会で人が多く、美しいけ
ど危険という印象でしたが、本当はとても自然が美しい国なんのですね。
　マダムはとても料理が上手で、初めて食べた料理や物が沢山ありました。特
にチーズは、私が今まで食べていたチーズは何だったの？と思うくらいに、味
が強く呑込むのが大変でした。毎日沢山のお友達やご家族の方たちと一緒に
食事をしました。家庭での食事でも前菜、メイン、チーズ、デザートの順で出て
きたことには驚きました。お手伝いをしながら、テーブルセッティングを学んだ
り、勧められて取ったバゲットは、お皿に置かずテーブルクロスに直接置く等
々、実際の食事を通して学んだことが沢山ありました。
　午後はだいたいフリーだったので、パリまで出かけ散歩やショッピング等を
楽しみました。マドレーヌ寺院近くのLa Maison du Mielというはちみつ屋さ
んがお勧めです。はちみつはもちろん、はちみつを使ったお菓子やコスメ等が
沢山置いてあって滞在中に何度か通いました。

　9日間という短い期間でしたが、温かい家族の中で初めてカトリックのミサに参加したり等、初めての経験を沢山
しました。多くのフランスの方たちと接することができ、滞在中ずっとフランス語を聞くこともできました。話す速さ
に圧倒され、単語がわからなくて戸惑う事も多かったですが、皆さんゆっくり熱心に話しかけて下さいました。
　初めての滞在で緊張していましたが、温かく迎えて下さったファミリーやお友達の方達に本当に感謝しています。
またいつか逢いに行きたいと思います。

　　上↑ 料理の支度中のマタム
　　下↑ マルシェで見かけた色とりどりの野菜

↑　お孫さんと一緒に

下左、下中央、下右↓Sainte-Suzanneの街並み

　初めての滞在で緊張していましたが、温かく迎えて下さったファミリーやお友達の方達に本当に感謝しています。

point
その他、南仏のホームステイ（特に夏のヴァカンス時期がお勧め！）、料理の講
師宅ホームステイ（フランスの家庭料理をファミリーから学ぶ）等様々なタイ
プのホームステイ紹介をさせていただけます。
＊また、「芸術に造詣が深いファミリーがいい」「音楽に精通したファミリーと
暮らしたい」といった特殊なご希望も、タイミングによっては実現可能。まずは
ご相談下さい！ ▶▶ AJ-France留学センターのお問い合わせinfoはp9へ

レシピ・ア・ラ・モード ： En vogue - recette remise à jours

La tarte conversation, est un peu l’ancêtre de la galette des rois. Elle a été créée à la fi n du 18ème siècle en l’hon-
neur de la sortie du livre « Les conversations d’Emilie » de Mme d’Epinay.

On la réalise comme une galette : entre deux couches de pâte feuilletée se cache une crème d’amande. Sa particu-
larité tient de ses croisillons et du glaçage qui durcit à la cuisson et qui off re un croquant incroyable.

Depuis qu’elle a été présenté dans l’émission « le meilleur pâtissier » sur M6 et remise à jour par le chef patissier 
Philippe Conticini.

La tarte conversation

La crème d’amande : 
◆ 75g de beurre pommade* 
◆ 75g de sucre semoule
◆ 75g de poudre d’amande 
◆ 75g d’œuf
◆ 35g de crème fl eurette entière
◆ 1cc de rhum
◆ le zeste d’1/2 orange ou d’1/2 citron‒facultatif-

Mélanger à la maryse et sans trop travailler l’appareil  le 
beurre pommade et le sucre puis la poudre d’amande, 
ajoutez l’œuf et la crème le rhum, le zeste et lisser le mé-
lange.

La glace royale : 
15g de farine*, 125g de sucre glace, 1 blanc d’œuf, quel-
ques gouttes de jus de citron.
Tamiser 15g de farine avec 125g de sucre glace, mélanger 
vivement avec 1 blanc d’œuf, ajuster si nécessaire avec 
quelques gouttes de jus de citron. Réserver.

Le dressage fi nal : 
Etaler une fi ne couche de glace royale à la spatule coudée 
et déposer dessus en losanges les bandelettes de pâte 
feuilletée. Réserver 30 min au  réfrigérateur avant la cuis-
son à 170°/180° 40/45min*.  Laissez refroidir les tartes 
avant de les décercler.

Le montage
1- Placez le cercle de tarte sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé.
2- Foncez le moule avec le cercle de pâte le plus grand.
3- Répartissez la crème d’amande.
4- A l’aide d’un pinceau mouillé, humidifi ez le rebord de 
la pâte.
5- Recouvrez du second cercle de pâte. Elle doit être au 
contact de la crème d’amande. Appuyez sur les rebords de 
manière à bien souder les deux pâtes feuilletées.
6- A l’aide d’un couteau, retirez l’excédent de pâte.
7- Placez la tarte au congélateur pour 15 min.
8- Avec les chutes de pâtes, réalisez 6 bandelettes de 20 
cm de long.
9- Sortez la tarte du congélateur.
10- Recouvrez d’une fi ne couche de glaçage à l’aide d’une 
spatule coudée.
11- Déposez les bandelettes de pâte en losange. Décou-
pez l’excédent et faites adhérer sur les bords avec un peu 
d’eau.
12- Faites préchauff er votre four à 180°C et enfournez 
pour 40 ‒ 45 min. La pâte doit gonfl er et le glaçage va 
joliment doré. Cela va ainsi former de jolis losange bien 
craquant.
13- Laissez complètement refroidir dans le four éteint, re-
tirez ensuite le cercle avant de déguster.

mélanger
tamiser
étaler
ajuster
réserver
appuyer
découpez
préchauff er
refroidir

ガレットデロワのルーツともいわれているタルトコンベルサッションは、マダムEpinayの書いた本「Les conversations d’Emilie」に
登場して以来、絶大的な賞賛によって18世紀、一時的ではあるば確たる地位を維持していた。その名の通り、お茶請け的存在としてタ
ルトを囲んでおしゃべりを楽しむためにとの願いが込められて親しまれていた。タルトはパイ生地でアーモンドクリームを包み込み、
表面に大きめの十字模様を作り、グラサージュをかけているのが特徴。十字を入れるのは、膨らみすぎないようにする工夫なのだ
とか。そのタルトが約300年の時を経て、「le meilleur pâtissier」というフランスの番組の中で紹介された。また La pâtisserie des 
rêvesのシェフ、 Philippe Conticiniが当時のタルトを再現したりと、最近徐々に注目を浴びつつあるタルトだ。

混ぜる
ふるいにかける
伸ばして塗る
調節する
保存する
押しあてる
切り抜く
予熱する
冷ます

beurre 
amande
œuf
sucre
poudre
citron
réfrigérateur
congélateur
four

バター
アーモンド
たまご
さとう
粉
レモン
冷蔵庫
冷凍庫
オーブン

*日本語のレシピはAJ-FranceのHPで紹介しています！
　　　http://www.aj-france.com/tarte-conversation.html
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フランス・ブルターニュ地方産まれのクレープ。うすーく焼いた甘い生地に生クリームやソース、フルーツを巻き込んだスタイルで
日本の’’THE・おやつ’’として進化しました。「おしゃれな」食べ歩き文化のハシリでもあるクレープは誕生以来、数十年経った今
日でもみんな大好き。おやつとして圧倒的に支持される、京都市内で食べられるクレープを前編／後編に分けてご紹介します！

京都市中京区姉小路室町西入ル
突抜町139　プリモフィオーレ1F
（地下鉄烏丸御池駅から徒歩5分）
ouvert : 2014年より週末のみ
TEL/FAX : 075-222-0503
ランチ 1000yens
クレープ 500yens ～
レモンのタルト 380yens

2006年7月OPENのレモンが主役のパティスリーカフェ。オーナ
ーのお母様の「レモン風味」好きが、レモンのお菓子の専門店をや
ってみようと挑戦するきっかけになったのだそう。レモンは季節に
合わせて国産と外国産のものを上手に使いこなす。店内はレモンにまつわるものでデコレーショ
ンされていて、まるでフランスにいるような気分にさせてくれる。テイクアウトできないクレープ
は、優しい口当たりのレモンシロップとレモン風味の自家製アイスが口の中で溶けて美味。オー
ナーが主宰するお菓子レッスンも少人数制で大変人気だ。その他市内にバーなど2店舗有。

Soyons gourmands!
< l’ingrédient aux vertus cachées >京都のおいしいもの、みんな大好き「クレープ」 (crêpe) 前編

シトロンシュクレ

Citron sucré

eggs

京都市左京区岡崎成勝寺町1番地
（平安神宮から約300m）
ouvert : 11:00～19:00 不定休
TEL : 075-771-0971
イートインOK！
生クリームバナナチョコ 400yens
生クリームブルーベリー 350yens
アーモンドチョコ 350yens

eggs昔ながらのクレープ屋さん。31年前のOPEN当時、京都にはまだクレ
ープ「専門店」」はなく、このお店こそ草分け的存在だ。オーナーのマ
ダムがひとりで切り盛りしている。クレープは、どの種類であっても注

文が入ってから焼く。焼きだめは美味しくないから絶対にしないというこだわりが、ふちのパリパ
リ感と中のもっちり感の両方を楽しませてくれる。修学旅行生や、子供の頃にここのクレープを
食べてたお客さんが、自分の子供を連れて食べに来てくれるのだとか。対面のお店ならではのあ
たたかさがリピーターを呼ぶ。2年程前からイートインOKになったそう。ドリンクも種類多。

Pour le plaisir des yeux tout autant que pour celui des papilles, 
laissez-vous transporter au gré du Canal de Bourgogne pour une balade haute en couleurs. BRUMES GOUR-
MANDES est la première collection de sprays culinaires haut de gamme, réalisés artisanalement en Bourgogne, 
contenant les meilleurs spiritueux et eaux de vie (Marc de Bourgogne, Cognac, Pastis, Poire Williams, Kirsch, 
Rhum, Whisky). Vaporisez une mini-dose (moins de 0,2 ml) d’un alcool de grande qualité sur toutes vos recet-
tes sucrées et salées.
De l’entrée au dessert, pour tous les gourmets du quotidien, Brumes Gourmandes est un petit plaisir unique 
qui apportera raffi  nement et convivialité à vos instants gourmands.
      Des alcools en spray : juste dose et geste pratique pour 
des produits de qualité.
    Des saveurs intenses et authentiques, conçues pour la 
cuisine.
     Mettez de la créativité dans toutes vos recettes sucrées 
et salées.
La collection Brumes Gourmandes fait partie des 13 innova-
tions 2013 qui vont améliorer le quotidien des Français selon 
le magazine Capital. http://www.brumes-gourmandes.com/

1
2
3

幸福のフクロウ
旧市街にあるシュエット通り（Rue de la Chouette)に『幸福のフクロウ』と呼
ばれるれレリーフがある。右手で金製のものを触りながら左手でフクロウを触
ると幸福が訪れるといわれている。
サン＝ベニーニュ・ド・ディジョン大聖堂
通称ディジョン大聖堂。ローマ時代の納骨堂を含む、ゴシック様式の大聖堂。
近辺の教会もゴシック様式の建築様式のものが多い。
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ディジョンはパリからTGVで1時間40分で、フランスの中部に位置する都市。
ブルゴーニュ公国の首都だった町で、今もなお多くの歴史遺産が残る。
美食の都としても知られ、エスカルゴや牛肉の赤ワイン煮込みなど、フランス
の伝統料理の代表ともいえる味覚がたくさんある。中世の家が残る中心街は、
徒歩でまわることが可能。サン＝ベニーニュ・ド・ディジョン大聖堂や古い街並
が残るRue des Forgesを散策し、美味しいレストランでフランスの味覚を堪
能した後は、ゆっくりワイナリーを巡るのも良いだろう。

DIJON

黒スグリはcreme 
de cassisの原料とし
て有名。ディジョンに
は黒スグリを使った
お菓子が多い。

Gremandiese

Dans la culture populaire, Dijon est en premier lieu connue comme 
la capitale de la moutarde. Le verjus de Bourgogne, qui entre dans 
la fabrication de la moutarde de Dijon, permet de développer l’es-
sence et le piquant de la graine. Le cassis de Dijon avec lequel est 
fabriquée la crème de cassis entre dans la recette du kir, apéritif 
qui tient son nom du chanoine Kir, ancien maire de Dijon. Nombre 
de spécialités gastronomiques sont également rattachées à Dijon, 
comme les escargots de Bourgogne, le jambon persillé, la truff e de 
Bourgogne, le bœuf bourguignon, les gougères, les œufs en meu-
rettes ou le poulet Gaston Gérard, dont le nom provient d’un maire 
de Dijon. Le pain d’épices de Mulot&Petitjean est le plus vieux de 
Dijon (1796) et les nonnettes sont un dessert dijonnais confec-
tionné avec ce même pain d’épices. 
Aussi, une fois que l’on sort de Dijon, on peut se délecter avec 
les fromages Epoisses, Soumaintrain, Pierre Qui Vire, accompagnés 
par un Gevrey-Chambertin ou un Clos Vougeot.
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http://www.imahotels.jp 0120-489-060

IMA   HOTELS

l'essentiel pour vos besoins de voyage depuis 1985
【月～金】 10時～20時　
【土・日・祝】 13時～17時

全ての取り扱いホテルと直接契約。オーバーブッキングの心配がありません。細かいご要望も確実にホテルに伝わります。（お得なキャンペーンもあります）

携帯もOK ヨヤク
ima@imahotels.jp

もっと感
動しよう

観る旅か
ら感じる

旅に！
votre so

lution !
!

暮らす気分で  inパリ & フランス

アパートメントホテル in パリ ＆ フランス (103軒)　キッチン付きのホテル、インターネットOK（無料）、広くて、安くて、快適、安心、安全、追求すると・・・
アパートメントホテルは、ホテルとしてのサービスと安全性、アパルトマンの居心地の良さ（広い客室、キッチン付きなど）を兼ね備えた、近年とりわけ
人気を集める新しいタイプの高級シティホテルです。（セキュリティや設備面、料金の精算などで何かと問題の多い個人所有のアパートの短期貸しでは
ありません。）安心してご利用いただけます。もちろん１泊からご利用いただけます。

珠玉のプチホテルとシャトーホテル in パリ ＆ フランス (約200軒)　あこがれのプチホテルでパリジャン、パリジェンヌに
なってみる。　（IMA HOTELS は日本人旅行者が海外で安心して宿泊できる世界各地のホテルをご紹介いたします。）

マイルドな酸味と辛味が特
徴のディジョンマスタード。 
変わったフレーバーのマス
タードも沢山売っている。

pain d’épices 小麦粉、又はライ麦
粉を混ぜた粉をベースにアニス、シ
ナモン、丁子などのスパイスを効か
せハチミツをたっぷり混ぜ込んだ
伝統菓子。保存がきく。

高級食材の代表格でもあ
る黒トリュフ。最近は豚の
他に、訓練された犬が
探し当てる。

アニスのボンボン“Les Anis 
de Flavigny”はパスティス
の他、ミント、ジャスミン、ロ
ーズなどの味がある。

Emilie Hardman
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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です♪【HP】 http://www.omeisha.com
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　「コレは良い」と感じたフ
ランス語学習に役立つツー
ルをご紹介！初級から上級
の方まで、それぞれのレベル
に応じて展開していますの
で、ぜひ試してみて下さい
ね。テキストばかりとにらめ
っこしている方、フランス語
学習の切り口を変えて、楽
しくフランス語習得しませ
んか？想像力を働かせて読
むと、とても面白いですよ♪

ちょっとしたすきま時間に出来ることで、フ
ランスでも人気のヨガ。
美容と健康のためにも始めてみませんか？
ＤＶＤ付きなので、自宅で映像を見ながらヨ
ガのポーズをとることが出来ます。
Présentation de l’éditeur
Un véritable manuel d’initiation pour 
tous !
Avec un DVD de plus d’1 heure pour 
s’initier et s’entraîner.

欧明社 -OMEISHA-

販売価格 ： 2,993円(内税)

Le sermon sur la chute de Rome
Jérôme Ferrari

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

francais c’est plus sympa!“   ” 

ディジョン

フランスで最も権威のある賞のひとつ、ゴンクー
ル賞を受賞した作品。作者 Jérôme Ferrari は
1968年パリ生まれの、哲学を教える現役高校教
師。両親はFozzanoというコルシカ島の出身で、
彼もコルシカ島で高校時代を過ごす。
コルシカ語の翻訳も手がける多彩な才能の持ち
主が繰り広げる哲学の世界は、読者の心を掴む。
コルシカ島の小さな村にあるバー。哲学の勉学を
捨て、大志を抱きその寂れたバーを継ぐことにす
るが・・・。

La leçon de yoga
販売価格 ： 3,864円(内税)

ボンジュール、フランス。美食の都、ディジョン。
フランスは地方料理のバリエーションが豊かである。北の地方料理と南の地方料理とでは、材料から調味料、料理法までもが全く違う
ものが多い。北の地方出身のフランス人に南の地方料理のことを聞いても、見た事ないという答えが返ってくることは珍しくない。情報
過多の現代であっても、伝統的で古くからその土地、地方で親しまれてきた料理が消えつつある、ということも事実なのだ。本物のレシ
ピを知る人は、年老いているために情報を発信する術を知らないから。宗教的、歴史的理由から今日はあまり見なくなった、というもの
も少なくない。家庭でごくごく普通に食べていたものがなくなりつつあるのだ。
ディジョンも、例に漏れず本当に美味しいものが沢山ある。マナーを忠実に守り行儀よく、オホホとセレブよろしく食べるものばかりが
フランス料理ではない。ディジョンに今もなお生き続ける料理をいただこう。現地で自分の目で見て、手で触って食べ歩いくことこそ、
最高の食べ方じゃないか。

Capitale bourguignonne, Dijon, située entre les bassins parisiens et rhodaniens (310 km de Paris, 
190 km de Lyon et Genève), est également l’ancienne capitale des ducs de Bourgogne. La commune 
se trouve à l’extrémité nord de la Côte des vins de Bourgogne aussi nommée « Route des Grands 
Crus » et qui s’étend de Dijon à Beaune pour sa partie côte-d’orienne. Dijon est une ville de sport 
(football, basket, handball, circuit automobile de Dijon-Prenois) et est tout au long de l’année le siège 
de nombreuses manifestations culturelles, folkloriques ou économiques, idéalement située sur un 
carrefour ferroviaire et desservie par un des principaux nœuds autoroutiers français.
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フリーペーパー「Le Journal」
はプライベートのフランス語
レッスンとフランス留学サポ
ートおよび代行手続き、法定
翻訳をしている会社が作成し
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】　稲地 星良 
【留学記事担当】　坂 眞理子
【写真協力】　仙石 夕子
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��6 留学体験記「Paris-Versailles」
La Minute d’Akane 
音楽留学案内

14 Qu’est-ce que c’est ? � Ménagère �
プチコラム  Le cinéma français, méconnu ?15 レシピ・ア・ラ・モード
‘‘La tarte conversation’’

18 京都のおいしいもの、
みんな大好き「クレープ」 前編

19

10 フランス語教室案内
����������「学サポ」 et 「シニアアトリエ」

16
おすすめフランス語学習ツール

N°24 PARCE QUE
VOUS AIMEZ LA FRANCE

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

お申し込みは
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フリーペーパーをあなたのオフィス、
お店、学校、教室に配布・設置しませ
んか？完全無料でお届けします！

メンテナンスを怠らないこと。1年が終わりに近づき新たな年を迎えるにあた
り、ふと今年を振り返ってみる。今年はたくさん歩いたし、新しいことにも積極
的に挑戦した（と思う）。中でも、梅雨の終わりには梅酒を漬けたし生姜も漬け
た事が、何よりも嬉しかった。自分がそういう事をして嬉しいと感じること自体
が嬉しいし、日本の古くからの家庭的季節行事を行うことで、年相応に、順当
に生きていることを確認することができた。
子供の頃には全く興味がなかったものに興味が湧き、追究したい欲望を満た
す。例えばインテリアや食器。カーテンや照明、はたまた食器、調理器具という
カテゴリーのあらゆるものが気になって仕方ない。美しいものに触れたいとい
う欲望を満たしたい。2014年はもっと日々の生活に潤いとときめきを追い求
めよう。自分を大事にしよう。(S）

プチプライスでフランス気分♪
¥1000以下で買えちゃう！　ー文房具編ー

SOMMAIRE

毎日使ってフ
ランス

気分を味わおう♪♪

プレゼントに

ピッタ
リ！

プチプライスでフランス気分！ シリーズ 文房具編

1
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http://france-inet.com
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。

Découvrez et l’esprit Papier d’Arménie...

4

J’aime les papeteries !! フランスには機能的でオシャレな文房
具がたくさん♫世界的にも基準が高く、また値段も手頃なものが
たくさんあります。手にしっくり馴染む、自分に合った文房具に出
逢えると嬉しいですよね。鉛筆、消しゴム、ボールペン・・・ちょっと
したアイテムをフランスメーカーにして気分をアゲましょう。

1. QUO VADISのagenda シリーズ
見開きページに一週間を機能的にオ
ーガナイズしたバーチカルタイプの
ダイアリーは世界初。シンプルなのに
考え抜かれた手帳にリピーター多。
http://quovadis.eu/

2 et 3. maped シリーズ
2. カラフルな色使いが特徴。見た目
だけでなく、持ちやすさにこだわるは
さみやホッチキスなどの文具が有名。
3.　クラシックな消しゴムといえば
コレ。赤い方で鉛筆や色鉛筆を消し、
青い方でインクを消すことができる。
http://www.maped.com/en

4. BICのCRISTAL® FINE シリーズ
「最低限の適正な価格で、最大限の
サービスを」ー。知らない人はいない
という程、定番でスタンダードなボー
ルペン。駅や街中のTABACなどで気
軽に購入可能。値段もリーズナブル。
http://www.bicworld.com/fr/home-
page/homepage/

5. Clairefontaine シリーズ
総合紙製品メーカーといえばここ。
150年の歴史がある老舗。インクが
裏に抜けない上質な紙が特徴的。
http://www.clairefontaine.com5

「Le Journal」　広告掲載

1枠2000円から
1回だけの掲載可
一目でわかる広告を作成します

お申し込みは
075-703-0115
ecole@aj-france.comまで

3
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中京区　 Grenier d’or
         　bouchon
            Chez Luc
            CAFE PULPO
         　mechant Loup
            kolme kyoto
         　Café kosci
         　A table
　　　　森恵寿バレエスタジオBAP
　　　　チャコット 京都店 
　　　　Café independant  
　　　　ラジオカフェ株式会社 
         　京都芸術センター
         　有限会社クラフトボックス
            フレンチキュイジーヌ　ティアレ
            和雑貨 鈴木松風堂
            シナモ
　　　　Coff ee&Pancakesサラサ押小路
            さらさ3 
　　　　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
            chocolat
             石川工業
                   -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
　　　　 Cafe de Naiki

下京区　 INOBUN 四条本店
　　　　a peu pres
         　Café marble
         　aux bacchanales
         　raisin
         　efi sh
　　　　petit japonais
         　brasserie Cafe Onze
         　京都シネマ
        　 プチロール
　　　　  PYLONES 烏丸 
            Cafe Bar 高円（TaKaMaDo)
            nao炬乃座
　　　　カフェトラベラーズハイ
　　　　LA BARAKA
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
            1.2.3 Un.Deux.Trois
右京区　 パーシモン
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
　　　　都大路タクシー
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
◯���
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
◯���
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

      
 

◯����
大阪市　  テアトル梅田
北区　　 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
　　　　 OMIYAGE
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
             パーティーランドなんば店
             cafe and bar Sole de Mare 　
浪速区　  cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨
阿倍野区  辻調グループフランス校事務局
港区　　  お茶と雑貨の店 ハaハaハa （ハハハ）
住吉区　  大阪市立大学大学院
　　　　　（フランス語圏言語文化学研究室）
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
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
◯�	�
神戸市
中央区　  Café de paris
             ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
　　　    TRITON CAFE 北野店
             BISTRO POISSON-ROUGE
             神戸焼菓子処　ぱ・ど・どぅ
             Dona Dona
             BRASSERIE L’OBABON
兵庫区　  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      モンテメールバレエ
西宮市      FioreBalletStudio
◯
��
福山市　　福山大学　学務部国際交流課              
東広島市   広島大学　総合科学部
◯岡山県
岡山市　　山陽学園大学
　　　　　岡山大学
　　　　　　　　文学部フランス語教室

◯岐阜県
関市       ワインショップアミ

����
名古屋市   Mirabelle
              salon & D＋design associates
　　　　　名古屋市立大学人文社会学部
　　　　　　　　　　　　　国際文化学科
　　　　　名古屋大学文学研究科
　　　　　　　　　 フランス文学第２研究室
              愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻
              わいん商アン・ベロ

◯���
福井市　　レストランジャルダン
◯���
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
◯��
富山市     和田朝子舞踊研究所
◯���
新潟市　   夢シネマ株式会社
　　　　　　　　　十日町シネマパラダイス
               プチデジュパン
◯��
甲府市　   DOux CAFE
◯静岡県
静岡市　  Grenoble
◯��� 
渋谷区       エスモード東京(ファッションの学校) 　
              LeCordonBleu Japan Tokyo
　　　　  Studio ilunga
　　　　  ONLY FREE PAPER
千代田区    欧明社
世田谷区    Zanny
              株式会社studio y
目黒区       ベロボディア インペリアル アーツバレエ目黒
　　　　　 ブーランジェリー　ロラソ               
中央区       エポーレ　カルチャースクール
小平市 　   プチミュゼ
吉祥寺 　   アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校
府中市　    kiki driving school ★
武蔵野市　 亜細亜大学法学部上田研究室
◯神奈川県
川崎市      バレエ ノイ フューレ
厚木市      Ivy Ballet
◯宮城県
仙台市　   東北大学
◯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
◯徳島県
徳島市      原田ゆりえバレエ研究所
◯福岡県
北九州市　フラワーサロン・SCHOOL
                        SUKUSUKU co.,ltd.◯熊本県
             ビストロ・シェケン
              CHOCOLaT Cafe Bistrot
◯大分県
日田市　   日田リベルテ（映画館）
◯鹿児島県
鹿児島市　鹿児島大学法文学部
◯宮崎県
宮崎市　   宮崎大学　教育文化学部
◯沖縄県
那覇市　   decco

 　　

◯���
京都市　 Café salon 北山店 ★
北区      CAVA ★
　　　   ネイルサロン北山アリューム ★
            ロイヤルボディコンシャス ★
　　　   S-Beaut ★
            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) ★
            ピッツェリアバールシンパティア ★
            アンヌ・モネ 京都店 ★
　　　　 ラ・ドログリー京都北山店★
            Hair studio A.R.S
            Happy Graphic Gallery
            amelie
            Alphabet
         　APA KABAR?
         　Café barbatica
            CIRCUS COFFEE
　　　　Charme kitayama
            Noinah
            Tocoha
            COM
            OKIDOKI北山店
            ROSE MARY
            THE BURGER COMPANY
            洋食屋パセリ
            賀茂窯
            さらさ西陣
　　　　京都ゴルフ倶楽部
　　　　京都産業大学
            Belleピアノ教室
            WORLD1 京都北山店
　　　　北山ランタン
　　　　Radio Bagel
　　　　小佐々歯科
　　　　La Porte du Ciel Blue
　　　　大谷大学グローバルスクエア
左京区　 くみこアレルギークリニック ★
　　　　INOBUN 北山店
　　　　Evantail
         　La muse　　　　
         　太陽カフェ
         　Alsace
         　Ma cantine
        　 Farafel garden
         　猫町カフェ
　　　　ガケ書房
　　　   恵文社一乗寺店
　　　　ノートルダム女子大学
　　　　京都造形芸術大学
　　　   細見美術館
　　　   ガーデンミュージアム比叡
　　　   パン工房RK
            printz
         　よしだデンタルクリニック
            LINDEN BAUM
　　　   Be-baba
            la voiture
　　　　カフェ日杳
　　　　京都大学大学院文学研究科
　　　　（フランス語学フランス文学研究室）
            montique
中京区　 osteria bastille ★
         　Paris bis ★
         　ビストロ ハル ★
         　ビストロボンモルソー ★
             Mari Gold ★
　　　　うさぎのアトリエ 
　　　　ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★
             風呂敷専門店 京都唐草屋 ★
       　  comme chez michel
　　　　Café salon 烏丸店
　　　　beau bel belle
           京都文具屋

              
         

LE JOURNAL
PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE
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   敬称略・順不同　
　★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

■ 特集 Dijon！＆フランス留学体験記 
■ Nouveau!! 「学サポ」 et 「シニアアトリエ」

■ プチコラム - Le cinéma français, méconnu -
■  レシピ・ア・ラ・モード “La tarte conversation”
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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

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

◆　地下鉄烏丸線　北山駅下車　4番出口より徒歩5分
◆　お車でお越しの方へは無料駐車場あり（チェリーパーキングno.1/no.7

[ouvert]
月～土：10h-21h
日：10h～17h
祝日開校
不定休校日有

デ
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美
食
の
都

La Côte d’Or,
 un département riche

ボンジュール、フランス。

découvrez les 
programmes
des cours de 
français et de 

cuisine


