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

      
 

◯大阪府 
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
　　　　 デスティネ
淀川区　  十三シアターセブン
西区   　  CHARKHA*チャルカ 
　　　　 arc sept
　　　　 エスモード大阪(ファッションの学校)
               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
◯兵庫県
神戸市
灘区　　　神戸大学国際コミュニケーションセンター
中央区　  Café de paris
             ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
　　　    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
　　　　　Café du SOLEIL
◯北海道
札幌市　   石の蔵はやし
函館市　   学校法人 野又学園 函館自動車学校
◯青森県
弘前市　   弘前大学フランス語部会
◯宮城県
仙台市　   東北大学
◯東京都 
渋谷区       エスモード東京(ファッションの学校) 

◯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
◯岡山県
岡山市　　 山陽学園大学
　　　　  岡山大学文学部フランス語教室 
◯広島県
福山市　　福山大学　学務部国際交流課              
東広島市   広島大学　総合科学部
◯徳島県
徳島市      原田ゆりえバレエ研究所
◯福岡県
北九州市　フラワーサロン・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）
◯宮崎県
宮崎市　   宮崎大学　教育文化学部
◯鹿児島県
鹿児島市　鹿児島大学法文学部
◯沖縄県
那覇市　   decco

◯京都府
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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�   	
�   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

   敬称略・順不同　★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

■ 特集 Rouen！＆フランス留学体験記 
■ Nouveau!! 「月に一度のワインレッスン」

■ イベント情報 - フランス留学への第一歩：ワークショップ -
■  レシピ・ア・ラ・モード “La confi ture de tomate verte”
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☎: 075-201-1530
HP: france-ryugaku.com
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Normandie,
 au coeur de l’histoire 

de France

ボンジュール、フランス。

A découvrir !
offre speciale des  
écoles pour nos 

lecteurs
読者だけの留学特典！

              LeCordonBleu Japan Tokyo
千代田区    欧明社
世田谷区    Zanny
              株式会社studio y
　　　　  シェソア フランス菓子教室
目黒区       ベロボディア インペリアル アーツバレエ目黒
　　　　　 ブーランジェリー　ロラソ               
中央区       エポーレ　カルチャースクール
小平市 　   プチミュゼ
吉祥寺 　   アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校
府中市　    kiki driving school ★
武蔵野市　 亜細亜大学法学部上田研究室
◯神奈川県
横浜市　　 トラベルイノベーションジャパン
川崎市      バレエ ノイ フューレ
厚木市      Ivy Ballet
◯新潟県
新潟市　   夢シネマ株式会社
　　　　　　　　　十日町シネマパラダイス
                プチデジュパン
◯富山県
富山市       和田朝子舞踊研究所
◯福井県
福井市　　レストランジャルダン
◯山梨県
甲府市　   DOux CAFE
◯長野県
松本市　　ビストロ・ブランシェ
　　　　　◯岐阜県
関市         ワインショップアミ
◯静岡県
静岡市　  Grenoble
◯愛知県
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
豊田市　　 愛知工業大学 基礎教育センター
新城市　　 アトリエ　レ・フェ

◆　地下鉄烏丸線　北山駅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

ー
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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
翻訳を運営する会社が作成し
ています。このフリーペーパー
がすべてのフランス好きの方
へ届きますように・・・

【制作・発行】株式会社AJ-FRANCE
〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1
【TEL】 075-703-0115
【E-Mail】 ecole@aj-france.com
【企画・構成・編集】　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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中世の街、Rouen6 留学体験記「Aix-en-Provence」
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Rond de serviette 』
プチコラム  La chanson française contemporaine ?15 レシピ・ア・ラ・モード
‘‘La confiture de tomate verte’’
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11 フランス語教室案内
NOUVEAU!!	 「月に1度のワインレッスン」

16
おすすめ！フランス語学習ツール
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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ecole@aj-france.com
075-703-0115
AJ-Franceまで 

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

«Le multilinguisme est une force et une chance pour l’humanité. Il 
incarne notre diversité culturelle, il encourage le brassage des points 
de vue, le renouvellement des idées, l’élargissement de nos imaginai-
res.» Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO
フランス語に触れたのは16歳になったばかりの頃だった。その頃はマルチリン
ガストなんて想像もできなかったし、バイリンガルですらその言葉を認識した
ばかりだった。様々な国の人とコミュニケーションが取れるから語学を勉強し
ようと誰もが言う。
あの頃から15年たった今もバイリンガルには程遠いけど、私は私のペースで自
分を知り、日本を知り、フランスを知りたいと考えている。(S）SOMMAIRE

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 l’esprit Papier d’Arménie...

シェソア
フランス菓子教室

手づくりケーキのお店を開きたい、
お菓子教室をしてみたい、

シェソアはそんなあなたの夢を応援します。

検索成城シェソア

４日間で学べる
短期集中のコースです

http://www.geocities.jp/seijochezsoi

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。）

17

7 La Minute d’Akane 8 スポーツ留学案内
イベント情報 - フランス留学への第一歩：ワークショップ
語学学校Infl exyonより「Le Journal」読者様へのお得な特典10 フランス生活のプチカルネ

13 interview d’un d’élève 生徒さんインタビュー

対談シリーズ #07「Tamano Paris」 à Paris

Le-Journal編集スタッフのちょっと一息 pause café
un café original «lomi café»
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ルーアン

ボンジュール、フランス。
パリから１３０ｋｍほど離れたセーヌ川の下流域に位置する大きな都市、ルーアン。ジャンヌ・ダルクが火刑に処された街としても有名
な街だ。わずか17歳の少女ジャンヌ・ダルクは最後の地、ここルーアンで一体何を思ったのか。神がかった少女、奇跡の少女の悲しい最
後を遂げた物語は、日本人の心にも残るセンセーショナルな歴史の1ページでもあるが、ここルーアンでは現在進行形のものとして今
もなお息吹いている。ジャンヌ・ダルクと共に生きている。
モネが何度も描いたルーアン大聖堂をはじめ、こじんまりとした旧市街や石畳がとっても印象的だし、路地に立ち並ぶいまにも潰れて
しまいそうな民家も、街を作り上げる欠かせないものの一部として成している。ビュー・マルシェ広場にあるジャンヌ・ダルク教会は、彼
女が火刑になった時の「炎」をイメージして造られた屋根が圧倒的な存在で、訪れる人を迎える。
ー彼女は幸せだったのか、不幸だったのかー。訪れるなら、1日ぐらいたっぷり時間をかけて対話するのも良いかもしれない。

Rouen est une ville de Haute-Normandie située au nord-ouest de Paris. Elle est traversée par la 
Seine, ce qui en a fait une importante ville marchande durant le Moyen-Age. Capitale des ducs de 
Normandie, elle a été le lieu de luttes contre les vikings, les anglais ou même les rois de France. De 
nombreux bâtiments témoignent de l’histoire riche de la ville. Le plus fameux étant la cathédrale No-
tre-Dame (de Rouen, pas de Paris), chef d’oeuvre d’architecture gothique. Le peintre Claude Monet 
fera une célèbre série de tableaux représentant la façade de la cathédrale à différents moments de 
la journée.

Rouen

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

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

パリの地図といえばコレ。滞在者だけでな
く、観光客にもお勧めの1冊。区ごとに細か
く表示されているため、これさえ持っていれ
ば迷うことはない（道の名前や番地も書い
てある）。Taxiの連絡先、各公的施設の名称
と道の名称リストやMETRO/BUSの路線
図、vélibの設置ポイントなどもついている
ので、行動範囲に悩むこと無し。お気に入り
のショップやスポットを地図に直接書き込
んで、自分だけの地図に仕上げよう。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格 ： 1,439円(内税)
Les gouttes de Dieu　ー 神の雫 ー

Le français, ce n’est pas uniquement cours, 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 !!!

en francais c’est plus sympa !“   ” 
原作：亜樹直、作画：オキモト・シュウによる
日本のマンガ作品。ワインを巡って展開され
るストーリーが、世界のワイン業界へ多大
な影響を与えている。ワインを多くの人へア
ピールしたとして、フランスでも数多くの賞
を受賞した経歴がある。ビンテージワインの
価格が高騰したことも。ワイン初心者でも分
かりやすい表現が多く、フランス語だけでな
くワインを勉強したい人へもお勧め。

Paris pratique par arrondissement
販売価格 ： 840円(内税)

フラン
ス

気分を味わおう♪

お土産にも

ピッタ
リ！

プチプライスでフランス気分！ シリーズ 砂糖＆塩編

1

2

4

フランスの有名な塩と砂糖をご紹介！
原料そのままで製造されているものは自然の味を堪能できます。
風味豊かな塩と砂糖が、フランスの広大な大地と青々とした海を
想像させてくれます。塩や砂糖は贈る人を選ばず、便利なお土産
ですね。

1. Le Paludier de Guérande
ゲランドの塩
フランス西海岸ブルターニュ地方
の塩田で、機械をほとんど使わずに
伝統的手法を用い、paludier(塩職
人)の手により生産されている。
http://www.lepaludier.com/fr

2. Le Saunier de Camargue,
fl eur de sel　カマルグの塩
フランス国内でも有名な自然海塩の
ひとつ。精製せずとも真っ白な結晶
が特徴。
http://www.saunierdecamargue.fr/

3. Tereos, La perruche
フランス最大の砂糖メーカー、テレオ
ス社のperrucheシリーズ。個包装さ
れているものもあって衛生的にも◎
http://www.beghin-say.fr/fr.html

4. CAN À SUC　カナスック
デザインシュガーとして有名。テーブ
ルを華やかにしてくれる注目のアイテ
ム。フランス語でさとうきびの事を「
canne à sucre」と言うので覚えや
すいですね。
http://www.canasuc.com/

5. Saint Louis Sucre
庶民的な砂糖のひとつ。朝、カフェオ
レボウルの隣にどーんと置かれてい
たり、フランスマダムがお菓子作りに
も遠慮なくどっさり使います。
http://www.saintlouis-sucre.com/fr/5

3
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Rouen ルーアン

フランス北西部に位置するノルマン
ディー地方の古都、ルーアン。ローマ
時代からの長い歴史が今もなお残っ
ている。パリのサンラザール駅から
特急で1時間10分、各駅停車で1時
間30分の場所にあり、日帰りで観光
できる。大きな荷物がないのであれ
ば、徒歩OK。古い建物が残る地区や
ジャンヌ・ダルクゆかりの地の散策
が楽しい。英仏海峡へと注ぐセーヌ河は「緑の

肺」と呼ばれている。

La ville est divisée en deux par la Seine, la rive droite et la rive 
gauche. Le centre de la ville se situe sur la rive droite où il y a 
des maisons traditionnelles normandes qui s’appellent “ le co-
lombage”, la belle Cathédrale, un grand marché où se vendent 
de bon produits de Normandie, et beaucoup de magasins, cafés, 
restaurants etc.

ルーアンの街は、セーヌ河を挟んで右岸と左岸の二つに大きく分けられる。
街の中心は、右岸に集中しており、中心街にはノルマンディー伝統の木骨組
の家々が立ち並び、美しいカテドラル、ノルマンディーの特産物が並ぶマル
シェ、お店やカフェ、レストランがぎっしりと並ぶ。ルーアン美術館（Musée 
des Beaux-Arts de Rouen）も見逃せない名所のひとつだ。

ルーアン大聖堂は、フランス・ゴシ
ック最高建築のひとつで、12世紀
に工事がはじまり16世紀に完成し
た。火災や戦争で絶え間なく修復さ
れたという歴史がある。印象派を代
表する画家モネが幾度となく描い
たことでも有名。尖塔は151メート
ルの高さがあり、フランスで一番高
い。昨年はライトアップや光の催し
をしたりと新しい試みや、コンサー
ト、クリスマス市などの行事が行わ
れている。観光客だけでなく、住民
の集いの場として、現在もその風格
が衰えることなく活躍している。

フランス雑貨の店アンティークフランス
http://antiquefrance.jp/

Tamano Paris
ADRESSE
157 rue Saint Martin 18 Passage 
Moliere 75003 Paris
TEL / FAX 01 42 78 09 53
MAIL  info@tamano-paris.com

カフェ大国、フランス。
パリ在住8年の友人に連れられ訪れたカフェラボラトリー。
パリでも最近注目されるドリップコーヒーが飲めるカフェだ
（エスプレッソこそがカフェだと言い切るパリジャンにも革
命が！）。店内に入るなりコーヒーの香りが立ちこめ、コーヒ
ー好きにはたまらない。店内奥にあるプロ向けコーヒ豆焙
煎所をメインに運営しており、カフェはサイドビジネス感覚
で始めたのだとか。洗練されたインテリアで統一されてい
るロフト風店内は、とてもシャープで一瞬ここはパリだとい
うことを忘れてしまうほど。時折アマチュア向けのセミナー
を開いているそう。テイクアウトもOKだ。

Café Lomi
3ter rue Marcadet 

75018 PARIS

Ouvert du

mercredi au dimanche

de 10h à 19h

info@cafelomi.com

+ 33 9 51 27 46 31

http://www.cafelomi.com/

un café original
lomi café

Le-Jou
rnal

 編集スタッフの

ちょっと
一息

      pause caféちょっと
一息

      

◆　4月18~20日 à 東京
表参道ギャラリーファンナーン
◆ 　4月25~27日 à 東京
恵比寿ギャラリー山小屋
◆ 　5月初頃 à 大阪、阪急百貨店
シューズフェアに出展予定
詳しくはサイトでご確認ください。
www.tamano-paris.com

展覧会スケジュール



(fromage)

p4とp5の記事は、フレンチインノルマンディーの
協力により作成しています。
26 Rue Valmont de Bomare, 
76100 Rouen
02 35 72 08 63

http://www.frenchinnormandy.com

冒険倶楽部	
�   

有限会社PAOプラス

〒566-0031

大阪府摂津市昭和園7-12-515

TEL＆FAX	
�   	
�   072-637-3850

MAIL	
�    	
�   	
�   info@paoplus.com

www.paoplus.com

大阪府知事登録旅行業第3-2401号

登山、ハイキング、アウトドアの企画を得意とする旅行会社です。　手軽に始められるアジアの海外登山から

ヨーロッパアルプス、聖地巡礼の旅まで国内・海外問わずお気軽にご相談ください！

旅に出
よう！

PAOプ
ラスは

こだわ
りプラス
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Fromage au lait de vache, il est 
produit en Haute-Normandie 
dont la forme est souvent en 
coeur, sans doute le plus ancien 
des fromages normands. Il était 
probablement déjà fabriqué au 
VIe siècle et attesté offi  cielle-
ment. Sous la croûte fl eurie on 
trouve une pâte lisse et moel-
leuse. Ideal accompagné d’un 
vin rouge charpenté.

ノルマンディー地方で最も古いチー
ズと言われている。

毎年10月末から１１月末頃まで、ルーアンのセーヌ川沿いには、Foire 
Saint-Romain という大規模な移動遊園地が来る。
子供向けの物から、大きな観覧車、お化け屋敷、ジェットコースターやかなり
スピードのある絶叫系の乗り物がぎっしりと並び、とても数日で組み立てら
れたとは思ないほどの規模だ。食べ物もたくさんあり、りんご飴、クレープ、ベ
ニエなどの屋台から甘い香りがする。中には子ブタを丸焼きにするレストラ
ンもあり、お店の前では筋肉もりもりのムッシューが、とんかちと大きなノコ
ギリでお肉を切り分けてくれるのも醍醐味だ。
冬は日が短く、寒くて夜が長いルーアン、待ち遠しいノエルまでの間はこの
移動遊園地が街を賑やかにしてくれる。

pommeau（カルヴァドスのリンゴ
ジュース割り）はぜひ試してみたい。

街全体が芸術と讃えられる
Rouenはジャンヌ・ダルクだけ
でなく、実はリンゴも有名。リ
ンゴ街道と呼ばれる道がある
ほど。リンゴで作った炭酸のお
酒シードルやカルヴァドスな
ど、お酒の名産地としても知ら
れている。ほかにも 、リンゴの
お菓子が沢山店に並ぶ。

ゴシック様式の鐘楼とルネッサ
ンス様式のアーチ、古典様式の
噴水が組み合わされた大時計
は、街の最初の鐘を設置するた
めに作 られたのだそう。メカニ
ズムは14世紀から1928年ま
で動いていたヨーロッパで最
も古いものの一つだ。
ルーアンにはその他、サン・マク
ルー教会やサン・トゥーアン教
会などゴシック様式の宗教建
築が数多く残されている。

N’oublions pas le cidre (jus de 
pomme), le calvados (alcool de 
pomme à 50°) et enfi n le pom-
meau (2/3 de jus de pomme 
et 1/3 de calvados, 16 à 18°). 
Lors de cérémonies, les nor-
mands boivent en milieu de long 
repas un petit verre de calva-
dos. Cette tradition s’appelle le 
«trou normand». Cela permet 
de digérer ce que l’on vient de 
déguster et de redonner de 
l’appétit pour la suite du repas. 
Actuellement, le trou normand 
est remplacé par un sorbet à la 
pomme arrosé de calvados.

Frédéric BISSON

靴作りは小さな建築
ずっとドキドキわくわくできる、
こんな面白い仕事はない

夢のフランス生活を追い求めて
靴をはじめ、バッグやアクセサリーを扱うフランスの会社へ就職
し、連日連夜、仕事三昧の日々でフランス生活のスタートを切る。
労働許可証が取れず、やむなく学生ビザで滞在し、学校へ通いな
がら展示会の準備に追われる毎日を過ごした。
モリス・アルノーとの出逢い
この先どうしようかと悩んでいる時、たまたま友人づてにモリス
を紹介され、彼の元で修行することに。それまで勤めていた仕事
を辞め、2年間屋根裏に住みながら毎日彼の元に通った。職人気
質で一人暮らしの彼の家の掃除やご飯の手伝いをしながら、彼
の技術を必死に習得した。彼は戦中、家の下を掘って12人のユダ
ヤ人を匿った程、人情溢れる人だ。出逢った時は既に92歳だった
が死ぬまで現役を貫いた。この人が生きているうちに結果を出し
たかったと当時を思い出す彼女は語る。
オーダーメイドの靴は木型職人が作った木型を元に製作するた
め1～2ヶ月かかり、手で作るものと工場のものとは全く違う。そ
んな靴作りの楽しさを彼から学んだ。
会社設立へ
モリスの元で製作していた靴がかなり溜まってきていた。そんな
時、パリコレ時期に行われる展示会のスペースが2週間前に空き
が出たので、出してみないか、という話が来た。世界中から集まる
プロの人たちに、自分の作った靴を見てもらおうという軽い気持
ちでやってみた。ところが、販売目的で展示していた訳ではないの
に注文が100足単位で入ってしまった。材料の仕入れ、お金の計
算などもやったことがなくてまさに右往左往してしまう。何を工
場へ頼むのか、何を買わなきゃいけないのか、なんて考えた事が
なかった。予期せぬ展開に、パニックで眠れない日が続く。

パリの3区にある小さなパッサージュ、 職人たちが軒を連
ねるPassage Moliereの片隅にあるオーダーメイドの靴屋
さん「Tamano Paris（たまのパリ）」。たったひとりで粛 と々
靴作りに人生を捧げるたまのさん。2006年にアトリエ兼シ
ョップをOPENするまでの波瀾万丈のストーリー。

  ” “
#07

靴作りに没頭する日々
大量の注文が入ったのは良いが、学生の身分でフランスに滞在し
ていたため販売ができないと気づき、県庁へ会社設立の手続き
に走る。寝る間も惜しんで靴を作り続け、大きな仕事も幾度となく
こなした。ヨーロッパの通貨がユーロになったころは大手企業に
騙され、人に騙され、一文無しになった時期もあった。モリスやま
わりから、デザイナーなんてレモンの絞り器のようなもの。絞りき
ったら搾りかすも何もかもポイ、新しいレモンを手にするだけ。と
言われた言葉が今も心に染みる。
フランスに私がいる意味
バスクを旅行した時、エスパドリーユを見つける。靴底と布を縫い
合わせただけのシンプルな靴、バスクのおばあちゃんが布と靴底
を内職として縢（かが）った人々の手を通してできる靴はなんて素
晴らしいのかとショックを受ける。
自分でもできないだろうかと、アフリカの大柄でカラフルな布地
や、シックな和柄を採用して、多人種が混在するパリに馴染むエ
スパドリーユを目指す。もちろん布と靴底を縢（かが）るのはバス
クのおばあちゃんだ。
日本のデパートのバイヤーが店まで来て何となく始まった卸も、
今はデパートだけでなく、有名ブランドへもするようになったり、
彼女のホームページを見たフランス国外の方からの注文も多い。
フランスが嫌になりイタリアにいた頃もあったが、縁あって再び
パリにいる。8歳になる子供が学校から帰ってきたら手伝ってくれ
るが、いまも当時と変わらず朝8h30-夜20h頃まで働いている。
オーダーメイドの靴はもちろん素敵だと思う。だけど、エスパドリ
ーユのような、シンプルなものがあっても良いと思う。と彼女は語
る。そんな彼女は、今年も例年通り日本で展示会を行う予定だ。
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Monsieur KIKUCHI Naoto
留学先 : エクスアンプロヴァンス（フランス南部）
期間  : 2012年10月～2013年3月
ビザ : 研究者ビザ、研究者の同行家族ビザ
研修準備期間  ：約6か月 ／ 合計費用  ：内訳はページ下

今回は研究者ビザで半年間、南仏に滞在されたKIKUCHIさ
んをご紹介します。奥様も同行家族ビザを取得され、
KIKUCHIさんの留学へ同行しました。

< En direct d’Aix-en-Provence >

【KIKUCHIさんの留学費用の内訳】
住居費：月約12万円
現地生活費：月20万円程度
航空券：往復40万（二人）
保険料：20万円
合計費用：250万円程度

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

　長期研修の機会を得ることが決定した時、滞在先とし
て真っ先に思いついたのが、エクスアンプロヴァンス（以
下エクス）でした。初の海外旅行で訪れた場所だったこと
もあるのでしょうが、南仏のおだやかな景色と人々の記
憶が、十数年たっても強く印象に残っていました。「ここの
大学に、いつか留学できたらいいね」と、その時、妻と話し
ていたことが思い出されます。 滞在先をエクスに決定し
た後は、研修先の大学教授を紹介して頂き、大学と県か
ら受入許可証を得るためメールのやり取りをして…etc（
いろいろありましたが略します）。無事にビザを入手、フ
ランスに入国することができました。
　エクスは地中海にも程近いフランス南部に位置し、気
候は年間を通じて非常に暖かです。私達が到着したのは
9月末、すでに肌寒かったパリと違い、コートはまだまだ
必要ないくらい温暖でした。
　とても強く輝く太陽が印象的なこの街は、フランスでも
観光地として有名で、旧市街はいつも多くの人賑わってい
ます。古くはローマ帝国の属州（プロバンス）として栄え、
現在は学術・芸術の都として有名です。 かのセザンヌも、
ここエクスで生まれ育ち、私がお世話になった大学を卒
業しました。
　エクスでの生活は、概ね快適でした。南国育ちの私に
とって、冬でも温暖な気候が本当に助かりました。それか
ら、人々が本当に大変親切にしてくれたこと。これは前回
訪れた時にも感じていたのですが、異国で暮らすにあた
り、人々がとても優しく接してくれるということは何事に

も代えがたいと思いました。もちろん、いろんな人がいま
すし、機嫌の悪い時には機嫌の悪い顔を表現する自由が
あるお国柄です。文化の違いに驚くこともありましたが、
だんだん慣れたような気がします。あとは、何と言っても
食べ物が美味しいこと。ワインにパンにチーズに肉！これ
らを口にすることができないのが、帰国して一番つらいこ
とかもしれません。
　海外滞在につきものの苦労話ですが、まずは、物がよく
壊れること。備え付けの家電は一通り壊れました。最初に
洗濯機が壊れたとき、修理費用がどれくらいか心配しな
がら、おそるおそる大家さんに連絡しましたが、慣れた調
子で修理屋さんを手配してくれました。どうやらよくある
様子です。修理費用もたいしたことなく一安心しました。
ミネラルが豊富な水質なので、水回りの家電は総じて寿
命が短いようです。
　「大変だ、大変だ！」と思ったことにも「フランスらしい
ね」と慣れ始めた頃に、帰国が迫ってきました。大家さん、
大学関係の方々、ケーキ屋さんのマダムにコインランドリ
ーのご主人まで、短い間でしたが親切にしてくれた人々と
の別れはとても名残惜しいものでした。初めての海外で
の長期滞在で、余裕もなく、まさに夫婦で懸命に生き抜い
た感があったのですが、今となっては、不思議と良い思い
出しか残っていないような気がします。今回のような長期
滞在は難しいかもしれませんが、いずれまた、エクスに行
くつもりです。

エクスアンプロヴァンスからのルポルタージュ
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La confiture de tomate verte

Ingrédients : 
◆ 1 kg de tomates vertes
◆ 2 citrons non traités
◆ 700g ~1000g  de sucre cristallisé 

1- Lavez et essuyez les tomates, ôtez leur pédoncule et 
coupez-les en tranches ou en petits quartiers.

2- Lavez et essuyez les citrons, coupez-les en rondelles 
fi nes.

3- Disposez une couche 
de morceaux de tomates 
dans une terrine, poudrez 
de sucre et ajoutez quel-
ques tranches de citron. 
Recommencez en alternant 
les couches jusqu’à épui-
sement des ingrédients, en 
terminant par une couche 
de sucre.
4- Couvrez avec un linge 

propre et faites macérer 24

propre et faites macérer 24 heures dans un endroit frais 
et bien sec, en retournant plusieurs fois les éléments avec 
une cuillère en bois.
5- Versez le contenu de la terrine dans une bassine à confi -
ture et portez à ébullition à feu doux, puis laissez cuire en 
remuant souvent pendant 2 heures environ le sirop doit 
être «à la nappe» sans être brun.
6- Ébouillantez des pots et retournez-les sur un linge pro-
pre.

7- Versez la confi ture dans les pots.

コンフィチュールという言葉が注目されはじめ、専門店などが話題を呼んでいます。
このコンフィチュールとジャムは、一般的には混同して使われていますが、実はそうではありません。

英語のジャムの語源は、ぎっしりと押し込むむ状態、押し合ったり滞っている状態を示す言葉です。一方、フランス語のコンフィチュールとは、砂糖や酢、
油などに漬けたという意味のコンフィットと同じ仲間で、保存目的から生まれた言葉です。

パンに塗るにはジャムがいいし、ヨーグルトにかけるにはコンフィチュールがいいということになります。商品名としてどちらを採用する？
コンフィチュールにおしゃれなイメージや目新しさがあるのは、人間の心理を突く言葉の流行というものなのでしょうね。

propre et faites macérer 24

レシピ・ア・ラ・モード ： En vogue - recettes remise à jour

traiter
ôter
pédoncule
couper
ajouter
couvrir

混ぜる
取り除く
（果物の）柄
切る
加える
覆う

macérer 
cuillère
verser
sucre
citron
laisser

漬ける
スプーン
注ぐ
さとう
レモン
取っておく

*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/conf-tomateverte.html



Avec 11 albums à son 
actif en 30 ans de car-
rière, Marc Lavoine est 
une fi gure incontour-
nable de la scène mu-
sicale française.
Depuis sa reconnais-
sance de la part du 
public en 1983, l’inter-

prète du titre «Elle a les yeux revolvers» a réussi à se faire 
une belle place auprès de ses pairs, comme Johnny Halliday, 
Patrick Bruel, Claude Nougaro,...
Parmi ses titres les plus connus, on retiendra ses tubes «J’ai 
tout oublié», «Si tu veux le savoir», ou «Toi, mon amour».
Le natif de Longjumeau (région), né en 1962, s’est destiné 
très jeune au monde du spectacle. À 16 ans, c’est la révélation 
lorsqu’il devient ouvreur à l’Olympia.
En marge de sa carrière de chanteur, il a toujours caressé celle 
d’acteur, avec 23 fi lms à son actif, dont son rôle d’Alex dans 
la trilogie «Le coeur des hommes», que nous vous présentions 
dans notre précédent numéro.

De son vrai nom Paul 
Van Haver, né le 12 
mars 1985 à Bruxel-
les, Stromae est un 
auteur-compositeur-
interprète et produc-
teur belge d’origine 
rwandaise de hip-hop, 
de musique électroni-

que et de chanson française. Stromae eff ectue actuellement 
un grand retour sur le devant de la scène. Sorti cette année, 
son nouvel album intitulé «Racine carrée» connait un très grand 
succès, avec son look très travaillé et ses paroles musicales 
tristes sur musique dansante. A 28 ans, il accumule les récom-
penses (artiste masculin francophone de l’année et chanson 
francophone de l’année avec «Formidable» aux NRJ Music 
Awards), 3 ans après ses vrais débuts avec le titre «Alors on 
danse», n’ayant pas percé au début du millénaire dans le rap.
On le compare aisément de nos jours avec l’un des plus grands 
noms de la chanson française, lui aussi belge, Jacques Brel.
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ナプキンの所有者を区別するために利用されるテーブルアクセサリー。
テーブルコーディネートには欠かせないもののひとつ。象牙や鼈甲、
金、銀その他の金属、また角や竹、貝などで作られるのが一般的で、高
級なものでは、繊細で優雅な模様が入っているものや家紋が彫刻され
ているものがある。最近ではリボンやタッセル、ガラスや
生花で代用したりと素材の幅が広がっている。

『 Rond de serviette』	
�   ナプキンリング

Le rond de serviette sert à garder la serviette de table enroulée. C’est une invention de la 
bourgeoisie française. Il peut y être noté un numéro ou un prénom pour la distinguer de 
celle du voisin.

Jean-Jacquesのちょっとまめ知識

La chanson française, contemporaine
シルヴィ・ヴァルタン、フランスギャル、セルジュ・ゲンズブール、クロード・フランソワだけじゃない！60年代に日本で一世を風靡したフレ
ンチポップスの時代からはや約50年。既に半世紀が過ぎていますが、日本でもまたフレンチポップスブームが起こる予感がしています！
社会派の歌手、ラブソングの名士、アイドル、エキセントリックなアーティストなど、フランスのポップスは今とてもアツイのです。

ー フレンチポップスの今 ー
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“Métro Boulot Dodo” mais toujours courtois !!

プチコ
ラム

　長いバカンスにマイペースな仕事ぶり、、、
なんだかのんきな毎日を過ごしているイメージを持た
れがちなフランス人ですが、パリジャンの普段の生活
は、実はまさに「Métro Boulot Dodo」、仕事と通勤に
追われて一日が終わります。
　東京ほどではないとはいえ、混み合った通勤、帰宅ラ
ッシュ。先を急いでカリカリしている人や疲れが顔に出
てる人も少なくない駅や車内。
　でもそんな中にもフランス人の素敵な部分の一つを
垣間見ることが出来る私の好きな瞬間があります。
それはメトロ出口に良くある重ーい押し開けタイプの
扉のところ。開けた人が後ろの人のために押さえていて
あげる、してもらった人がメルシと笑顔で言う、そしてそ
の後ろの人のために押える、その人がまたメルシ、そし
て振り返って押さえる、、、。
　人が途切れるまで延々と続くこの小さな善意とメル
シの数珠繋ぎ、ささやかなことだけど私の好きなシーン
です。
　このさりげない親切は、建物の入り口やお店のドア、
いろんな所で同じように当たり前のこととして老若男女
問わず皆がやっています。そして皆が必ず「メルシ!」とお
礼。
　他によく目にするのが、乗り物の中で年配者や赤ちゃ

La Minute d’Akane 

article 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。

 

ん連れの人など必要としていそうな人にさっと席を譲っ
たり、ベビーカーにすっと手を伸ばして乗り降りを手伝
ったりする優しさです。
　さらっとなんでもないことのように声をかけたり手を
貸す人、そして笑顔で返ってくるメルシ。パリの人に対し
て冷たい印象を持つ人も多いけれど、実はさりげなく優
しいパリジャンたち。
　慌しい生活の中でもこういった行動をさっと出来る
のはフランス人の素敵なところだと思います。そしてこ
ういったやりとりが生活の至る所で見られるから、また
当たり前のこととして皆が自然に出来るという好循環な
のでしょうね。
　そんなシーンを見かけるたびに心がほっこりとする
Métro Boulot Dodoのパリ生活です。

Stromae, le renouveau de la chanson française Marc Lavoine, une valeur sûre

http://stromae.net
http://marclavoine.artiste.universalmusic.fr

PARIS

パリ在住のAkaneが、フランスの何気ない日常を

ご紹介。フランスのニュース、パリのおすす

め観光スポットなどをお届けします。



Programme d’été サマープログラム
今年の夏はフランスの短期サマープログラムに参加しよう！
◆ フランス語を学んだことのない方は「ゼロ」からスタート
◆ すでにフランス語を勉強されている方はブラッシュアップ
◆ 未成年の方は夏休みを利用して留学体験

　　今後の目標はなんですか。
　全ての語学において言える事は、本当に奥が深い！という事
です。勉強すればするほどその味が出てくる、という事を毎日の
勉強の中で実感しています。
　フランス語の本に挑戦したり、映画を見たり、音楽を聴いたり
・・・フランス語がもっと私の日常に溶け込む様にというのが私
の目標です。
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　  フランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
　最初は本当に単純なきっかけでした。ある時聞いた「Merci」
の発音がとても可愛い！と思いフランス語の勉強をし始めまし
た。また同時期に勤務先で外貨送金をすることになり、外国の
方とコミュニケーションを取る機会が増えたことも、フランス語
の習得意欲を後押ししています。お客様の中にフランス語を喋
る方がいて、今では簡単な会話をするのが楽しみになっていま
す。語学の範囲を広げると目の前の世界も勿論広がってくる。こ
れって本当に素晴らしい事ですよね！

上：世界遺産のひとつ、モンサンミッシェ
ルの前で。
下左、下右：パリの街中。
下中：通っていた語学学校のクラスメイ
トと。

Séjours en FRANCE
フランス留学

　下宿先は２人部屋で、ブラジル人の女の子と一緒でした。私
たちはすぐに友達になり、毎夜、翌日の授業の内容を話したり、
休日はパリ市内を観光したりしました。勿論彼女との会話はフ
ランス語です！ 

　今回はAJに通い始めて1年、滋賀県在住のチケット商業社員ITO Honamiさんへお話をお伺いしました。
ITOさんは２年前からフランス語へ興味を持って以来、独学でフランス語を始めました。その後AJへ通い、更に
は昨年の１１月に念願の語学留学を1ヶ月間経験されました。現在はフランス語技能検定取得の為に奮闘中
です。趣味は一人旅、映画鑑賞、読書、サックス、ピアノ。

　 フランスでのハプニングや、フランス語を学んでいて良か
った事はなんですか。
　 フランスを訪問すること、語学留学をすること、何もかもが初
めてでしたので、とにかくとても不安でした。
　そんな中、印象に残っているのは毎朝クロワッサンを買いに
行っていたパン屋のマダムとの会話です。片言の私のフランス語
をいつも聞いてくれて、パンもサービスでおまけしてくれるとて
も優しい女性でした。フランス語に自信が無かった私に、「心配
ない。なぜなら今、貴方と私はフランス語で喋ってるでしょ？喋
れなかったら貴方にクロワッサンをサービスしてないわ」と励ま
してくれました。とにかく喋ってみる事が、語学力上達への近道
だと実感した大切な思い出のひとつです。

生徒さんインタビュー
interview d’un d’élève

【Alliance Française de Toulouse】
アリアンス・フランセーズは世界136カ国に広がる国際的な学校
です。トゥールーズは、レンガ作りの建物がたくさんあり、「バラ色
の街」とも呼ばれています。トゥールーズ校は、そのような歴史あ
る大都市に1984年に設立されました。フランス語のレッスンは、
コミュニケーションに重点を置いているのが特徴です。

● レベル：入門～上級
● 期間（2014年）：7月7日～18日、7月21日～8月1日、8月4日
　 ～8月14日、8月18日～8月29日
● 料金（フランス語レッスン料）：380ユーロ／2週間＋50ユー
ロ／登録料
＊夏期はたくさんのアクティビティをご準備しています。

【International House】
インターナショナルハウスは南仏の香り漂うリゾート地ニースに
あり、グループレッスンは1クラス最高10人までの少人数制です。
充実した授業内容に加えて、アクティビティやホームステイなど、
様々な面で当校のスタッフがサポートを行っているため、留学経
験がはじめての方にも安心です。

ジュニア夏期プログラム
ホストファミリーに滞在する夏期のプログラムです。ステイ先で
は二人部屋のご利用で、国籍の異なるジュニア同士が１つの部屋
をシェアします。午前中にはニース校でフランス語のレッスンがあ
り、平日の午後、土曜・日曜の終日はモナコやカンヌへの遠足、マ
リンスポーツやシネマ、ショッピングなどの様々な引率付きアクテ
ィビティーをご用意しております。

● レベル：フランス語中級以上（１年以上勉強したことがある方）
● 期間（2014年）：7月6日～8月16日（1週間～6週間）
● 対象年齢：12歳～16歳
● 料金（フランス語レッスン料＋ホームステイ）：
　 675ユーロ／週＋45ユーロ／登録料

【パッケージ内容】
経験豊富な教師によるフランス語の授業 （月曜日～金曜日の
9:00-12:15）、授業に使われる教材費、ホームステイ・二人部屋
の滞在費 （朝食＆夕食付き）、サンドイッチなどの昼食代、資格と
経験のあるリーダーが引率する様々なアクティビティー、各アクテ
ィビティーへの送迎、空港からレジデンスまでの往復の送迎、バ
スやトラム（路面電車）などの交通費

ひとくちmemo : フランスのバカンス
フランスの夏のバカンスは、通常6月頃～9月頃までの間にあります。学生
の場合は通常2ヶ月間、大人の場合は約1ヶ月ほどのバカンスを取ります。
また、フランス語でバカンス中の人のことをvacancier（バカンシエ）と言
います。バカンス中の人に名前がついているのは、バカンスを大切に思っ
ている証拠なのかもしれません。

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

写真提供：international House

詳細infoはAJまで　 http://france-ryugaku.com/
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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

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！！

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

※入会金：5000円別途必要。お友達紹介の場合は2500円 受講登録期間３ヶ月（１２週）にご登録下さった方に、リヨン名物の
ビストロ Bouchon Lyonnais のフルコース（ドリンク付き）をプレ
ゼント！リヨンの伝統的な家庭料理や名物料理がサービスされる
ブッション•リヨネ。その名を名乗るお店は数多くありますが、ブッ
ション協会に認証された正真正銘の＜Bouchon Lyonnais＞は、
２０店しかありません。アンフレクションが吟味したBouchon 
Lyonnaisで、リヨンの食文化と賑やかなビストロの雰囲気をお楽
しみください。　詳細はAJ-France 坂（さか）まで

A découvrir !

offre speciale des  

écoles pour nos 

lecteurs

読者だけ
の留学

特典！

AJ-FRANCEでは、3月・4月・5月にワークショップの開催を予定
しています。今回のテーマは「短期留学」。弊社にて短期留学をアレ
ンジさせていただいたお客様をゲストとしてお迎えし、インタビュ
ー形式で貴重な体験を語っていただいたり、短期留学に関するス
ケジュール感などをご説明させていただきます！3ヶ月未満のフラ
ンス滞在をお考えの方は、是非弊社までお気軽にご連絡下さいま
せ。詳細情報をお伝え致します。
＊尚、ワークショップの日程は、人数が揃い次第、皆様のご希望の日時をお伺いして決定致し
ます。（人数には限りがございますので、お早い目にお申し込み下さいませ。）

Découvrez les 

séjours en France 

et ouvrez la porte 

sur un brillant 

futur!

ちびっこシェフアトリエ
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！

~ cours de cuisine pour les petits ~

Bon appétit

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！

miam	
�   miamLeçon de cuisineavec les petits

【開講スケジュール】

こんなことを学びます！
◆ 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

大人と同じやりか
たで料

理するよ！お友達
と協力

して野菜を切った
りオー

ブンを使って作る
よ！

開催日 時間 レシビ 内容

4月26日（土） 13h~14h50 Fondant au chocolat
フォンダン オ　ショコラ

できたての温かいフォンダンショコラに
かわいく飾り付けしましょう！

5月24日（土） 13h-14h50 Spaghettis et poulet à la crème
チキンとクリームソースのパスタ

フランスでもおなじみのチキンをパスタ
と一緒に食べましょう！

6月28日（土） 13h-14h50 Clafoutis aux fruits de saisons
季節のフルーツのクラフティ

旬のフルーツを使って、温かくても美味
しいフランス風プリンを作りましょう！

参加人数：6名まで
費用：2500yens、
　　  一般の方は3000yens
 　　　　　　(保険、材料費込み) 
対象：2才6ヶ月～未就学児 
小学低学年の方は要相談　
お持ちいただくもの：
エプロン、タオル

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

受講者が選択 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

Bon vayage!!
（旅行会話）

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）

毎週土曜日9h-10h
5週ある月は最終週のレッスンはあ
りません。

Akiko 10000円
テキスト代不要
入会金無料！

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！

車いすの方のご受講可能
その他：仏検対策レッスン、シャンソン、petit Nicolasアトリエ、アトリエデママン等あります！

Les autres ateliers

Atelier enfants

ワークショップ	
�   à AJ-France Lyonの提携語学学校 に

お申し込みの方限定プレゼント！

【France Langue Biarritz】
1976年にパリで創立以来、France Langue（フランスラング）は
世界中100カ国を超える10万人以上もの外国人留学生たちに常
に質の高いフランス語教育を行なっており、フランスの伝統あるフ
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高いフランス語レッスンを行っております。また、フランスご滞在中
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写真提供：international House
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フランス語レッスン＋スポーツ en été
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リピーターの方はさらに割引
リピーター割引として保険料を　　　　割引します。

※一定の要件を満たされた方が対象です。
5％

【取扱代理店】保険デザインパートナーズ　075-200-3368【引受保険会社】
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個人セットプラン（タイプA）の場合                         　　　　（※）書面申込の三井住友海上「海外旅行保険」（被保険者年令６９才以下）との比較です。

　　　今すぐホームページにアクセス！インターネット専用　海外旅行保険インターネット専用　海外旅行保険
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特定手続用海外旅行保険

フランス生活のプチカルネ N°4

◎フランスで運転する方法
一般長期滞在者(学生、ワーキングホリデーを除く)
❶フランス入国後1年以内に、居住地の県庁（PREFECTURE）又は支庁（SOUS-PREFECTURE）で、日本の運転免許証をフランスの運転免
許証に切り替えなければなりません。滞在許可証取得後、速やかにフランスの運転免許証への切り替え手続をしてください。
❷１年間有効の査証（VISA）を所持している方はOFIIで査証に認証を受け、その日から1年以内に、居住地の県庁（PREFECTURE）又は支庁（
SOUS-PREFECTURE）で、日本の運転免許証をフランスの運転免許証に切り替えなければなりません。
※ ただし、フランス到着直後、そして滞在許可証を申請中の場合に限り、日本で発給された国際運転免許証（フランス到着直後のみ）、又は有
効な日本の運転免許証とその仏語翻訳を携帯することにより、フランス国内で運転することができます。
※　フランス入国後1年が過ぎますと、フランスの運転免許証への切り替え申請ができなくなりますので、ご注意ください。

※　旅行者は、日本で発給された国際運転免許証により運転することができます。日本の運転免許証とその仏語翻訳を携帯することにより運
転することはできません。 
※　学生及びワーキングホリデーの方は、日本の運転免許証をフランスの運転免許証に切り替えることができませんので、有効な日本の運転
免許証とその仏語翻訳を携帯することにより、フランス国内で運転することができます。
＊AJ-Franceはフランス大使館指定の翻訳会社です。運転免許証をはじめ、翻訳書類が必要な場合は弊社までご相談下さい。 p.9参照

Transmettez vos sentiments les plus précieux 
avec de jolies fleurs préservées de qualité

可愛らしく、上品なプリザーブドフラワーとともに、
あなたの大切な気持ちも一緒にお届けいたします。

http://les-fees.net
〒441-1331 　愛知県新城市庭野字東萩野20

090-7858-1861 （ 10：00 ～ 18：00 ）　info@les-fees.net 
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Savoir vivre à la française ワインとテーブルマナー
3月29日（土）17H30 開催！

「ワインのレッスン」といった感じではなく、ざっくばらんとしたレッスン
です。フランス語はもちろんのことながら、1本のワインを巡って、そのワ
インの生産地の歴史や特徴、さらにはフランスのテーブルマナーなどを
学んでみませんか？1本のワインから繰り広げられるドラマティックな
歴史や、意外と知られていないようなビックリ驚くフランス流のマナー
を紐解きます。イギリスとフランスの一流ホテルで料理人＆サービスの
支配人（Maître d’hôtel）だったフランス人講師が楽しくアットホーム
な雰囲気で楽しくレッスンします！
● 日時：3月29日（土） 17H-19H
● 参加費：3500yens 通常コースのうちの1レッスン振り替えも可能
　　　　   ゲストの方は3800yens
● 定員：6名 お問い合わせ／お申し込み　

075-703-0115 / ecole@aj-france.com

● 日時：3月29日（土） 17H-19H
● 参加費：3500yens 通常コースのうちの1レッスン振り替えも可能
　　　　   ゲストの方は3800yens
● 定員：6名

新アトリエ情報

はじまります！

Atelier du DELF et DALF
DELF・DALF（デルフ・ダルフ）とは、フランス国民教育省が認定した唯
一の公式フランス語資格（ディプロム）で、一度取得すれば無期限有効で
す。自分のフランス語の能力や知識を証明書として形にすることができ
ます。
近年はレベルが細分化され、子供向けのPrimやジュニア、プロといった
種類があり、国内では年に2度試験があります。事前に必要な条件は一
切なく、自分の希望するレベルを受験することができます。
AJ-Franceでは、生徒様一人一人のペースやレベルに合わせて試験に
向けて万全の準備をします。プライベートレッスンで、自分の苦手な分野
を克服しながら学習するため、試験だけのためのフランス語ではなく、実
践的にもフランス語が使えるようにレッスンします。生徒様と講師間のフ
ォローアップに力を入れているので、安心してレッスンしていただけます。

オーダーメイドグループレッスン対応可能です。　（定員3名様より）
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、1レッスン2時間
24000円テキスト代実費
担当フランス人講師2名
無料体験レッスンの対応も可能。まずはお問い合わせ下さい。

Atelier « comme les francais »

フランス生活で役立つヒントを
少しずつご紹介！

◎ 国際運転免許証
フランスに長期滞在をされるなら、レンタカーで車の旅をする機会もあるかもしれ
ません。そんな時には国際運転免許証が必要なので、ドライブが好きな方や車での
旅行を計画している方は、フランス入国前にご手配されると良いでしょう。有効期
間は取得日より１年間。申請は日本の運転免許証を持っている人であれば誰でも
可能。住民登録住所地の公安委員会が管轄する運転免許センターで申請します。

フランスの運転には
十分気をつけよう！

【申請書類】　● 国外運転免許証交付申請証（窓口）　● 運転免許証　
　　　　   　● パスポート　● 写真（5×4cm）　● 手数料￥2650
【問い合わせ】警視庁運転免許テレフォン&ファックスサービス : 042-365-5000
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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

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！！

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

※入会金：5000円別途必要。お友達紹介の場合は2500円 受講登録期間３ヶ月（１２週）にご登録下さった方に、リヨン名物の
ビストロ Bouchon Lyonnais のフルコース（ドリンク付き）をプレ
ゼント！リヨンの伝統的な家庭料理や名物料理がサービスされる
ブッション•リヨネ。その名を名乗るお店は数多くありますが、ブッ
ション協会に認証された正真正銘の＜Bouchon Lyonnais＞は、
２０店しかありません。アンフレクションが吟味したBouchon 
Lyonnaisで、リヨンの食文化と賑やかなビストロの雰囲気をお楽
しみください。　詳細はAJ-France 坂（さか）まで

A découvrir !

offre speciale des  

écoles pour nos 

lecteurs

読者だけ
の留学

特典！

AJ-FRANCEでは、3月・4月・5月にワークショップの開催を予定
しています。今回のテーマは「短期留学」。弊社にて短期留学をアレ
ンジさせていただいたお客様をゲストとしてお迎えし、インタビュ
ー形式で貴重な体験を語っていただいたり、短期留学に関するス
ケジュール感などをご説明させていただきます！3ヶ月未満のフラ
ンス滞在をお考えの方は、是非弊社までお気軽にご連絡下さいま
せ。詳細情報をお伝え致します。
＊尚、ワークショップの日程は、人数が揃い次第、皆様のご希望の日時をお伺いして決定致し
ます。（人数には限りがございますので、お早い目にお申し込み下さいませ。）

Découvrez les 

séjours en France 

et ouvrez la porte 

sur un brillant 

futur!

ちびっこシェフアトリエ
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！

~ cours de cuisine pour les petits ~

Bon appétit

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！

miam	
�   miamLeçon de cuisineavec les petits

【開講スケジュール】

こんなことを学びます！
◆ 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

大人と同じやりか
たで料

理するよ！お友達
と協力

して野菜を切った
りオー

ブンを使って作る
よ！

開催日 時間 レシビ 内容

4月26日（土） 13h~14h50 Fondant au chocolat
フォンダン オ　ショコラ

できたての温かいフォンダンショコラに
かわいく飾り付けしましょう！

5月24日（土） 13h-14h50 Spaghettis et poulet à la crème
チキンとクリームソースのパスタ

フランスでもおなじみのチキンをパスタ
と一緒に食べましょう！

6月28日（土） 13h-14h50 Clafoutis aux fruits de saisons
季節のフルーツのクラフティ

旬のフルーツを使って、温かくても美味
しいフランス風プリンを作りましょう！

参加人数：6名まで
費用：2500yens、
　　  一般の方は3000yens
 　　　　　　(保険、材料費込み) 
対象：2才6ヶ月～未就学児 
小学低学年の方は要相談　
お持ちいただくもの：
エプロン、タオル

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

受講者が選択 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

Bon vayage!!
（旅行会話）

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）

毎週土曜日9h-10h
5週ある月は最終週のレッスンはあ
りません。

Akiko 10000円
テキスト代不要
入会金無料！

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！

車いすの方のご受講可能
その他：仏検対策レッスン、シャンソン、petit Nicolasアトリエ、アトリエデママン等あります！

Les autres ateliers

Atelier enfants

ワークショップ	
�   à AJ-France Lyonの提携語学学校 に

お申し込みの方限定プレゼント！

【France Langue Biarritz】
1976年にパリで創立以来、France Langue（フランスラング）は
世界中100カ国を超える10万人以上もの外国人留学生たちに常
に質の高いフランス語教育を行なっており、フランスの伝統あるフ
ランス語学学校です。フランスラングでは優秀で経験豊かなフラン
ス語教師陣と数ヶ国語を話すフレンドリーなスタッフにより、質の
高いフランス語レッスンを行っております。また、フランスご滞在中
のサポートもあり。

● フランス語＋サーフィンのプログラムの一例
授業料①：462ユーロ／週（1週間～3週間の登録の場合）
授業料②：439ユーロ／週（4週間～7週間の登録の場合）
● レッスン：フランス語20レッスン（45分／1レッスン）
＋1週間に5回のサーフィン（午後・約1時間30分ほど／日）
＊通常、ローシーズンは上記の授業料よりも値下げします。
＊夏以外も語学レッスン＋スポーツのコースへのお申し込みは可
能です。（季節によって、体験が難しいスポーツもあるので、まずは
どのようなスポーツをされたいかを弊社までお知らせ下さい。ご提
案可能なコースをお探し致します！）

せっかく夏にフランスへ行くなら、旅行だけで終わらせず、フランス
語のブラッシュアップをしよう。そして、さらにスポーツ好きには朗
報！語学学校France LangueのBiarritz（ビアリッツ）校では、フ
ランス語レッスン＋スポーツ体験のコースあり。ゴルフや乗馬など、
様々なスポーツ体験が可能ですが、何と言っても＋サーフィンのプ
ログラムがお勧め。（ビアリッツはサーフィンのメッカです。魅力的
なサーフポイントがたくさん！）現地でネイティブの講師からフラン
ス語を学びながら、大好きなスポーツを楽しみませんか？

http://www.aj-france.com/

写真提供：international House
（左ページ参照）

フランス語レッスン＋スポーツ en été



Programme d’été サマープログラム
今年の夏はフランスの短期サマープログラムに参加しよう！
◆ フランス語を学んだことのない方は「ゼロ」からスタート
◆ すでにフランス語を勉強されている方はブラッシュアップ
◆ 未成年の方は夏休みを利用して留学体験

　　今後の目標はなんですか。
　全ての語学において言える事は、本当に奥が深い！という事
です。勉強すればするほどその味が出てくる、という事を毎日の
勉強の中で実感しています。
　フランス語の本に挑戦したり、映画を見たり、音楽を聴いたり
・・・フランス語がもっと私の日常に溶け込む様にというのが私
の目標です。
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　  フランス語を学ぼうと思ったきっかけは？
　最初は本当に単純なきっかけでした。ある時聞いた「Merci」
の発音がとても可愛い！と思いフランス語の勉強をし始めまし
た。また同時期に勤務先で外貨送金をすることになり、外国の
方とコミュニケーションを取る機会が増えたことも、フランス語
の習得意欲を後押ししています。お客様の中にフランス語を喋
る方がいて、今では簡単な会話をするのが楽しみになっていま
す。語学の範囲を広げると目の前の世界も勿論広がってくる。こ
れって本当に素晴らしい事ですよね！

上：世界遺産のひとつ、モンサンミッシェ
ルの前で。
下左、下右：パリの街中。
下中：通っていた語学学校のクラスメイ
トと。

Séjours en FRANCE
フランス留学

　下宿先は２人部屋で、ブラジル人の女の子と一緒でした。私
たちはすぐに友達になり、毎夜、翌日の授業の内容を話したり、
休日はパリ市内を観光したりしました。勿論彼女との会話はフ
ランス語です！ 

　今回はAJに通い始めて1年、滋賀県在住のチケット商業社員ITO Honamiさんへお話をお伺いしました。
ITOさんは２年前からフランス語へ興味を持って以来、独学でフランス語を始めました。その後AJへ通い、更に
は昨年の１１月に念願の語学留学を1ヶ月間経験されました。現在はフランス語技能検定取得の為に奮闘中
です。趣味は一人旅、映画鑑賞、読書、サックス、ピアノ。

　 フランスでのハプニングや、フランス語を学んでいて良か
った事はなんですか。
　 フランスを訪問すること、語学留学をすること、何もかもが初
めてでしたので、とにかくとても不安でした。
　そんな中、印象に残っているのは毎朝クロワッサンを買いに
行っていたパン屋のマダムとの会話です。片言の私のフランス語
をいつも聞いてくれて、パンもサービスでおまけしてくれるとて
も優しい女性でした。フランス語に自信が無かった私に、「心配
ない。なぜなら今、貴方と私はフランス語で喋ってるでしょ？喋
れなかったら貴方にクロワッサンをサービスしてないわ」と励ま
してくれました。とにかく喋ってみる事が、語学力上達への近道
だと実感した大切な思い出のひとつです。

生徒さんインタビュー
interview d’un d’élève

【Alliance Française de Toulouse】
アリアンス・フランセーズは世界136カ国に広がる国際的な学校
です。トゥールーズは、レンガ作りの建物がたくさんあり、「バラ色
の街」とも呼ばれています。トゥールーズ校は、そのような歴史あ
る大都市に1984年に設立されました。フランス語のレッスンは、
コミュニケーションに重点を置いているのが特徴です。

● レベル：入門～上級
● 期間（2014年）：7月7日～18日、7月21日～8月1日、8月4日
　 ～8月14日、8月18日～8月29日
● 料金（フランス語レッスン料）：380ユーロ／2週間＋50ユー
ロ／登録料
＊夏期はたくさんのアクティビティをご準備しています。

【International House】
インターナショナルハウスは南仏の香り漂うリゾート地ニースに
あり、グループレッスンは1クラス最高10人までの少人数制です。
充実した授業内容に加えて、アクティビティやホームステイなど、
様々な面で当校のスタッフがサポートを行っているため、留学経
験がはじめての方にも安心です。

ジュニア夏期プログラム
ホストファミリーに滞在する夏期のプログラムです。ステイ先で
は二人部屋のご利用で、国籍の異なるジュニア同士が１つの部屋
をシェアします。午前中にはニース校でフランス語のレッスンがあ
り、平日の午後、土曜・日曜の終日はモナコやカンヌへの遠足、マ
リンスポーツやシネマ、ショッピングなどの様々な引率付きアクテ
ィビティーをご用意しております。

● レベル：フランス語中級以上（１年以上勉強したことがある方）
● 期間（2014年）：7月6日～8月16日（1週間～6週間）
● 対象年齢：12歳～16歳
● 料金（フランス語レッスン料＋ホームステイ）：
　 675ユーロ／週＋45ユーロ／登録料

【パッケージ内容】
経験豊富な教師によるフランス語の授業 （月曜日～金曜日の
9:00-12:15）、授業に使われる教材費、ホームステイ・二人部屋
の滞在費 （朝食＆夕食付き）、サンドイッチなどの昼食代、資格と
経験のあるリーダーが引率する様々なアクティビティー、各アクテ
ィビティーへの送迎、空港からレジデンスまでの往復の送迎、バ
スやトラム（路面電車）などの交通費

ひとくちmemo : フランスのバカンス
フランスの夏のバカンスは、通常6月頃～9月頃までの間にあります。学生
の場合は通常2ヶ月間、大人の場合は約1ヶ月ほどのバカンスを取ります。
また、フランス語でバカンス中の人のことをvacancier（バカンシエ）と言
います。バカンス中の人に名前がついているのは、バカンスを大切に思っ
ている証拠なのかもしれません。

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

写真提供：international House

詳細infoはAJまで　 http://france-ryugaku.com/



Avec 11 albums à son 
actif en 30 ans de car-
rière, Marc Lavoine est 
une fi gure incontour-
nable de la scène mu-
sicale française.
Depuis sa reconnais-
sance de la part du 
public en 1983, l’inter-

prète du titre «Elle a les yeux revolvers» a réussi à se faire 
une belle place auprès de ses pairs, comme Johnny Halliday, 
Patrick Bruel, Claude Nougaro,...
Parmi ses titres les plus connus, on retiendra ses tubes «J’ai 
tout oublié», «Si tu veux le savoir», ou «Toi, mon amour».
Le natif de Longjumeau (région), né en 1962, s’est destiné 
très jeune au monde du spectacle. À 16 ans, c’est la révélation 
lorsqu’il devient ouvreur à l’Olympia.
En marge de sa carrière de chanteur, il a toujours caressé celle 
d’acteur, avec 23 fi lms à son actif, dont son rôle d’Alex dans 
la trilogie «Le coeur des hommes», que nous vous présentions 
dans notre précédent numéro.

De son vrai nom Paul 
Van Haver, né le 12 
mars 1985 à Bruxel-
les, Stromae est un 
auteur-compositeur-
interprète et produc-
teur belge d’origine 
rwandaise de hip-hop, 
de musique électroni-

que et de chanson française. Stromae eff ectue actuellement 
un grand retour sur le devant de la scène. Sorti cette année, 
son nouvel album intitulé «Racine carrée» connait un très grand 
succès, avec son look très travaillé et ses paroles musicales 
tristes sur musique dansante. A 28 ans, il accumule les récom-
penses (artiste masculin francophone de l’année et chanson 
francophone de l’année avec «Formidable» aux NRJ Music 
Awards), 3 ans après ses vrais débuts avec le titre «Alors on 
danse», n’ayant pas percé au début du millénaire dans le rap.
On le compare aisément de nos jours avec l’un des plus grands 
noms de la chanson française, lui aussi belge, Jacques Brel.
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ナプキンの所有者を区別するために利用されるテーブルアクセサリー。
テーブルコーディネートには欠かせないもののひとつ。象牙や鼈甲、
金、銀その他の金属、また角や竹、貝などで作られるのが一般的で、高
級なものでは、繊細で優雅な模様が入っているものや家紋が彫刻され
ているものがある。最近ではリボンやタッセル、ガラスや
生花で代用したりと素材の幅が広がっている。

『 Rond de serviette』	
�   ナプキンリング

Le rond de serviette sert à garder la serviette de table enroulée. C’est une invention de la 
bourgeoisie française. Il peut y être noté un numéro ou un prénom pour la distinguer de 
celle du voisin.

Jean-Jacquesのちょっとまめ知識

La chanson française, contemporaine
シルヴィ・ヴァルタン、フランスギャル、セルジュ・ゲンズブール、クロード・フランソワだけじゃない！60年代に日本で一世を風靡したフレ
ンチポップスの時代からはや約50年。既に半世紀が過ぎていますが、日本でもまたフレンチポップスブームが起こる予感がしています！
社会派の歌手、ラブソングの名士、アイドル、エキセントリックなアーティストなど、フランスのポップスは今とてもアツイのです。

ー フレンチポップスの今 ー
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“Métro Boulot Dodo” mais toujours courtois !!

プチコ
ラム

　長いバカンスにマイペースな仕事ぶり、、、
なんだかのんきな毎日を過ごしているイメージを持た
れがちなフランス人ですが、パリジャンの普段の生活
は、実はまさに「Métro Boulot Dodo」、仕事と通勤に
追われて一日が終わります。
　東京ほどではないとはいえ、混み合った通勤、帰宅ラ
ッシュ。先を急いでカリカリしている人や疲れが顔に出
てる人も少なくない駅や車内。
　でもそんな中にもフランス人の素敵な部分の一つを
垣間見ることが出来る私の好きな瞬間があります。
それはメトロ出口に良くある重ーい押し開けタイプの
扉のところ。開けた人が後ろの人のために押さえていて
あげる、してもらった人がメルシと笑顔で言う、そしてそ
の後ろの人のために押える、その人がまたメルシ、そし
て振り返って押さえる、、、。
　人が途切れるまで延々と続くこの小さな善意とメル
シの数珠繋ぎ、ささやかなことだけど私の好きなシーン
です。
　このさりげない親切は、建物の入り口やお店のドア、
いろんな所で同じように当たり前のこととして老若男女
問わず皆がやっています。そして皆が必ず「メルシ!」とお
礼。
　他によく目にするのが、乗り物の中で年配者や赤ちゃ

La Minute d’Akane 

article 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。

 

ん連れの人など必要としていそうな人にさっと席を譲っ
たり、ベビーカーにすっと手を伸ばして乗り降りを手伝
ったりする優しさです。
　さらっとなんでもないことのように声をかけたり手を
貸す人、そして笑顔で返ってくるメルシ。パリの人に対し
て冷たい印象を持つ人も多いけれど、実はさりげなく優
しいパリジャンたち。
　慌しい生活の中でもこういった行動をさっと出来る
のはフランス人の素敵なところだと思います。そしてこ
ういったやりとりが生活の至る所で見られるから、また
当たり前のこととして皆が自然に出来るという好循環な
のでしょうね。
　そんなシーンを見かけるたびに心がほっこりとする
Métro Boulot Dodoのパリ生活です。

Stromae, le renouveau de la chanson française Marc Lavoine, une valeur sûre

http://stromae.net
http://marclavoine.artiste.universalmusic.fr

PARIS

パリ在住のAkaneが、フランスの何気ない日常を

ご紹介。フランスのニュース、パリのおすす

め観光スポットなどをお届けします。
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Monsieur KIKUCHI Naoto
留学先 : エクスアンプロヴァンス（フランス南部）
期間  : 2012年10月～2013年3月
ビザ : 研究者ビザ、研究者の同行家族ビザ
研修準備期間  ：約6か月 ／ 合計費用  ：内訳はページ下

今回は研究者ビザで半年間、南仏に滞在されたKIKUCHIさ
んをご紹介します。奥様も同行家族ビザを取得され、
KIKUCHIさんの留学へ同行しました。

< En direct d’Aix-en-Provence >

【KIKUCHIさんの留学費用の内訳】
住居費：月約12万円
現地生活費：月20万円程度
航空券：往復40万（二人）
保険料：20万円
合計費用：250万円程度

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

　長期研修の機会を得ることが決定した時、滞在先とし
て真っ先に思いついたのが、エクスアンプロヴァンス（以
下エクス）でした。初の海外旅行で訪れた場所だったこと
もあるのでしょうが、南仏のおだやかな景色と人々の記
憶が、十数年たっても強く印象に残っていました。「ここの
大学に、いつか留学できたらいいね」と、その時、妻と話し
ていたことが思い出されます。 滞在先をエクスに決定し
た後は、研修先の大学教授を紹介して頂き、大学と県か
ら受入許可証を得るためメールのやり取りをして…etc（
いろいろありましたが略します）。無事にビザを入手、フ
ランスに入国することができました。
　エクスは地中海にも程近いフランス南部に位置し、気
候は年間を通じて非常に暖かです。私達が到着したのは
9月末、すでに肌寒かったパリと違い、コートはまだまだ
必要ないくらい温暖でした。
　とても強く輝く太陽が印象的なこの街は、フランスでも
観光地として有名で、旧市街はいつも多くの人賑わってい
ます。古くはローマ帝国の属州（プロバンス）として栄え、
現在は学術・芸術の都として有名です。 かのセザンヌも、
ここエクスで生まれ育ち、私がお世話になった大学を卒
業しました。
　エクスでの生活は、概ね快適でした。南国育ちの私に
とって、冬でも温暖な気候が本当に助かりました。それか
ら、人々が本当に大変親切にしてくれたこと。これは前回
訪れた時にも感じていたのですが、異国で暮らすにあた
り、人々がとても優しく接してくれるということは何事に

も代えがたいと思いました。もちろん、いろんな人がいま
すし、機嫌の悪い時には機嫌の悪い顔を表現する自由が
あるお国柄です。文化の違いに驚くこともありましたが、
だんだん慣れたような気がします。あとは、何と言っても
食べ物が美味しいこと。ワインにパンにチーズに肉！これ
らを口にすることができないのが、帰国して一番つらいこ
とかもしれません。
　海外滞在につきものの苦労話ですが、まずは、物がよく
壊れること。備え付けの家電は一通り壊れました。最初に
洗濯機が壊れたとき、修理費用がどれくらいか心配しな
がら、おそるおそる大家さんに連絡しましたが、慣れた調
子で修理屋さんを手配してくれました。どうやらよくある
様子です。修理費用もたいしたことなく一安心しました。
ミネラルが豊富な水質なので、水回りの家電は総じて寿
命が短いようです。
　「大変だ、大変だ！」と思ったことにも「フランスらしい
ね」と慣れ始めた頃に、帰国が迫ってきました。大家さん、
大学関係の方々、ケーキ屋さんのマダムにコインランドリ
ーのご主人まで、短い間でしたが親切にしてくれた人々と
の別れはとても名残惜しいものでした。初めての海外で
の長期滞在で、余裕もなく、まさに夫婦で懸命に生き抜い
た感があったのですが、今となっては、不思議と良い思い
出しか残っていないような気がします。今回のような長期
滞在は難しいかもしれませんが、いずれまた、エクスに行
くつもりです。

エクスアンプロヴァンスからのルポルタージュ

-15-

La confiture de tomate verte

Ingrédients : 
◆ 1 kg de tomates vertes
◆ 2 citrons non traités
◆ 700g ~1000g  de sucre cristallisé 

1- Lavez et essuyez les tomates, ôtez leur pédoncule et 
coupez-les en tranches ou en petits quartiers.

2- Lavez et essuyez les citrons, coupez-les en rondelles 
fi nes.

3- Disposez une couche 
de morceaux de tomates 
dans une terrine, poudrez 
de sucre et ajoutez quel-
ques tranches de citron. 
Recommencez en alternant 
les couches jusqu’à épui-
sement des ingrédients, en 
terminant par une couche 
de sucre.
4- Couvrez avec un linge 

propre et faites macérer 24

propre et faites macérer 24 heures dans un endroit frais 
et bien sec, en retournant plusieurs fois les éléments avec 
une cuillère en bois.
5- Versez le contenu de la terrine dans une bassine à confi -
ture et portez à ébullition à feu doux, puis laissez cuire en 
remuant souvent pendant 2 heures environ le sirop doit 
être «à la nappe» sans être brun.
6- Ébouillantez des pots et retournez-les sur un linge pro-
pre.

7- Versez la confi ture dans les pots.

コンフィチュールという言葉が注目されはじめ、専門店などが話題を呼んでいます。
このコンフィチュールとジャムは、一般的には混同して使われていますが、実はそうではありません。

英語のジャムの語源は、ぎっしりと押し込むむ状態、押し合ったり滞っている状態を示す言葉です。一方、フランス語のコンフィチュールとは、砂糖や酢、
油などに漬けたという意味のコンフィットと同じ仲間で、保存目的から生まれた言葉です。

パンに塗るにはジャムがいいし、ヨーグルトにかけるにはコンフィチュールがいいということになります。商品名としてどちらを採用する？
コンフィチュールにおしゃれなイメージや目新しさがあるのは、人間の心理を突く言葉の流行というものなのでしょうね。

propre et faites macérer 24

レシピ・ア・ラ・モード ： En vogue - recettes remise à jour

traiter
ôter
pédoncule
couper
ajouter
couvrir

混ぜる
取り除く
（果物の）柄
切る
加える
覆う

macérer 
cuillère
verser
sucre
citron
laisser

漬ける
スプーン
注ぐ
さとう
レモン
取っておく

*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/conf-tomateverte.html



(fromage)

p4とp5の記事は、フレンチインノルマンディーの
協力により作成しています。
26 Rue Valmont de Bomare, 
76100 Rouen
02 35 72 08 63

http://www.frenchinnormandy.com

冒険倶楽部	
�   

有限会社PAOプラス

〒566-0031

大阪府摂津市昭和園7-12-515

TEL＆FAX	
�   	
�   072-637-3850

MAIL	
�    	
�   	
�   info@paoplus.com

www.paoplus.com

大阪府知事登録旅行業第3-2401号

登山、ハイキング、アウトドアの企画を得意とする旅行会社です。　手軽に始められるアジアの海外登山から

ヨーロッパアルプス、聖地巡礼の旅まで国内・海外問わずお気軽にご相談ください！

旅に出
よう！

PAOプ
ラスは

こだわ
りプラス
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Fromage au lait de vache, il est 
produit en Haute-Normandie 
dont la forme est souvent en 
coeur, sans doute le plus ancien 
des fromages normands. Il était 
probablement déjà fabriqué au 
VIe siècle et attesté offi  cielle-
ment. Sous la croûte fl eurie on 
trouve une pâte lisse et moel-
leuse. Ideal accompagné d’un 
vin rouge charpenté.

ノルマンディー地方で最も古いチー
ズと言われている。

毎年10月末から１１月末頃まで、ルーアンのセーヌ川沿いには、Foire 
Saint-Romain という大規模な移動遊園地が来る。
子供向けの物から、大きな観覧車、お化け屋敷、ジェットコースターやかなり
スピードのある絶叫系の乗り物がぎっしりと並び、とても数日で組み立てら
れたとは思ないほどの規模だ。食べ物もたくさんあり、りんご飴、クレープ、ベ
ニエなどの屋台から甘い香りがする。中には子ブタを丸焼きにするレストラ
ンもあり、お店の前では筋肉もりもりのムッシューが、とんかちと大きなノコ
ギリでお肉を切り分けてくれるのも醍醐味だ。
冬は日が短く、寒くて夜が長いルーアン、待ち遠しいノエルまでの間はこの
移動遊園地が街を賑やかにしてくれる。

pommeau（カルヴァドスのリンゴ
ジュース割り）はぜひ試してみたい。

街全体が芸術と讃えられる
Rouenはジャンヌ・ダルクだけ
でなく、実はリンゴも有名。リ
ンゴ街道と呼ばれる道がある
ほど。リンゴで作った炭酸のお
酒シードルやカルヴァドスな
ど、お酒の名産地としても知ら
れている。ほかにも 、リンゴの
お菓子が沢山店に並ぶ。

ゴシック様式の鐘楼とルネッサ
ンス様式のアーチ、古典様式の
噴水が組み合わされた大時計
は、街の最初の鐘を設置するた
めに作 られたのだそう。メカニ
ズムは14世紀から1928年ま
で動いていたヨーロッパで最
も古いものの一つだ。
ルーアンにはその他、サン・マク
ルー教会やサン・トゥーアン教
会などゴシック様式の宗教建
築が数多く残されている。

N’oublions pas le cidre (jus de 
pomme), le calvados (alcool de 
pomme à 50°) et enfi n le pom-
meau (2/3 de jus de pomme 
et 1/3 de calvados, 16 à 18°). 
Lors de cérémonies, les nor-
mands boivent en milieu de long 
repas un petit verre de calva-
dos. Cette tradition s’appelle le 
«trou normand». Cela permet 
de digérer ce que l’on vient de 
déguster et de redonner de 
l’appétit pour la suite du repas. 
Actuellement, le trou normand 
est remplacé par un sorbet à la 
pomme arrosé de calvados.

Frédéric BISSON

靴作りは小さな建築
ずっとドキドキわくわくできる、
こんな面白い仕事はない

夢のフランス生活を追い求めて
靴をはじめ、バッグやアクセサリーを扱うフランスの会社へ就職
し、連日連夜、仕事三昧の日々でフランス生活のスタートを切る。
労働許可証が取れず、やむなく学生ビザで滞在し、学校へ通いな
がら展示会の準備に追われる毎日を過ごした。
モリス・アルノーとの出逢い
この先どうしようかと悩んでいる時、たまたま友人づてにモリス
を紹介され、彼の元で修行することに。それまで勤めていた仕事
を辞め、2年間屋根裏に住みながら毎日彼の元に通った。職人気
質で一人暮らしの彼の家の掃除やご飯の手伝いをしながら、彼
の技術を必死に習得した。彼は戦中、家の下を掘って12人のユダ
ヤ人を匿った程、人情溢れる人だ。出逢った時は既に92歳だった
が死ぬまで現役を貫いた。この人が生きているうちに結果を出し
たかったと当時を思い出す彼女は語る。
オーダーメイドの靴は木型職人が作った木型を元に製作するた
め1～2ヶ月かかり、手で作るものと工場のものとは全く違う。そ
んな靴作りの楽しさを彼から学んだ。
会社設立へ
モリスの元で製作していた靴がかなり溜まってきていた。そんな
時、パリコレ時期に行われる展示会のスペースが2週間前に空き
が出たので、出してみないか、という話が来た。世界中から集まる
プロの人たちに、自分の作った靴を見てもらおうという軽い気持
ちでやってみた。ところが、販売目的で展示していた訳ではないの
に注文が100足単位で入ってしまった。材料の仕入れ、お金の計
算などもやったことがなくてまさに右往左往してしまう。何を工
場へ頼むのか、何を買わなきゃいけないのか、なんて考えた事が
なかった。予期せぬ展開に、パニックで眠れない日が続く。

パリの3区にある小さなパッサージュ、 職人たちが軒を連
ねるPassage Moliereの片隅にあるオーダーメイドの靴屋
さん「Tamano Paris（たまのパリ）」。たったひとりで粛 と々
靴作りに人生を捧げるたまのさん。2006年にアトリエ兼シ
ョップをOPENするまでの波瀾万丈のストーリー。

  ” “
#07

靴作りに没頭する日々
大量の注文が入ったのは良いが、学生の身分でフランスに滞在し
ていたため販売ができないと気づき、県庁へ会社設立の手続き
に走る。寝る間も惜しんで靴を作り続け、大きな仕事も幾度となく
こなした。ヨーロッパの通貨がユーロになったころは大手企業に
騙され、人に騙され、一文無しになった時期もあった。モリスやま
わりから、デザイナーなんてレモンの絞り器のようなもの。絞りき
ったら搾りかすも何もかもポイ、新しいレモンを手にするだけ。と
言われた言葉が今も心に染みる。
フランスに私がいる意味
バスクを旅行した時、エスパドリーユを見つける。靴底と布を縫い
合わせただけのシンプルな靴、バスクのおばあちゃんが布と靴底
を内職として縢（かが）った人々の手を通してできる靴はなんて素
晴らしいのかとショックを受ける。
自分でもできないだろうかと、アフリカの大柄でカラフルな布地
や、シックな和柄を採用して、多人種が混在するパリに馴染むエ
スパドリーユを目指す。もちろん布と靴底を縢（かが）るのはバス
クのおばあちゃんだ。
日本のデパートのバイヤーが店まで来て何となく始まった卸も、
今はデパートだけでなく、有名ブランドへもするようになったり、
彼女のホームページを見たフランス国外の方からの注文も多い。
フランスが嫌になりイタリアにいた頃もあったが、縁あって再び
パリにいる。8歳になる子供が学校から帰ってきたら手伝ってくれ
るが、いまも当時と変わらず朝8h30-夜20h頃まで働いている。
オーダーメイドの靴はもちろん素敵だと思う。だけど、エスパドリ
ーユのような、シンプルなものがあっても良いと思う。と彼女は語
る。そんな彼女は、今年も例年通り日本で展示会を行う予定だ。
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Rouen ルーアン

フランス北西部に位置するノルマン
ディー地方の古都、ルーアン。ローマ
時代からの長い歴史が今もなお残っ
ている。パリのサンラザール駅から
特急で1時間10分、各駅停車で1時
間30分の場所にあり、日帰りで観光
できる。大きな荷物がないのであれ
ば、徒歩OK。古い建物が残る地区や
ジャンヌ・ダルクゆかりの地の散策
が楽しい。英仏海峡へと注ぐセーヌ河は「緑の

肺」と呼ばれている。

La ville est divisée en deux par la Seine, la rive droite et la rive 
gauche. Le centre de la ville se situe sur la rive droite où il y a 
des maisons traditionnelles normandes qui s’appellent “ le co-
lombage”, la belle Cathédrale, un grand marché où se vendent 
de bon produits de Normandie, et beaucoup de magasins, cafés, 
restaurants etc.

ルーアンの街は、セーヌ河を挟んで右岸と左岸の二つに大きく分けられる。
街の中心は、右岸に集中しており、中心街にはノルマンディー伝統の木骨組
の家々が立ち並び、美しいカテドラル、ノルマンディーの特産物が並ぶマル
シェ、お店やカフェ、レストランがぎっしりと並ぶ。ルーアン美術館（Musée 
des Beaux-Arts de Rouen）も見逃せない名所のひとつだ。

ルーアン大聖堂は、フランス・ゴシ
ック最高建築のひとつで、12世紀
に工事がはじまり16世紀に完成し
た。火災や戦争で絶え間なく修復さ
れたという歴史がある。印象派を代
表する画家モネが幾度となく描い
たことでも有名。尖塔は151メート
ルの高さがあり、フランスで一番高
い。昨年はライトアップや光の催し
をしたりと新しい試みや、コンサー
ト、クリスマス市などの行事が行わ
れている。観光客だけでなく、住民
の集いの場として、現在もその風格
が衰えることなく活躍している。

フランス雑貨の店アンティークフランス
http://antiquefrance.jp/

Tamano Paris
ADRESSE
157 rue Saint Martin 18 Passage 
Moliere 75003 Paris
TEL / FAX 01 42 78 09 53
MAIL  info@tamano-paris.com

カフェ大国、フランス。
パリ在住8年の友人に連れられ訪れたカフェラボラトリー。
パリでも最近注目されるドリップコーヒーが飲めるカフェだ
（エスプレッソこそがカフェだと言い切るパリジャンにも革
命が！）。店内に入るなりコーヒーの香りが立ちこめ、コーヒ
ー好きにはたまらない。店内奥にあるプロ向けコーヒ豆焙
煎所をメインに運営しており、カフェはサイドビジネス感覚
で始めたのだとか。洗練されたインテリアで統一されてい
るロフト風店内は、とてもシャープで一瞬ここはパリだとい
うことを忘れてしまうほど。時折アマチュア向けのセミナー
を開いているそう。テイクアウトもOKだ。

Café Lomi
3ter rue Marcadet 

75018 PARIS

Ouvert du

mercredi au dimanche

de 10h à 19h

info@cafelomi.com

+ 33 9 51 27 46 31

http://www.cafelomi.com/

un café original
lomi café

Le-Jou
rnal

 編集スタッフの

ちょっと
一息

      pause caféちょっと
一息

      

◆　4月18~20日 à 東京
表参道ギャラリーファンナーン
◆ 　4月25~27日 à 東京
恵比寿ギャラリー山小屋
◆ 　5月初頃 à 大阪、阪急百貨店
シューズフェアに出展予定
詳しくはサイトでご確認ください。
www.tamano-paris.com

展覧会スケジュール
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ルーアン

ボンジュール、フランス。
パリから１３０ｋｍほど離れたセーヌ川の下流域に位置する大きな都市、ルーアン。ジャンヌ・ダルクが火刑に処された街としても有名
な街だ。わずか17歳の少女ジャンヌ・ダルクは最後の地、ここルーアンで一体何を思ったのか。神がかった少女、奇跡の少女の悲しい最
後を遂げた物語は、日本人の心にも残るセンセーショナルな歴史の1ページでもあるが、ここルーアンでは現在進行形のものとして今
もなお息吹いている。ジャンヌ・ダルクと共に生きている。
モネが何度も描いたルーアン大聖堂をはじめ、こじんまりとした旧市街や石畳がとっても印象的だし、路地に立ち並ぶいまにも潰れて
しまいそうな民家も、街を作り上げる欠かせないものの一部として成している。ビュー・マルシェ広場にあるジャンヌ・ダルク教会は、彼
女が火刑になった時の「炎」をイメージして造られた屋根が圧倒的な存在で、訪れる人を迎える。
ー彼女は幸せだったのか、不幸だったのかー。訪れるなら、1日ぐらいたっぷり時間をかけて対話するのも良いかもしれない。

Rouen est une ville de Haute-Normandie située au nord-ouest de Paris. Elle est traversée par la 
Seine, ce qui en a fait une importante ville marchande durant le Moyen-Age. Capitale des ducs de 
Normandie, elle a été le lieu de luttes contre les vikings, les anglais ou même les rois de France. De 
nombreux bâtiments témoignent de l’histoire riche de la ville. Le plus fameux étant la cathédrale No-
tre-Dame (de Rouen, pas de Paris), chef d’oeuvre d’architecture gothique. Le peintre Claude Monet 
fera une célèbre série de tableaux représentant la façade de la cathédrale à différents moments de 
la journée.

Rouen

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

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

パリの地図といえばコレ。滞在者だけでな
く、観光客にもお勧めの1冊。区ごとに細か
く表示されているため、これさえ持っていれ
ば迷うことはない（道の名前や番地も書い
てある）。Taxiの連絡先、各公的施設の名称
と道の名称リストやMETRO/BUSの路線
図、vélibの設置ポイントなどもついている
ので、行動範囲に悩むこと無し。お気に入り
のショップやスポットを地図に直接書き込
んで、自分だけの地図に仕上げよう。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格 ： 1,439円(内税)
Les gouttes de Dieu　ー 神の雫 ー

Le français, ce n’est pas uniquement cours, 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 !!!

en francais c’est plus sympa !“   ” 
原作：亜樹直、作画：オキモト・シュウによる
日本のマンガ作品。ワインを巡って展開され
るストーリーが、世界のワイン業界へ多大
な影響を与えている。ワインを多くの人へア
ピールしたとして、フランスでも数多くの賞
を受賞した経歴がある。ビンテージワインの
価格が高騰したことも。ワイン初心者でも分
かりやすい表現が多く、フランス語だけでな
くワインを勉強したい人へもお勧め。

Paris pratique par arrondissement
販売価格 ： 840円(内税)

フラン
ス

気分を味わおう♪

お土産にも

ピッタ
リ！

プチプライスでフランス気分！ シリーズ 砂糖＆塩編

1

2

4

フランスの有名な塩と砂糖をご紹介！
原料そのままで製造されているものは自然の味を堪能できます。
風味豊かな塩と砂糖が、フランスの広大な大地と青々とした海を
想像させてくれます。塩や砂糖は贈る人を選ばず、便利なお土産
ですね。

1. Le Paludier de Guérande
ゲランドの塩
フランス西海岸ブルターニュ地方
の塩田で、機械をほとんど使わずに
伝統的手法を用い、paludier(塩職
人)の手により生産されている。
http://www.lepaludier.com/fr

2. Le Saunier de Camargue,
fl eur de sel　カマルグの塩
フランス国内でも有名な自然海塩の
ひとつ。精製せずとも真っ白な結晶
が特徴。
http://www.saunierdecamargue.fr/

3. Tereos, La perruche
フランス最大の砂糖メーカー、テレオ
ス社のperrucheシリーズ。個包装さ
れているものもあって衛生的にも◎
http://www.beghin-say.fr/fr.html

4. CAN À SUC　カナスック
デザインシュガーとして有名。テーブ
ルを華やかにしてくれる注目のアイテ
ム。フランス語でさとうきびの事を「
canne à sucre」と言うので覚えや
すいですね。
http://www.canasuc.com/

5. Saint Louis Sucre
庶民的な砂糖のひとつ。朝、カフェオ
レボウルの隣にどーんと置かれてい
たり、フランスマダムがお菓子作りに
も遠慮なくどっさり使います。
http://www.saintlouis-sucre.com/fr/5

3
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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
翻訳を運営する会社が作成し
ています。このフリーペーパー
がすべてのフランス好きの方
へ届きますように・・・

【制作・発行】株式会社AJ-FRANCE
〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1
【TEL】 075-703-0115
【E-Mail】 ecole@aj-france.com
【企画・構成・編集】　稲地 星良 
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‘‘La confiture de tomate verte’’
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11 フランス語教室案内
NOUVEAU!!	 「月に1度のワインレッスン」
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おすすめ！フランス語学習ツール
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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ecole@aj-france.com
075-703-0115
AJ-Franceまで 

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

«Le multilinguisme est une force et une chance pour l’humanité. Il 
incarne notre diversité culturelle, il encourage le brassage des points 
de vue, le renouvellement des idées, l’élargissement de nos imaginai-
res.» Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO
フランス語に触れたのは16歳になったばかりの頃だった。その頃はマルチリン
ガストなんて想像もできなかったし、バイリンガルですらその言葉を認識した
ばかりだった。様々な国の人とコミュニケーションが取れるから語学を勉強し
ようと誰もが言う。
あの頃から15年たった今もバイリンガルには程遠いけど、私は私のペースで自
分を知り、日本を知り、フランスを知りたいと考えている。(S）SOMMAIRE

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 l’esprit Papier d’Arménie...

シェソア
フランス菓子教室

手づくりケーキのお店を開きたい、
お菓子教室をしてみたい、

シェソアはそんなあなたの夢を応援します。

検索成城シェソア

４日間で学べる
短期集中のコースです

http://www.geocities.jp/seijochezsoi

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。）

17

7 La Minute d’Akane 8 スポーツ留学案内
イベント情報 - フランス留学への第一歩：ワークショップ
語学学校Infl exyonより「Le Journal」読者様へのお得な特典10 フランス生活のプチカルネ

13 interview d’un d’élève 生徒さんインタビュー

対談シリーズ #07「Tamano Paris」 à Paris

Le-Journal編集スタッフのちょっと一息 pause café
un café original «lomi café»
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中京区　 Grenier d’or
         　bouchon
            Chez Luc
            CAFE PULPO
         　mechant Loup
            kolme kyoto
         　Café kosci
         　A table
　　　　チャコット 京都店 
　　　　Café independant  
　　　　ラジオカフェ株式会社 
         　京都芸術センター
         　有限会社クラフトボックス
            フレンチキュイジーヌ　ティアレ
            和雑貨 鈴木松風堂
            シナモ
　　　　Coff ee&Pancakesサラサ押小路
            さらさ3 
　　　　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
　　　　 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
　　　　cafe Green
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

      
 

◯大阪府 
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
　　　　 デスティネ
淀川区　  十三シアターセブン
西区   　  CHARKHA*チャルカ 
　　　　 arc sept
　　　　 エスモード大阪(ファッションの学校)
               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
◯兵庫県
神戸市
灘区　　　神戸大学国際コミュニケーションセンター
中央区　  Café de paris
             ル・コルドン・ブルー・パリ(株)
　　　    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
　　　　　Café du SOLEIL
◯北海道
札幌市　   石の蔵はやし
函館市　   学校法人 野又学園 函館自動車学校
◯青森県
弘前市　   弘前大学フランス語部会
◯宮城県
仙台市　   東北大学
◯東京都 
渋谷区       エスモード東京(ファッションの学校) 

◯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
◯岡山県
岡山市　　 山陽学園大学
　　　　  岡山大学文学部フランス語教室 
◯広島県
福山市　　福山大学　学務部国際交流課              
東広島市   広島大学　総合科学部
◯徳島県
徳島市      原田ゆりえバレエ研究所
◯福岡県
北九州市　フラワーサロン・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）
◯宮崎県
宮崎市　   宮崎大学　教育文化学部
◯鹿児島県
鹿児島市　鹿児島大学法文学部
◯沖縄県
那覇市　   decco

◯京都府
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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月～土：10h-21h
日：10h～17h
祝日開校
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Normandie,
 au coeur de l’histoire 

de France

ボンジュール、フランス。

A découvrir !
offre speciale des  
écoles pour nos 

lecteurs
読者だけの留学特典！

              LeCordonBleu Japan Tokyo
千代田区    欧明社
世田谷区    Zanny
              株式会社studio y
　　　　  シェソア フランス菓子教室
目黒区       ベロボディア インペリアル アーツバレエ目黒
　　　　　 ブーランジェリー　ロラソ               
中央区       エポーレ　カルチャースクール
小平市 　   プチミュゼ
吉祥寺 　   アリオーン・エコール・ドゥ・バレエ吉祥寺校
府中市　    kiki driving school ★
武蔵野市　 亜細亜大学法学部上田研究室
◯神奈川県
横浜市　　 トラベルイノベーションジャパン
川崎市      バレエ ノイ フューレ
厚木市      Ivy Ballet
◯新潟県
新潟市　   夢シネマ株式会社
　　　　　　　　　十日町シネマパラダイス
                プチデジュパン
◯富山県
富山市       和田朝子舞踊研究所
◯福井県
福井市　　レストランジャルダン
◯山梨県
甲府市　   DOux CAFE
◯長野県
松本市　　ビストロ・ブランシェ
　　　　　◯岐阜県
関市         ワインショップアミ
◯静岡県
静岡市　  Grenoble
◯愛知県
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
豊田市　　 愛知工業大学 基礎教育センター
新城市　　 アトリエ　レ・フェ

◆　地下鉄烏丸線　北山駅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
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