
【京都府】
●京都市
＜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 ★
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?
CIRCUS COFFEE
Charme kitayama
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 Bleu
大谷大学グローバルスクエア
＜左京区＞
京都府立大学
くみこアレルギークリニック ★
INOBUN 北山店
Evantail
La muse　　　　
太陽カフェ
Alsace
Ma cantine
Farafel garden
猫町カフェ
ガケ書房
恵文社一乗寺店
ノートルダム女子大学
京都造形芸術大学
細見美術館
ガーデンミュージアム比叡
パン工房RK
printz
よしだデンタルクリニック
LINDEN BAUM
Be-baba
la voiture
カフェ日杳
京都大学大学院文学研究科
（フランス語学フランス文学研究室）
montique
ヒネナハウタヒチアンダンススクール
川勝小児科内科医院
＜中京区＞
osteria bastille ★
ビストロ ハル ★
ビストロボンモルソー ★
Mari Gold ★
うさぎのアトリエ 
ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★
風呂敷専門店 京都唐草屋 ★
comme chez michel
Café salon 烏丸店
beau bel belle
京都文具屋
Grenier d’or
bouchon
Chez Luc
         

＜西区＞
兵庫県立大学
●明石市
モンテメールバレエ
●西宮市
Café du SOLEIL
●福知山市
petite clochette プティクロ
【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) 
LeCordonBleu Japan Tokyo
Café Dubois
＜新宿区＞
早稲田大学 フランス語フランス文学コース
LUGDUNUM Bouchon Lyonnais
＜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
＜港区＞
21コミュニティ
●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
ブラッスリーアムール
●厚木市
Ivy Ballet
●川崎市
バレエ ノイ フューレ
●藤沢市
Cafe&bar CALLS
【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
【長野県】
●松本市
ビストロ・ブランシェ
●北佐久郡
ブラッスリー　シュエット 　　
●東御市
アトリエ・ド・フロマージュ

【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
パン工房モグモグ
【大阪府】 
●大阪市
＜北区＞
テアトル梅田
スピリットヨガ
国立国際美術館
雑貨店カナリア
graf
JAMPOT
Guignol
デスティネ
＜淀川区＞
十三シアターセブン
＜西区＞
CHARKHA*チャルカ 
arc sept
エスモード大阪 (ファッションの学校)
AVALON
カフェモード
OMIYAGE
北堀江CHARBON
＜中央区＞
アロマカルチャースクール大阪 ★
プリデリグラフィックラボ
クレープリーアルション
CAFE BIGOUDENE
cafe and bar Sole de Mare 　
＜浪速区＞
cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨
＜阿倍野区＞
辻調グループフランス校事務局
＜港区＞
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）
＜東淀川区＞
ケーキテラスカレン
●茨木市
salon de the JAMIN
Studio Ko*a
●高槻市
STERAカフェ
●富田林市
オレンジ カウンティＣafe
●豊中市
アエレカフェ
MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室
●東大阪市
icomadesign ＋ comacafe
●枚方市
La lumière douce
●箕面市
meeno
アンティークショップantique arles
ノイカフェ千里店
Cafe EZE
ポパンクールカフェ
●堺市
restaurant café ROUTE26
café et bar Que sera sera
●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)
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
ブラッセリー・ラルドワーズ

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 
さらさ花遊小路
椿姫（町家サロン）
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
雨林舎
レティシア書房
cafe Cherish
＜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
フレンチ食堂 nico
Crêperie Oruhakoshito Café
＜上京区＞
Café Frosch
Bon Bon Cafe
アクエリエル京都 ★
同志社大学今出川キャンパス
Cafe1001
1.2.3 Un.Deux.Trois
cofuq’ue
只本屋
＜南区＞
みなみ会館  
<西京区>
雑貨店おやつ
京都市立芸術大学
＜東山区＞
Le pique-assiette
cafe Green
<伏見区>
くいな橋しばたデンタルクリニック
Tea&Life
●京田辺市
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
●八幡市
Cafe et dessert Gorille
【奈良県】
●奈良市
Mardi Mardi
絵本とコーヒーのパビリオン
和モダンキッチン Nico Style
●生駒市
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

LE JOURNAL 配布リスト 【山梨県　甲府市】
DOux CAFE
【静岡県】
●静岡市
Grenoble
●浜松市
Viloet
【愛知県】
●名古屋市
<中区＞
猿cafe 栄店
salon & D＋design associates
SEANT
名古屋コミュニケーションアート専門学校
pâtisserie AZUR
PEU・CONNU
Vin nature Mazenta
ワールドバリュー・ツアーズ
＜千種区＞
覚王山のチーズ屋さん メルクル
kususu
名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室 
fi ka.
Book Gallery トムの庭
Mirabelle
metsä
Le Plaisir du pain
roomoon
<瑞穂区＞
名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
<緑区>
わいん商アン・ベロ
●長久手市
愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻
●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
【岐阜県　関市】
ワインショップアミ
【三重県】
●四日市市
HOLY HOUSE STUDIO&CAFE
●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・SCHOOLSUKUSUKU
【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

敬称略・順不同　★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

フリーペーパーをあなたのお店、学校などで
配布・設置しませんか？完全無料でお届けします！

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

■特集 Saint-Malo！ 
■新アトリエ - フランス語楽々発音アトリエ  
■レシピ・ア・ラ・モード “Far Breton aux pommes”

¥0
gratuit!

ボンジュール、フランス。
海賊が栄えた街、サンマロ

Saint-Malo,
l’ancienne cité corsaire

◆京都市営地下鉄烏丸線北山駅
4番出口より徒歩5分
◆無料駐車場あり

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

�
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〒603-8054 
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU
フランス語教室
☎: 075-703-0115
HP: www.aj-france.com
Mail: ecole@aj-france.com
facebook.com/AJFrance
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«Plus le visage est sérieux, plus le sourire est beau.»
 顔が真剣であればあるほど、その微笑みは美しい。      
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3 特集
海賊が栄えた街、Saint-Malo
Reportage 「２度目の渡仏、オートクチュールの本場パリへ」

フランス語教室案内 「楽々発音アトリエ」
　　　　　　　　「DELF/DALFの傾向を知ろう」
イベント情報 「Fête de Noël クリスマスパーティー」
アトリエ情報 「ちびっこシェフアトリエ」「お菓子・料理アトリエ」

おすすめ！フランス語学習ツール

N°31 PARCE QUE
VOUS AIMEZ LA FRANCE

お申し込みは

SOMMAIRE

J’aime la France 「アーティストKATO・MIKI」

留学案内 「おけいこ留学-マナーレッスン」
提携語学学校より Le Journal読者へのお得な留学特典

Rencontre 
　　「Orianne Sophie Kukukita」

 Interview d’un élève 私とフランス語 「Setsu」

プチコラム 「日本人の夢の国、モンサンミッシェル」
 編集スタッフのちょっと一息 pause café
        「La Bretagne à Paris パリで出会えるブルターニュの味」
Un jour comme les autres à Paris - パリひとこま劇場

http://france-inet.com/

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

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。

7

お申し込みは　　「Orianne Sophie Kukukita」
������
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！ ecole@aj-france.com

AJ-Franceまで

Un Pastis off ert a tous les Francophones !

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】　仙石 夕子
【留学記事担当】　　坂 眞理子
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フランス生活のプチカルネ 
     「プロフェッション・アンデパンダン・リベラル・ビザ」 
Recette「りんごのファーブルトン」

 顔が真剣であればあるほど、その微笑みは美しい。     
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ボンジュール、フランス。
イギリス海峡に面した港町サンマロ。城壁に囲まれ、石造りの建物が並ぶ旧市街は、まるで中世に迷い込んだかのような錯覚に
陥る。現在は遊歩道となっている城壁の上をのんびり散歩しながら、海賊が活躍した古き良き時代に想いを馳せてみよう。

Fière sur son rocher en bord de mer, protégée derrière ses hauts remparts, Saint-Malo est une petite merveille 
d’histoire et d’architecture. En se promenant dans la vieille cité, on respire comme une odeur d’aventure et 
de batailles navales. Son port est le plus grand de la région, et chaque année elle attire beaucoup de touristes, 
notamment pendant ses festivals musicaux.

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。

こちらでご紹介した学習ツールは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪

����4����1,/� �

「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♪

いにしえの都京都に住む１２人のポ
ートレートで構成された本書。元芸
妓さんやフランス語講師、料理人、庭
師、日本人、フランス人、フランコフォ
ニーなど京都を愛する１２人のその
道のエキスパートたちによる、おすす
めのお店や場所など、京都人ならで
はの隠れ家的なスポットを紹介して
います。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格： 2,938円(内税)

en francais c’est plus sympa !

Le français, ce n’est pas uniquement cours, devoirs, gram-
maire 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 cuisinant 
et enrichissez votre vocabulaire français !!!

日本の四季折々の行事について書
かれた本。お正月、節分、ひな祭りそ
れにまつわるお料理の作り方や、お
りがみ遊び、実際に遊べる福笑い、
などが紹介されています。私たち日
本人すら忘れているかもしれない、
日本の文化。フランスからみた日本、
この本で感じてみませんか？

Portraits de Kyôto (Rafaële Brillaud)
販売価格 ： 3,283円(内税)

Les fêtes japonaises (Madame Mo)

SAINT-MALO
サンマロ

〒102-0071
東京都千代田区富士見2-3-4
TEL: 03-3262-7276（代)
E-Mail: info@omeisha.com
HP: www.omeisha.com

Saint-Malo

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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Qu’est ce que c’est ?�これなんですか？

Jean-Jacquesのちょっとまめ知識

�Baratte������ �バター製造用撹乳器）
フランス料理には欠かせないバター。今ではそのほとんどが機械製造されていますが、かつてはこんな器具を使
って手づくりされていたのです。少々高価ですが、今でもこのような伝統的な方法で作られているバター(beurre
de baratte）もあり、やはり風味が全く違うそう。見つけたら、ぜひ一度違いを確かめてみてくださいね。

La baratte est un outil qui est apparu au XVIe siècle et qui est utilisé 
pour transformer de la crème de lait en beurre. Ce procédé s’appel-
le «le barattage», qui vient du verbe «baratter», c’est-à-dire «agiter
la crème». Traditionnellement, on fabrique le beurre de la manière sui-
vante : d’abord, on sépare la crème du lait entier. Ensuite, on baratte la 
crème fortement jusqu’à ce qu’elle épaississe. Puis on retire le liquide 
(le babeurre), on lave le reste (le beurre) et on le travaille pour qu’il ait 
une forme solide, et voilà votre beurre prêt à être dégusté !

Q

(cc)Rinaldum



Perchée sur son rocher face à l’océan, Saint-Malo 
est l’un des trésors de la Bretagne. C’est une ville 

et les batailles en mer, d’où son surnom : la cité 
corsaire. En effet, depuis sa fondation, le port de 
Saint-Malo a servi de point de départ à plusieurs 
personnages célèbres. Par exemple, elle a abrité 
l’explorateur  Jacques Cartier, l’homme qui a dé-
couvert le Canada.  Les redoutables corsaires Du-

parmi les navires anglais, sont aussi originaires de 
Saint-Malo.  On peut d’ailleurs admirer la statue 
de ces trois légendes à l’intérieur de la cité !

��������

　パリから直通のTGVまたはレンヌ経由で３時間～３時間
半。日本人に人気の観光地モンサンミシェルにもほど近い港町
サンマロ。現在では多くの人が訪れる人気の観光地だが、かつ
ては「corsaire」という海賊の拠点として繁栄した場所である。こ
の「corsaire」、何と海賊行為をすることをフランス国王から公
認されていたのだそう。なぜこの地を拠点としたのか、それは地
図を見ると一目瞭然だ。ここは、イギリス船などがイギリス海峡
を通り大西洋に出る際の要所となっていたのだ。
　その位置上、サンマロは古くから、海からの攻撃を受けること
も多く、そのため街を一周囲むような形で城壁が築かれた。その
城壁のおかげと、激しい干潮の差も手伝い、サンマロの地は第二
次世界大戦前まで、長い間敵の侵略を免れた。
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　 日焼けした小麦色の肌に笑顔がス
テキなオリアンさん。現在は、日本
人の旦那さま橋本克哉さんと一緒にインドネシアのバリ島で暮らし、
Kukukita という名前でイラスト作家として活躍するパリジェンヌだ。実は
この Kukukita とは、インドネシア語で「私たちのネイル」の意味。今回はそ
の由来や、現在の彼女の活動についてお話を伺うことができた。 
 彼女は慶應義塾大学に留学した2011年、日本のネイルアートに興味を持
った。それまで知っていたのは、フランスでのシンプルなネイル。それと比べ
日本のネイルは全く違った。爪という小さなキャンバスに描かれたアート作品

と言ってもいいかもしれない。こうして、彼女は小さなキャンバスにアートを描
きはじめた。そして2013年、店を持つ友人からの相談をきっかけに作家としてイ

ラストと絵本を描きはじめる。
 今でももちろんネイルアートは大好き。インタビューの日も、この日のためにと、とても

可愛らしいネイルアートを披露してくれた。彼女は、本格的にイラストレーターとなった今で
も、画材にはマニキュアやグリッターを頻繁に使っているという。

 オリアンさんはフランスパリで生まれ育った生粋のパリジェンヌだが、小さい頃から自然に囲まれた田舎での暮らしに憧れ
ていた。パリで好きな場所を教えて欲しいとお願いすると、「パリはあまり好きじゃないです」とのお答え。日本の東京にい
たときも同じで、都会は長く住んでいると疲れてしまうそうだ。とは言え、オリアンさんは日本が大好き。日本への留学もフ
ランスでは周りが大反対した東日本大震災の直後に決意をし、慶応大学での留学カリキュラムを終えた後も、再びワーキン
グホリデーで日本へ戻ってきている。当時交際中だった現在の旦那さまとバリ島への移住を
決めたのは、旅行で訪れた時、空の青さと自然の美しさに魅了されたからだとか。話を
聞くと、バリ島にはフランス人も多く住んでいるらしい。動物や自然にも囲まれ、ま
さにアーティストのための環境と言えそうだ。

 バリ島といえば、ビーチリゾート。今、彼女が新しく手がけているのは、なん
と海中で絵を描くこと。水中という非日常の環境ではインスピレーションが
刺激され、素敵な作品が出来上がるそうだ。もう一つ、これは将来の実現に
向け情報を集めている段階だが、いつか着物のデザ
インをするのが夢なのだそう。彼女の旦那さ
ま 橋本克哉さんは、今でも着物文化が色
濃く残っている京都のご出身。彼女自身
も着物が大好きで、今年4月には上賀茂
神社での結婚式で素敵な着物姿を披露
している。

 独特の感性を持ち、常に新しいアイデ
アを生み出しているアーティストのオリ
アンさん。これからも Kukukita の活躍
が楽しみだ。

Kukukita ホームページ   
http://kukukita.com/

Le port de Saint-Malo possède une longue histoire 
commerciale, notamment avec les Amériques et la 
Grande Bretagne : c’est ce qui a permis à la ville 
de se développer et de s’enrichir. Aujourd’hui, le 
port est encore très actif, non seulement d’un point 
de vue commercial mais aussi touristique. En ef-
fet, chaque année, plus d’un million de passagers 
l’utilisent pour rejoindre la Grande-Bretagne ou 
l’Irlande (ou pour en revenir). 
Pour se protéger des attaques terrestres et mariti-
mes, Saint-Malo s’est dotée de hauts remparts qui 
l’encerclent tout entière sur 1754 mètres de long. 
Ils sont toujours présents aujourd’hui, et n’ont rien 

ner et admirer la plage et la mer en contre-bas ! 
Parmi les autres merveilles architecturales de la 
ville, on peut aussi mentionner la cathédrale Saint-
Vincent, le Fort National ou le château de Saint-
Malo qui abrite la mairie.

d’autrefois, avec ses anciennes constructions de 
pierres. Ce cadre est idéal pour organiser divers 
festivals musicaux, tels « La Route du Rock » ou 

ter du spectacle !   
!

"#$%! &#'( サンマロ
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1. 
2.

3.

4. 
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Que manger en Bretagne ?
ブルターニュの食に欠かせないもの、そば粉に乳製品、塩、リンゴそして海の幸。定番の料理
から、日本ではあまり知られていないものまで、その一部を紹介しよう。

●Galette de blé noir - そば粉のガレット
そば粉で作られたクレープ。ブルターニュの料理で最も知られているのではないだろう
か。土壌が豊かではなく小麦の生産が難しかったため、代わりにそば粉を栽培して主食と
していた。ちなみに、「クレープ」と言うと、小麦粉の生地の甘いデザートのほうを指す。
●Kig ha farz - ブルターニュ風ポトフ
ブルターニュ西部の郷土料理でポトフに似ているが、中にそば粉を牛乳で練って茹で
た団子のようなものを入れるのが特徴。ブルトン語で、Kig=viande（肉）、ha=et（と）、
Farz=far （ここでは、中に入れるそば粉の団子のようなもの）と言う意味。 
●Quatre-quarts - パウンドケーキ 
日本でもおなじみだが、実はブルターニュ地方発祥のフランスの家庭のお菓子。名前の
quatre-quartsは4/4と言う意味で、バター、砂糖、卵、小麦粉の4つの材料を同分量ずつ

混ぜて作られることから、この名前がついた。シンプ
ルなお菓子だけに、材料の味がそのまま生かされ、
ブルターニュ産の美味しいバターで作ると絶品。 
●Kouign-amann - クイニーアマン
ブルターニュ地方の伝統菓子。サクサクの食感とバ
ターの香り、そしてほんのり塩味が特徴。ブルトン
語で、kouignはお菓子、amannはバターの意味。こ
ちらも、味のポイントはバター。本場ブルターニュで 
ぜひ味わっていただきたいお菓子のひとつ。 
●Cidre - シードル
リンゴを発酵させて作る発泡酒。ブルターニュ地方
と隣のノルマンディー地方がその産地として特に知
られている。カンペ－ル焼などの陶製のボウルで飲
むのが伝統的なスタイル。
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Les personnalités liées à Saint-Malo
●François-René CHATEAUBRIAND
ロマン主義の先駆けとなったフランスを代表する作家で、政治家でもある。１７６８年、サン
マロのCorsaireの船長の父のもとに生まれた。その生家は
現在、サンマロにあるホテルの一部として残されている。フ
ランス革命中に北米へ渡り、その際の経験は彼の代表作と
も言える『René』や『Atala』に影響を与えたと言われてい
る。１８４８年にパリで亡くなるが、本人の遺志によりサン
マロ沖のグラン・べ島の崖に埋葬された。
●Jacques CARTIER
１４９１年サンマロ生まれの探検家。１５３４年に当時の国
王フランソワ１世の命で、北米の探検に出かけ、Saint Lau-

rent湾とプリンスエドワード島を発見。その後も二度の探検に出かけ、この周辺の地を「カナ
ダ」と名付けた。ちなみに「カナダ」とは先住民族の言葉で「村落」を意味する「kanata」が元に
なったとされる。カナダのモントリオールには、彼の名が付けられた広場や橋、川などがある。

Far Breton aux pommes
モチモチな食感が日本人好み。ここではブルターニュの名産品でもあるリンゴを入れた
レシピをご紹介します。とても簡単なので、ご家庭でも気軽に作っていただける一品です。

Préchauffez le four à 180°C. 
Epluchez les pommes puis découpez-les en dés ou en 

Versez 
dans un saladier.

Terminez 
muez puis déposez les morceaux de pomme.

Ingrédients :
◆ 120g de sucre en poudre  
◆ 100g de farine        
◆ 
◆ 
◆ 4 oeufs
◆
◆ 
◆ 2 pommes
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��「Profession Indépendante Libérale VISA」をご存知ですか？

今回は、前回のコンペタンス・エ・タランビザに続き、フランスで就
労ができる Profession Indépendante Libérale VISA（プロ
フェッション・アンデパンダン・リベラル・ビザ）をご紹介いたしま
す。Profession Indépendante Libérale VISA は一般的にフ
リーランスビザまたはPLビザと呼ばれることもあります。ビザ申
請は渡仏希望日の3ヶ月前から可能で、在日フランス大使館にて、
最長１年のビザを申請することができます。大使館から実際に発
行されるビザは３ヶ月となっており、渡仏後２ヶ月以内に préfec-
ture（警視庁）などで Titre de séjour（滞在許可証）を申請する
必要があります。また１年以上フランスに滞在したい場合は、現地
の préfecture にて更新申請をすることも可能です。

【取得資格や必要書類について】
Profession Indépendante Libérale VISAを申請できる方の分
野は特に指定されていません。フローリスト、マッサージ師、テレビ
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局の記者やカメラマンなど様々な分野の方が取得されており、年
齢制限もありません。このビザを取得するには様々な書類を準備
する必要がありますが、まず渡仏後3年間の明確なビジネスプラ
ンが必要です。そして説得力が増すよう、そのプランを裏付ける書
類も重要となります。次に、今までの経歴を証明する書類も提出
します。日本にてその分野で問題なく仕事をし、十分な収入もあ
り、経験もあることを証明する必要があります。それを証明するこ
とで、渡仏した後も計画通りに事業を進めて行けることをアピール
します。また、その他にはフランス現地の協力者等の推薦状など
も有効な場合があります。
取得は容易ではありませんが、その分野にて日本ですでに経験を
お持ちの方であれば検討の余地はあるでしょう。フラワーやモー
ドなど、フランスが本場の分野で仕事をされている方々にとって
は、その活躍の場を広げグローバルな経験を積むことのできる機
会となるでしょう。

当社ではコンペタンス・エ・タランビザサポートと同様、数多くのProfession Indépendante Libérale VISA申請をサポートしてきまし
た。まずはカウンセリング（電話・スカイプ・来社）を行い、ビザ取得の可能性について当社の見解をお伝え致します。その後ビザ申請をさ
れるかをご検討いただく流れとなります。（カウンセリングの中で別のビザ申請に切り替える方も少なからずいらっしゃいます。）
Profession Indépendante Libérale VISA申請をお考えの方はもちろん、申請を迷っている方も、是非一度お気軽にお問い合わせ下
さい。（お問い合わせ先は９ページ下部参照）

Beurrez 

muez puis déposez les morceaux de pomme.

Remparts - 城壁
旧市街をぐるりと囲む城壁。１２世紀に海からの敵の侵略を防ぐ目的で築かれたが、現在は遊歩道となっており、上を散策する
ことができる。一周ゆっくり歩けば１時間半くらい。ここから海の景色を眺めていると、とても開放的な気分になる。

Grand Bé, Petit Bé - グラン・ベ島  プチ・ベ島
汐が引くと、サンマロから歩いて渡ることができる。どちらも要塞の島。島内はかなり勾配がきついので、散策には歩きやすい靴
が必須。また、潮が満ちてくると道はなくなり、戻れなくなってしまうので、景色に見とれて時間を忘れないようにしたい。
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フランスで活躍中の日本人がLe Journalの読者さまに伝える生のフランス情報。
今回はフランスに移住して１０年以上、パリを拠点に活動するアーティストのKATOMIKIさん
からのメッセージをお届けします。

フランス人の仕事観・バカンス観
フランス人はバカンス（長期休暇）をとっても大切にしていま
す。「フランス人はバカンスのために働く」とよく耳にするだけ
あり、ただひたすら働くのではなく、仕事も含め可能な限り人
生を謳歌しようという精神があります。勤勉に働く事を美徳と
し、バカンスの取り方・過ごし方が苦手な人の多い日本で生ま
れ育った私にとって、そんなフランス文化との出会いは良い意
味でカルチャーショックでした。
フランスに移住したばかりの頃、アーティストとしてご飯が食
べれなかった私はアルバイトをしていたのですが、まじめに働
きすぎてマネージャーに注意された事があります。その理由は、
「もう少しゆったり働かないと他の同僚の姿勢と合わない」事
が原因でした(驚っ）。注意された翌日、試しにものすご～く手
抜きをしてみたところ、仕事終わりに再びマネージャーに呼び
出されました。さすがにさぼり過ぎたから怒られるのかな？と
ドキドキしていたところ、「みき、今日はすばらしかった！これか
らは今日みたいな感じで宜しく！」と手抜き労働を褒められた
のです。＜働きすぎて注意され、さぼって褒められた＞のは私に
とって衝撃の事件でしたが、根を詰めすぎずゆったり働く事を
良しとし、バカンスを謳歌するフランス人には見習うべき箇所
が多く、人生をより豊かにするきっかけをもらいました。
フランス人のアート観
「芸術の都」と言われるフランスでは、芸術が日常に根付いて
いるせいか、アーティストの有名／無名に関わらず、自分の目
と感覚で評価した好きな作品を購入する傾向があります。

日本では著名なアーティストの作品以外の販売はなかなか難
しく価格も低めな傾向にあるので、それに比べると、フランス
ではアートに対する自主性がより育まれているように感じま
す。また、アートの売買に関しても少し感覚が違うようです。
以前、有名ではない私の作品を高額で購入してくださった方
に、どうしてフランス人は無名のアーティストの作品も気軽に
購入する方が多いのか聞いてみた事があります。質問された
方は、不思議そうな顔をしながら、「あなたは素敵な洋服や靴
は購入するのでしょ？絵だと購入しないなんて逆におかしい
わ。この絵も素敵だから購入した、ただそれだけの事。」と言わ
れました。日本では、素敵な装飾品やインテリア等のショッピ
ングは普通だけれど、それと同じ感覚で絵を購入する習慣が
ある方はまだ少ないと思います。私自身そういう習慣がないの
で、アートがより身近にあるフランス人の感覚にとても感銘を
受けた事を今でも鮮明に覚えています。そして、かれこれ１０
年以上アーティストとして暮らせているのはフランス人のそう
いう自然なアート観のお陰なので、私もそのアート観を見習っ
て、いつか若い世代のアーティストを自然に支えられるように
なりたいです。

日本とフランス、文化の違いは良い点も悪い点も含めたくさん
ありますし、フランスの全てを受け入れれば良いとは思ってい
ません。日本の良いところはフランス人に知ってもらえるよう
努め、フランスの良いところはきちんと吸収し日本の方に伝え
られるよう心がけていきたいと思います！

KATO・MIKI　
パリ拠点のアーティスト。
独学でアートを学びヨーロッパを
中心に活動中。中国、イギリス、ス
イス、フランスetc 海外在住歴約
20年、４カ国語を操るマルチアーテ
ィスト。絵画のみならず、絵をベー
スに、テキスタイルデザイン、空間デザ
イン、アクセサリー等も手がける。
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Une expérience inoubliable !  フランスからのルポタージュ

２度目の渡仏、オートクチュールの本場パリへ

●パリでの仕事●
現在、CHANELのオートクチュールのアクセサリーの仕事をして
います。フランスでしかできない仕事なので、とても有意義な時間
を過ごすことができています。プレタポルテ(既製服)は不調が続い
ているパリですが、オートクチュールは好調で、今後も健在である
と実感しています。

今回はAJ-Franceのビザサポートサービスを利用し、コンペタンス・エ・タランビザを取得。
フランスのオートクチュール界で活躍中の西村雅也さんをご紹介します。

●VISA・滞在許可証について●
ビザ申請時に提出したビジネス計画書は、AJ-France様に内容
の添削をお願いしましたが、添削していただいた後の計画書を読
んだときは、AJ-France様にサポートをお願いして本当によかっ
たと実感しました。 最初に申請したビザはプロフェッション・リベ
ラルでしたが、申請後、在日フランス大使館の判断でコンペタンス
・エ・タランビザの申請へ変更となりました。渡仏後に会った日本
人の取得ビザの種類は、プロフェッション・リベラルよりはコンペ
タンス・エ・タランの方が多い印象です。コンペタンス・エ・タラン

パリの街からは様 な々音楽が聴こえてくる。アパルトマンの窓からピアノの音、バーからエレクトロミュージック、路上からアコーディオン、地
下鉄ではギターの弾き語り、週末にはホームパーティーをおこなう人も多く、夜中まで音楽が響き渡る。僕は友達と時 路々上で演奏をする。
セーヌ川沿いの通りや橋でシャンソンなどを演奏しながら、小銭を稼ぐ。路上にはジプシーや物売りやホームレスもいるが、なんども同じ場
所で演奏していると彼らとも顔なじみになり、挨拶を交わすようになる。たまに警察が来ては「ここで演奏してはいけないよ」と注意される時

もあるが、笑顔で「OK」といってその場を立ち去る。ある時一人の男性が僕らに近
づいて来たので、注意されるのではないかと警戒したが、「ぜひうちのレストランで
演奏してくれ」と言われ、その場所まで行って演奏し、ビールをごちそうになるとい
うこともあった。パリは音楽に対して懐の広さを感じる街でもある。

Un jour comme les autres à Paris �������%*��

前原本光 (MOTOMITSU)
1977年浜松生まれ、パリ在住。パリのDJ集団CrackiのメンバーとしてDJを
行うほか、絵本作家としてスイス、イギリス、韓国の出版社より絵本を出版、ま
た音楽家・詩人として、オランダ、アメリカ、ポルトガルのレーベルより作品を
発表。アコーディオン奏者としての演奏活動、日本での期間限定カフェ、移動
書店を行うなど、国境やジャンルを超えて活躍中。
http://www.motomitsu.jp  http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/

Le-Journal 編集スタッフの
　　ちょっとひと息

      pause café

La Bretagne à Paris パリで出会えるブルターニュの味
パリには行くけど、ブルターニュまでは時間がなくて行けないという方のために、今回はパリで
も手に入るブルターニュ発の甘くて美味しいものをご紹介します。

Mont-Saint Michel, pays de rêves des japonais !
プチコラム

Fascinant, mystérieux, spirituel… Le Mont Saint-Michel fait rêver de nombreux tou-
ristes. Bien sûr, les français sont les plus nombreux à parcourir le site chaque année. 

Ce que l’on sait moins, c’est qu’ils sont talonnés de près par les japonais ! Ces derniers représentent à 
certaines périodes de l’année, près de 50 % de la clientèle étrangère.  Cet engouement est tel que sur les 

commerçants du site peuvent utiliser et comprendre quelques phrases en langue japonaise.
Pourquoi le Mont Saint-Michel fascine-t-il autant les habitants du Soleil Levant ? C’est sans doute son 
aspect naturel et romantique qui les attire, ainsi que son caractère sacré et sa troublante ressemblance avec 

du Mont sur son rocher dans toutes les ambiances possibles.
Une fois sur place, la visite est souvent rapide et les touristes japonais n’ont pas trop le temps de s’attar-
der : chacun est muni d’oreillettes audio-guide, quelques photos à droite et à gauche, deux ou trois cartes 
postales souvenir, et on remonte dans le car. Il est dommage que la plupart ne prennent pas le temps de 
rester pour la nuit. En effet, il paraît que c’est le soir, sous la pleine lune, que le Mont Saint-Michel révèle 
toute sa beauté.

現在パリてオートクチュールのアクセサリーに携わる仕事をしています。渡仏前は日本で自身
のアクセサリーブランドを運営し、現在もその活動は継続していますが、現在は念願のパリの会
社での仕事を主な活動としています。日本でアクセサリーブランドを運営する前はパリのモード
デザイン専門学校に留学していたため、今回が2度目の渡仏です。

LIBERTÉ
カフェ併設のPâtisserie Boulangerie(スイーツ&パン屋)。
ここの特徴は特にスイーツに力を入れていること。店舗によって
は週末にビュッフェ形式のブランチメニューがあり、ビュッフェ
の値段は少々贅沢ですが優雅な休日を過ごすことができます。
絶品スイーツは、もちろんブランチのビュッフェにも並びます!
（左の家族写真はここで撮ったものです。）
http://liberte-patisserie-boulangerie.com/

西村さんのお気に入り

CAFÉ PINSON
このカフェのメニューは100%オーガニック、ベジタリアンでグ
ルテンフリー!しかもお料理の見た目もきれいで、おいしく、お
店もおしゃれでおすすめです。　
www.cafepinson.fr
Parc des Buttes Chaumont (ビュット・ショーモン公園)
パリはきれいな公園がたくさんありますが、この公園は特に気
に入っています。

Henri Le Roux
Quiberon 発のショコラティ
エ・キャラメリエ。特にキャラ
メルは日本人の間でも大人
気！もちろんショコラも絶品。
1 rue de Bourbon le Château
75006 PARIS
www.chocolatleroux.com

Maison Georges Larnicol
Quimper出身のMOFのひとり。ショ
コラは量り売りのため、言葉の心配な
く気軽に購入できるのもありがたい。
132 Boulevard Saint-Germain
75006 PARIS 他
http://www.chocolaterielarnicol.fr

Arnaud Larher
ブルターニュ生まれのMOFパティシエで、世界で認められた
パティシエのみが所属できる協会Relais Dessert のメンバ
ーでもある。どのケーキやショコラもおいしいが、編集スタッフ
Yの一番のお気に入りはクイニーアマン♪
Boutique 53 rue Caulaincourt 75018 Paris 他
http://arnaudlarher.com

Henri Le Roux
Q
エ・キャラメリエ。特にキャラ
メルは日本人の間でも大人
気！もちろんショコラも絶品。
1 rue de Bourbon le Château
75006 PARIS
www.chocolatleroux.com

フランス滞在費用（西村さんのケース） 
合計費用：約35万円/月
＊住居費：約16万円 

＊現地生活費：約19万円/3 人  
＊その他初期費用等：約40万円/3 人

ビザの利点ですが、更新まで3年間の期間が設けられているこ
と、現地企業で正社員としての労働が可能であること、家族の同
行が可能であり、同行家族のフランスでの労働が可能であるこ
と等、利点が多く、個人的にはコンペタンス・エ・タランビザでよ
かったと渡仏後に実感しています。また、在日フランス大使館の
ウェブサイトには更新は1回のみ可能という記載がありますが、
実際にはパリの警視庁に薦められ、２度目の更新に挑戦されて
いる日本人もいらっしゃいます。



■フランスでマナーのレッスンを受けよう！
【La belle école（ラ・ベル・エコール）】
ベルエコールは、フランスのライフスタイルについて学べる学校。
フランス式の素敵な暮らしの知恵、フラワーアレンジメント、テーブ
ルコーディネイト、料理など、エレガントなフランスのエスプリを学
ぶことができる。
例えば、「パンはどんな風にテーブルに並べるのか」「ワイン、ウイス
キー、チーズ講座」や、特殊なところだと「葉巻の嗜み方」「カクテル
の作り方」「キャビアの楽しみ方」等を学ぶコースがあります。
場所：パリ17区
コース：テーブルコーディネイト、フラワーアレンジメント、嗜好品
の嗜み方（ビール、ワイン、タバコ、ウィスキー、キャビア、チョコレー
ト、チーズなど） 食文化（フォアグラ） 香水 アートとデザイン（室内
インテリア、音楽・映画・アートの歴史、宝石、パリのモード）
授業時間：1日～／授業料：約50ユーロ～
＊一風変わったコースには、男性に向けた「女性のエスコートを学
ぶコース」等もあり。旦那様に日本とは違ったヨーロッパ流のスマ
ートなエスコートを学んでもらうというのはいかがでしょうか。

��� ����

お手軽な「おけいこプチ留学」。
趣味のおけいこレッスンを本場フランスで体験してみませんか？（90日間未満の滞在ならビザ申請は必要なし。1週間～可能。）

Séjour en France　おけいこ留学 Nº2�　　　　　　
　　　　　　　　　   　　　　　　　　‒ マナーレッスン編 ‒　

 ���	
�������

■マナーって何？
辞書を引くと、マナーは「作法、行儀、礼儀」と出てくる。（ ちな
みにエチケットは「礼儀作法」）では作法とは何か見てみると、
「人間生活における対人的な言語動作の法式」とある。では
法式とは何か。「物事（をするの）に定まっている形式や仕方」
となっている。つまり、マナーが良いと言うのは「対人関係にお
いて、物事を上手く形式に従ったやり方で出来ている。」という
意味になる。マナーとは相手があって初めて生まれたものであ
り、相手にとって気持ちの良い方法で言動するということ、こ
れがマナーの基本である。（では一人の時はマナーは必要ない
のかというとそうなるかもしれない。そこはモラルの問題だ。） 
コミュニケーション能力という言葉が普及し、海外の文化が日
本に流れ込み少しずつ定着しつつある今、海外のマナーを勉
強するというのも教養を深める方法の一つだろう。

上記のコースのお申し込み、お問い合わせはAJ-Franceまでお気軽にどうぞ。 sejour@france-ryugaku.com

Interview d’un élève 生徒さんインタビュー

私とフランス語 - le français et moi - 
今回は京都市内の小学校に通う小さな生徒さまSetsu(S)ちゃんに、AJ-France講
師Adelineがインタビュー。同じくAJ-Franceのレッスンを受講中のお母さま(M)も
インタビューに同席してくださいました。

Ad: なぜフランス語を学ぼうと思ったのですか？ 

平日の朝と午後はécole maternelle（幼稚園）に行って、その後は友達と公園で遊んだり、
お絵かきやままごとをしていました。
école maternelleでは、フランス語が母国語でない家庭などの子供のために、フランス語
の補習もありました。日本の幼稚園は遊びが中心ですが、フランスでは小さいうちから結
構しっかり勉強もするんですよね。
週末はマルシェに行くのが大好きでした！それから、ノエルの時にモミの木を選びに行っ
たのも楽しかったです。日本のクリスマスツリーは本物じゃないので、ちょっと残念です。

私はたいてい、クロワッサンとオレンジジュースを注文します。

オペラバスティーユで、バレエ・白鳥の湖を見ました。とてもきれいでした！そして、オペラ
ガルニエも見学しました。お城みたいですごかったです！！
オペラガルニエは訪れたとき人が少なくて、Setsuは鏡の前でバレエのポーズを付けたり
していました。それから、これは私の影響ですが、Setsuはカフェに行くのも好きです。

Ad: まずは簡単に自己紹介をお願いします。

AJ-Franceのレッスンはプライベートレッスンだけではありません！親子やお友達と一緒にペアレッスンも可能！もちろん同じ時間帯
でそれぞれプライベートレッスンを受けていただくことも可能です。誰かと一緒に勉強することで、お互い良い刺激にもなり、モチベー
ションも上がります！興味のある方は、お気軽に ecole@aj-france.com までお問い合わせ下さいませ。

【EAF-Etiquette à la Française】
モンペリエにあるマナーやエチケットを学ぶ学校。ジュニアコース
やビジネスエチケットを学ぶコースもあり。

【L’Atelier du Savoir-Vivre】
ヴェルサイユにあるマナーの学校。お子様もテーブルマナー等
を学べます。

S：

M:

私はフランスで生まれて、今でも向こうにたくさん友達がいるので、夏休みは毎年遊びに行って
います。その子たちとたくさんお話しできるように、フランス語を勉強しています。  
Setsuが生まれた時、私たちはスイスとの国境近くエーン県の小さな町に住んでいて、年長さんまであちらにいました。

今は１０歳で、小学校４年生です。３歳の時から習っているバレエがとても楽しくて、今も頑張っ
ています。

S：

S：

M:

S:

Ad: フランスではどんな生活をしていましたか？ 

Ad: カフェではいつも何を注文するんですか？ 
S：
Ad: 他にも、フランスで好きなものはありますか？食べ物とか、お菓子とか。
S：

Ad:

トマトファルシと、HARIBOが好きです♡
HARIBOは特に、目玉焼きの形のものと、ク
マの形のものがお気に入りです！Adelineは
どのHARIBOが好きですか？
私は、シュトロンフというキャラクターのもの
が好きです。（笑）

Ad: 今年の春休みにもフランスに行ってましたね。その時は何をしましたか？
S：

M:

Ad: 将来の夢は何ですか？
バレリーナに憧れています。S：

Ad: バレリーナ、素敵ですね！これからも、バレエ
もフランス語も、どちらも頑張ってくださいね。

    URL :    http://www.p-jip.co.jp
E-mail:   jip-order@p-jip.co.jpFAX:  03-3354-6511

TEL:  03-5925-8861

全国・海外にプロカメラマンが伺います。
写真とムービーの出張撮影は JIP にお任せ下さい。

■あらゆる撮影ジャンルにおける豊富な実績。
■1件 1件コーディネーターが丁寧に対応致します。
■法人・個人問わず、リーズナブルな価格で撮影致します。
■素早い納品体制。ダウンロード納品対応。

イベント記録・自社ホームページ・講演会
インタビュー・取材写真・食品メニュー

舞台・演奏会・ブライダル・カーレース
七五三・成人式・誕生日  etc

商品撮影・店舗案内・建物内外観

出張カメラマン   ジップ
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フランスへの短期・長期留学など、お好みでプランをご提案！各種ビザ申請（学生、ワーキングホリデー、コンペタンス・エ・タラン、フリーラ
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。フランス大使館指定の法定翻訳業者ですので、翻訳業務も承ります。留学・翻訳サ
ポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、日本全国どこでも対応可能。
また、スタッフは全員留学経験者。経験豊富なスタッフがあなたの【留学計画～渡仏時～留学終了】までサ
ポート致します。まずは初回無料カウンセリング（予約制）を！お電話もしくはホームページから希望日時
をお知らせ下さい。メンバー登録後は、提携語学学校紹介・登録代行無料など様々な特典があります。
全くプランが立っていない方も大歓迎！！ 一緒にプランを立て、有意義なフランス滞在を送りましょう。

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン（3ヶ月以上）
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

¥30,000～
¥30,000～
¥65,000～
¥35,000～
￥4,000～

※住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等もあり。

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

ご登録の方に、一つ星レストランBottin
Gourmand の Armandシェフのお料理
レッスンをプレゼント！！Gault&Milauの
toque rouge(赤いコック帽)「世界のベス
トシェフ100」の会員でもある彼のレッスン
は、受講者に定評があるレッスンのひとつで
す。この学校は1クラス最大10人の徹底し
た少人数制で、とてもアットホームな雰囲気
です。モンペリエの街の中心街に位置してお
り、買い物にも交通にも便利です。

Montpellierの提携語学学校��
      Accent Français

Lyonの提携語学学校�
          
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。　

Parisの提携語学学校  
    FRANCE LANGUE

Séjour en France avec les enfants ! フランス留学情報

AJ-Franceを通して４ヶ月以上のコース
にご登録いただいた方に、お料理アトリエ
を１回プレゼント！
FRANCE LANGUEはパリの３校（ヴィク
トルユーゴ、オペラ、ノートルダム）の他、ニ
ース、ボルドー、ビアリッツとフランス海外
県マルティニークの計７校の学校がありま
す。７校の中で組み合わせての受講も可
能。文法、ボキャブラリー、単語、発音、読
み書き、聞き取り、会話表現、文章作成な
ど、総合的なフランス語のレッスンをリラ
ックスした雰囲気の中で行います。

フランスへの短期・長期留学など、お好みでプランをご提案！
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。
ポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、
また、スタッフは全員留学経験者。
ポート致します。
をお知らせ下さい。
全くプランが立っていない方も大歓迎！！ 一緒にプランを立て、有意義なフランス滞在を送りましょう。

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

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

Le Journal 読者さまだけへの留学特典！A découvrir !
offre spéciale 

des  écoles 
pour nos lecteurs

■お国変わればマナーも変わる
海外と日本とではマナーのあり方も随分違う。例えば、日本では料
理は残さず食べることが「美味しかった」ということを表し礼儀が良
いとされているが、中国では料理は少し残すのがマナーだ。全部食
べきると量が不足していたと思われてしまうのだそう。また、日本の
お辞儀では目を伏せる形になるが、海外で握手などの挨拶をする
時は目を合わせることが礼儀。同じ様にフランスと日本にも多くの
マナーの違いがある。例えば、桃の食べ方。日本人の感覚では、桃の
食べ方に特別なマナーがあるというのはあまり聞いた事がない。だ
が、フランスにはきちんとしたマナーがあり、ナイフとフォークを使
って食べる。文化、歴史、思想、そして生活様式等が違うと、正しい作
法も異なるというわけだ。実際の生活では使われないマナーも多
いが、公式な場に立った時にマナーを知らないと恥をかいてしまう
ことになりかねない。また知らず知らずのうちに失礼なことをして
しまわないよう、海外に行く前にはその国の最低限のマナーを身に
つけることが気持ちよく滞在するための重要ポイントとなるだろう。

コース 内容 レッスン回数 日時 担当講師 受講料など

無料体験レッスン
入門から上級、すべてのレベルに対応。 
少しでもフランス語に興味を持ったら
ぜひお問い合わせ下さい。
（スカイプも可）

1回 55分
カウンセリング
時間も含む

随時
まずはお問い合わせ下さい。

日本人
または
フランス人

無料

プライベートレッスン
(スカイプも可)

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！話す力が身につきます。

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　　
14400円
3ヶ月6回　　
22630円
テキスト代実費

１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

１年分のレッスンを１ヶ月で！フランス
で語学留学しているかのように集中的
にフランス語を学びます。

１ヶ月40回 受講者が選択 受講者が
選択

144000円
テキスト代実費
（入会金不要）

お友達とペアレッスン

ひとりだと続ける自信がないけど、知
らない人とグループレッスンもちょっ
と、という方におすすめ。お友達と二
人でレッスンを受けていただけるコ
ースです。

１ヶ月4回
3ヶ月６回
３ヶ月12回 受講者が選択 受講者が

選択

12350円
20570円
32920円
（一人あたり）
テキスト代実費

NOUVEAU !
楽々発音アトリエ

詳細はp.10へ 3ヶ月６回 受講者が選択 Akiko 22630円
（入会金不要）

DELF/DALFの
傾向を知ろう！ 詳細はp.10へ

１ヶ月4回
（２レッスン　
　　x２日）

受講者が選択 フランス人
14400円
テキスト代実費
（入会金不要）

フランス語で
京都を案内しよう！

３～5名のグループでフランス人講師
と一緒に観光名所などを訪れて、フラ
ンス語での京都案内を体験します。

月1回 土曜日 14h30～16h00 フランス人
3600円
3910円（ゲスト）
入場料等実費

Petit Nicolasを
読もう！

話し言葉風に子供の世界が表現され
ている「プチニコラ」を読みます。 3ヶ月6回 第2・4月曜日 10h～10h55

(日時変更の可能性あり) Akiko 14400円
テキスト代実費

お料理・お菓子
アトリエ 詳細はp.11へ 月１回 土曜日 14h～17h Jean-

 Jacques
3600円
3910円（ゲスト）

ちびっこアトリエ
2歳半から小学校入学前のお子様向
けのアトリエレッスンです。
（小学生低学年応相談）

3ヶ月6回
第2・4土曜日 10h～10h45
10月 10日 24日
11月 14日 28日
12月 12日 26日

Charlotte
Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

ちびっこシェフ
アトリエ 詳細はp.11へ 月1回

土曜日　11h～12h50
10月24日、11月28日、
12月12日

Yannick 2570円
3090円（ゲスト）

アトリエデママン
子供がまだ小さくてなかなか動けない
ママのためのアトリエ。赤ちゃんに歌っ
てあげられる童謡も歌います。３歳ま
でのお子様と一緒に参加可！

3ヶ月6回

第1・3月曜日 14h～15h30
※17hまで教室を開放。
（２名様以上で開講） Akiko 21600円

テキスト代実費

※入会金：5150円別途必要。
　お友達紹介の場合は2570円

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

les autres cours et ateliers  その他レッスン＆アトリエ
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北村啓太
1980年滋賀生まれ  パリ在住歴7年。
辻エコールキュリネール大阪あべの卒業後、1999年成澤由浩シ
ェフ率いる「ラ・ナプール」へ。2003年からは「レ・クレアション・ド
・ナリサワ」で腕を磨く。
2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を
経て、2011年11月パリ7区「オーボンアクイユ」のシェフに就任。
Au Bon Accueil   
14 rue de Monttessuy 75007    ☎ 01 47 05 46 11

+!)�
���	�

-.���
4

�(2'
&��30

�$
	�

� ���
#
�"�

�4

����

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

ちびっこちゃん達のために月に1度、お料理レッスンを開催いたします☆
フランスの代表的なお料理を学びながら、皆で協力して作ります！
フランス語を聞きながら行動でき、簡単なフランスのマナーを守りながら食べ
て楽しくレッスンしましょう！

【開講スケジュール】

こんなことを学びます！
⌘ 食材の名前
⌘ 道具の名前
⌘ 料理時に使う動詞
⌘ 皆で協力し合うこと

こんなことをしましょう！
⌘ 材料を切る
⌘ お鍋に材料を入れる
⌘ 道具を洗う
⌘ 皆で楽しく食べる
⌘ おかたづけをする

開催日 時間 レシビ 内容

10月24日（土） 11h~12h50 Bœuf bourguignon
ブルゴーニュ風牛肉の煮込み

フランスの定番家庭料理の一つ。日本
のビーフシチューの元になった料理。

11月28日（土） 11h-12h50 Raviolis aux champignons
キノコのラビオリ

南仏の家庭の定番の一品、イタリア発
祥のパスタ料理。

12月12日（土） 11h-12h50 Repas de Noël
クリスマス料理

クリスマスに作りたい一品を。何を作
るかはお楽しみに☆

参加人数：6名まで
＊メンバー：2570yens
＊ゲスト：3090 yens
 　(保険、材料費込み) 
対象：2才6ヶ月～未就学児 
小学低学年の方は相談応　
お持ちいただくもの：
エプロン、タオル

フランス語でレシピを読みながら気軽にお料理を楽しみませんか？
日本語での説明もあるので、フランス語初心者でもOK！

Une cuisine est 
            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !

Atelier de Cuisine  
お料理・お菓子アトリエ

Tour de France
           gourmand

Atelier Enfants  
ちびっこシェフアトリエ

日時：土曜日 14h00 ‒17h00 (月１回)
メンバー：3600 yens (または１レッスン振替）／ビジター：3910 yens
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。

            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !

12月12日（土）
< Galettes des Rois 

ガレットデロワ >

日本でもすっかり定番になった、スランスの

お正月に欠かせないアーモンドのパイ。

生まれ  パリ在住歴7年。
辻エコールキュリネール大阪あべの卒業後、1999年成澤由浩シ
ェフ率いる「ラ・ナプール」へ。2003年からは「レ・クレアション・ド
・ナリサワ」で腕を磨く。
2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を
経て、2011年11月パリ7区「オーボンアクイユ」のシェフに就任。

   
14 rue de Monttessuy 75007    ☎ 01 47 05 46 11

2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を

11月21日（土）< Pain d’épice パンデピス >クリスマスの定番、たっぷりスパイスとはちみつのケーキ。

北村啓太
1980年滋賀生まれ  パリ在住歴7年。
辻エコールキュリネール大阪あべの卒業後、1999年成澤由浩シ
ェフ率いる「ラ・ナプール」へ。
・ナリサワ」で腕を磨く。
2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を
経て、2011年11月パリ7区「オーボンアクイユ」のシェフに就任。
Au Bon Accueil   
14 rue de Monttessuy 75007    ☎ 01 47 05 46 11

生まれ  パリ在住歴7年。
辻エコールキュリネール大阪あべの卒業後、1999年成澤由浩シ
ェフ率いる「ラ・ナプール」へ。
・ナリサワ」で腕を磨く。
2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を
経て、2011年11月パリ7区「オーボンアクイユ」のシェフに就任。

   
14 rue de Monttessuy 75007    ☎ 01 47 05 46 11

10月17日（土）
< Tarte fl ambée タルトフランベ >

フロマージュブランとタマネギ、ベーコンの

ピザにも似たようなお料理。
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Leçon de cuisine
pour les petits !
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Bon appétit !

miam miam �

Le français de A à Z
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p.12～14のお問い合わせは下記へ
　AJ-France フランス語教室
      Tel : 075-703-0115　
　   Mail : ecole@aj-france.com
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

京都のフランス語教室AJ-France (アージー・
フランス）です！経験豊富な日本人・フランス人
講師が楽しくレッスンをしています。
通常のフランス語レッスン以外にもイベントやア
トリエレッスンなども行っています！ 
私たちと一緒にフランス語、はじめてみませんか。

1レッスン55分x4回 （２レッスンx2日） ￥14400
入会金不要 テキスト代実費
＊修了後、対策レッスンを継続の場合は入会金半額（通常5150円）

DELF/DALFを受けてみたいけど、どんな勉強をしたらい
いのか分からない！という方のために、実際に試験で出題さ
れるのと同じような問題を解きながら今後の勉強の進め方
を掴んでいただくための講座です。プライベートレッスンな
ので、疑問点も遠慮なく質問できます。
講座修了時には強化が必要な分野のアドバイスも。

Bonjour!
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

誰もが知っているフランス菓子のひ
とつ「ミルフィーユ」。実は日本語の名
前をそのまま発音すると、フランス人
には全く違うものに聞こえる。
ミル=m i l l e（1000）とフィーユ
=fille(女の子）、つまり1000人の女
の子と言っているように聞こえるの
だ。正しい発音をカタカナで書くのは
少々無理があるが、あえて書くとした
ら「ミルフォ―イユ」だろうか。
フランスでこのお菓子を注文する際
は注意が必要だ。

réussirledelf dalf
DELF/DALFの傾向を知ろう

Atelier de Phonetique
楽々発音アトリエ

まずは、つづりと発音記号のつながりをお勉強。マスターでき
たら、手鏡で自分の口を見ながら開け方を決めていきます。
フランス語の勉強を始めて、読めないなぁと感じてきた頃が、
このアトリエを受けていただくベストタイミング！
こちらのアトリエは、講師とマンツーマンで行いますので、苦手
な音は集中的にレッスンいたします。
1レッスン55分 x 6回 （３ヶ月）　¥22630 ＊手鏡は各自持参
入会金不要 テキスト代実費
＊修了後、通常レッスンを継続の場合は入会金半額（通常5150円）

Le saviez-vous?

réussirAtelier de Phonetique

フランス語の
発音

難しくて諦め
たり

していません
か？

DELF/DAL
Fを受ける

なら、まずは
この講座

で問題の傾向
を知り

ましょう！

Evenemen
t

イベント情報

Nouveau !

«Mille filles»?
     Non, mais «millefeuille» Fête de Noël

samedi 19 décembre  17h30-20h00
日時：　2015年12月19日（土） 17h30～20h00
場所：　AJ-FRANCE フランス語教室
参加費：お一人様 1000yens（ワンドリンク・デザート付） / ポットラック形式
持ち物：お一人様一品（料理・おつまみ・ドリンクなど）、プレゼント
※参加申込は12月14日（月）までにメールにて ecole@aj-france.comまで。

AJ-Franceで一緒にノエルをお祝いしましょう！
ポットラック形式＆みんなでプレゼント交換をい
たします。お友達と、ご家族とお誘い合わせの上、
ぜひお越し下さいませ。
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北村啓太
1980年滋賀生まれ  パリ在住歴7年。
辻エコールキュリネール大阪あべの卒業後、1999年成澤由浩シ
ェフ率いる「ラ・ナプール」へ。2003年からは「レ・クレアション・ド
・ナリサワ」で腕を磨く。
2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を
経て、2011年11月パリ7区「オーボンアクイユ」のシェフに就任。
Au Bon Accueil   
14 rue de Monttessuy 75007    ☎ 01 47 05 46 11
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Des leçons adaptées à chaque élève ! フランス語教室情報

ちびっこちゃん達のために月に1度、お料理レッスンを開催いたします☆
フランスの代表的なお料理を学びながら、皆で協力して作ります！
フランス語を聞きながら行動でき、簡単なフランスのマナーを守りながら食べ
て楽しくレッスンしましょう！

【開講スケジュール】

こんなことを学びます！
⌘ 食材の名前
⌘ 道具の名前
⌘ 料理時に使う動詞
⌘ 皆で協力し合うこと

こんなことをしましょう！
⌘ 材料を切る
⌘ お鍋に材料を入れる
⌘ 道具を洗う
⌘ 皆で楽しく食べる
⌘ おかたづけをする

開催日 時間 レシビ 内容

10月24日（土） 11h~12h50 Bœuf bourguignon
ブルゴーニュ風牛肉の煮込み

フランスの定番家庭料理の一つ。日本
のビーフシチューの元になった料理。

11月28日（土） 11h-12h50 Raviolis aux champignons
キノコのラビオリ

南仏の家庭の定番の一品、イタリア発
祥のパスタ料理。

12月12日（土） 11h-12h50 Repas de Noël
クリスマス料理

クリスマスに作りたい一品を。何を作
るかはお楽しみに☆

参加人数：6名まで
＊メンバー：2570yens
＊ゲスト：3090 yens
 　(保険、材料費込み) 
対象：2才6ヶ月～未就学児 
小学低学年の方は相談応　
お持ちいただくもの：
エプロン、タオル

フランス語でレシピを読みながら気軽にお料理を楽しみませんか？
日本語での説明もあるので、フランス語初心者でもOK！

Une cuisine est 
            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !

Atelier de Cuisine  
お料理・お菓子アトリエ

Tour de France
           gourmand

Atelier Enfants  
ちびっこシェフアトリエ

日時：土曜日 14h00 ‒17h00 (月１回)
メンバー：3600 yens (または１レッスン振替）／ビジター：3910 yens
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。

            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !            toujours nouvelle
          quand elle est bonne !

12月12日（土）
< Galettes des Rois 

ガレットデロワ >

日本でもすっかり定番になった、スランスの

お正月に欠かせないアーモンドのパイ。

生まれ  パリ在住歴7年。
辻エコールキュリネール大阪あべの卒業後、1999年成澤由浩シ
ェフ率いる「ラ・ナプール」へ。2003年からは「レ・クレアション・ド
・ナリサワ」で腕を磨く。
2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を
経て、2011年11月パリ7区「オーボンアクイユ」のシェフに就任。

   
14 rue de Monttessuy 75007    ☎ 01 47 05 46 11

2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を

11月21日（土）< Pain d’épice パンデピス >クリスマスの定番、たっぷりスパイスとはちみつのケーキ。

北村啓太
1980年滋賀生まれ  パリ在住歴7年。
辻エコールキュリネール大阪あべの卒業後、1999年成澤由浩シ
ェフ率いる「ラ・ナプール」へ。
・ナリサワ」で腕を磨く。
2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を
経て、2011年11月パリ7区「オーボンアクイユ」のシェフに就任。
Au Bon Accueil   
14 rue de Monttessuy 75007    ☎ 01 47 05 46 11

生まれ  パリ在住歴7年。
辻エコールキュリネール大阪あべの卒業後、1999年成澤由浩シ
ェフ率いる「ラ・ナプール」へ。
・ナリサワ」で腕を磨く。
2008年渡仏。「レ・ザンジュ」「ピエール・ガニエール」などの名店を
経て、2011年11月パリ7区「オーボンアクイユ」のシェフに就任。

   
14 rue de Monttessuy 75007    ☎ 01 47 05 46 11

10月17日（土）
< Tarte fl ambée タルトフランベ >

フロマージュブランとタマネギ、ベーコンの

ピザにも似たようなお料理。

�(2'
&��30

�$
	�

� ���
#
�"�

�4�(2'
&��30

�$
	�

�(2'
&��30

�$
	�

� ���
#
�"�

�4
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pour les petits !
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Bon appétit !

miam miam �

Le français de A à Z
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p.12～14のお問い合わせは下記へ
　AJ-France フランス語教室
      Tel : 075-703-0115　
　   Mail : ecole@aj-france.com
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

京都のフランス語教室AJ-France (アージー・
フランス）です！経験豊富な日本人・フランス人
講師が楽しくレッスンをしています。
通常のフランス語レッスン以外にもイベントやア
トリエレッスンなども行っています！ 
私たちと一緒にフランス語、はじめてみませんか。

1レッスン55分x4回 （２レッスンx2日） ￥14400
入会金不要 テキスト代実費
＊修了後、対策レッスンを継続の場合は入会金半額（通常5150円）

DELF/DALFを受けてみたいけど、どんな勉強をしたらい
いのか分からない！という方のために、実際に試験で出題さ
れるのと同じような問題を解きながら今後の勉強の進め方
を掴んでいただくための講座です。プライベートレッスンな
ので、疑問点も遠慮なく質問できます。
講座修了時には強化が必要な分野のアドバイスも。

Bonjour!
　   http://www.aj-france.com
            〒603-8054
             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

誰もが知っているフランス菓子のひ
とつ「ミルフィーユ」。実は日本語の名
前をそのまま発音すると、フランス人
には全く違うものに聞こえる。
ミル=m i l l e（1000）とフィーユ
=fille(女の子）、つまり1000人の女
の子と言っているように聞こえるの
だ。正しい発音をカタカナで書くのは
少々無理があるが、あえて書くとした
ら「ミルフォ―イユ」だろうか。
フランスでこのお菓子を注文する際
は注意が必要だ。

réussirledelf dalf
DELF/DALFの傾向を知ろう

Atelier de Phonetique
楽々発音アトリエ

まずは、つづりと発音記号のつながりをお勉強。マスターでき
たら、手鏡で自分の口を見ながら開け方を決めていきます。
フランス語の勉強を始めて、読めないなぁと感じてきた頃が、
このアトリエを受けていただくベストタイミング！
こちらのアトリエは、講師とマンツーマンで行いますので、苦手
な音は集中的にレッスンいたします。
1レッスン55分 x 6回 （３ヶ月）　¥22630 ＊手鏡は各自持参
入会金不要 テキスト代実費
＊修了後、通常レッスンを継続の場合は入会金半額（通常5150円）

Le saviez-vous?

réussirAtelier de Phonetique

フランス語の
発音

難しくて諦め
たり

していません
か？

DELF/DAL
Fを受ける

なら、まずは
この講座

で問題の傾向
を知り

ましょう！

Evenemen
t

イベント情報

Nouveau !

«Mille filles»?
     Non, mais «millefeuille» Fête de Noël

samedi 19 décembre  17h30-20h00
日時：　2015年12月19日（土） 17h30～20h00
場所：　AJ-FRANCE フランス語教室
参加費：お一人様 1000yens（ワンドリンク・デザート付） / ポットラック形式
持ち物：お一人様一品（料理・おつまみ・ドリンクなど）、プレゼント
※参加申込は12月14日（月）までにメールにて ecole@aj-france.comまで。

AJ-Franceで一緒にノエルをお祝いしましょう！
ポットラック形式＆みんなでプレゼント交換をい
たします。お友達と、ご家族とお誘い合わせの上、
ぜひお越し下さいませ。
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フランスへの短期・長期留学など、お好みでプランをご提案！各種ビザ申請（学生、ワーキングホリデー、コンペタンス・エ・タラン、フリーラ
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。フランス大使館指定の法定翻訳業者ですので、翻訳業務も承ります。留学・翻訳サ
ポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、日本全国どこでも対応可能。
また、スタッフは全員留学経験者。経験豊富なスタッフがあなたの【留学計画～渡仏時～留学終了】までサ
ポート致します。まずは初回無料カウンセリング（予約制）を！お電話もしくはホームページから希望日時
をお知らせ下さい。メンバー登録後は、提携語学学校紹介・登録代行無料など様々な特典があります。
全くプランが立っていない方も大歓迎！！ 一緒にプランを立て、有意義なフランス滞在を送りましょう。

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン（3ヶ月以上）
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

¥30,000～
¥30,000～
¥65,000～
¥35,000～
￥4,000～

※住居手配や学校登録等を含めたトータルプラン等もあり。

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

ご登録の方に、一つ星レストランBottin
Gourmand の Armandシェフのお料理
レッスンをプレゼント！！Gault&Milauの
toque rouge(赤いコック帽)「世界のベス
トシェフ100」の会員でもある彼のレッスン
は、受講者に定評があるレッスンのひとつで
す。この学校は1クラス最大10人の徹底し
た少人数制で、とてもアットホームな雰囲気
です。モンペリエの街の中心街に位置してお
り、買い物にも交通にも便利です。

Montpellierの提携語学学校��
      Accent Français

Lyonの提携語学学校�
          
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。　

Parisの提携語学学校  
    FRANCE LANGUE

Séjour en France avec les enfants ! フランス留学情報

AJ-Franceを通して４ヶ月以上のコース
にご登録いただいた方に、お料理アトリエ
を１回プレゼント！
FRANCE LANGUEはパリの３校（ヴィク
トルユーゴ、オペラ、ノートルダム）の他、ニ
ース、ボルドー、ビアリッツとフランス海外
県マルティニークの計７校の学校がありま
す。７校の中で組み合わせての受講も可
能。文法、ボキャブラリー、単語、発音、読
み書き、聞き取り、会話表現、文章作成な
ど、総合的なフランス語のレッスンをリラ
ックスした雰囲気の中で行います。

フランスへの短期・長期留学など、お好みでプランをご提案！
ンス、研究者、就労、シェンゲンビザ等）も安心サポート。
ポートは、お電話・メール・郵送などで可能なため、
また、スタッフは全員留学経験者。
ポート致します。
をお知らせ下さい。
全くプランが立っていない方も大歓迎！！ 一緒にプランを立て、有意義なフランス滞在を送りましょう。

★ 学生ビザ申請サポート
★ 専門学校紹介サポート
★ 語学学校トータルプラン
★ 住居手配サポート
★ 各種翻訳

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

Le Journal 読者さまだけへの留学特典！A découvrir !
offre spéciale 

des  écoles 
pour nos lecteurs

■お国変わればマナーも変わる
海外と日本とではマナーのあり方も随分違う。例えば、日本では料
理は残さず食べることが「美味しかった」ということを表し礼儀が良
いとされているが、中国では料理は少し残すのがマナーだ。全部食
べきると量が不足していたと思われてしまうのだそう。また、日本の
お辞儀では目を伏せる形になるが、海外で握手などの挨拶をする
時は目を合わせることが礼儀。同じ様にフランスと日本にも多くの
マナーの違いがある。例えば、桃の食べ方。日本人の感覚では、桃の
食べ方に特別なマナーがあるというのはあまり聞いた事がない。だ
が、フランスにはきちんとしたマナーがあり、ナイフとフォークを使
って食べる。文化、歴史、思想、そして生活様式等が違うと、正しい作
法も異なるというわけだ。実際の生活では使われないマナーも多
いが、公式な場に立った時にマナーを知らないと恥をかいてしまう
ことになりかねない。また知らず知らずのうちに失礼なことをして
しまわないよう、海外に行く前にはその国の最低限のマナーを身に
つけることが気持ちよく滞在するための重要ポイントとなるだろう。

コース 内容 レッスン回数 日時 担当講師 受講料など

無料体験レッスン
入門から上級、すべてのレベルに対応。 
少しでもフランス語に興味を持ったら
ぜひお問い合わせ下さい。
（スカイプも可）

1回 55分
カウンセリング
時間も含む

随時
まずはお問い合わせ下さい。

日本人
または
フランス人

無料

プライベートレッスン
(スカイプも可)

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！話す力が身につきます。

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　　
14400円
3ヶ月6回　　
22630円
テキスト代実費

１ヶ月集中レッスン
（プライベート）

１年分のレッスンを１ヶ月で！フランス
で語学留学しているかのように集中的
にフランス語を学びます。

１ヶ月40回 受講者が選択 受講者が
選択

144000円
テキスト代実費
（入会金不要）

お友達とペアレッスン

ひとりだと続ける自信がないけど、知
らない人とグループレッスンもちょっ
と、という方におすすめ。お友達と二
人でレッスンを受けていただけるコ
ースです。

１ヶ月4回
3ヶ月６回
３ヶ月12回 受講者が選択 受講者が

選択

12350円
20570円
32920円
（一人あたり）
テキスト代実費

NOUVEAU !
楽々発音アトリエ

詳細はp.10へ 3ヶ月６回 受講者が選択 Akiko 22630円
（入会金不要）

DELF/DALFの
傾向を知ろう！ 詳細はp.10へ

１ヶ月4回
（２レッスン　
　　x２日）

受講者が選択 フランス人
14400円
テキスト代実費
（入会金不要）

フランス語で
京都を案内しよう！

３～5名のグループでフランス人講師
と一緒に観光名所などを訪れて、フラ
ンス語での京都案内を体験します。

月1回 土曜日 14h30～16h00 フランス人
3600円
3910円（ゲスト）
入場料等実費

Petit Nicolasを
読もう！

話し言葉風に子供の世界が表現され
ている「プチニコラ」を読みます。 3ヶ月6回 第2・4月曜日 10h～10h55

(日時変更の可能性あり) Akiko 14400円
テキスト代実費

お料理・お菓子
アトリエ 詳細はp.11へ 月１回 土曜日 14h～17h Jean-

 Jacques
3600円
3910円（ゲスト）

ちびっこアトリエ
2歳半から小学校入学前のお子様向
けのアトリエレッスンです。
（小学生低学年応相談）

3ヶ月6回
第2・4土曜日 10h～10h45
10月 10日 24日
11月 14日 28日
12月 12日 26日

Charlotte
Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

ちびっこシェフ
アトリエ 詳細はp.11へ 月1回

土曜日　11h～12h50
10月24日、11月28日、
12月12日

Yannick 2570円
3090円（ゲスト）

アトリエデママン
子供がまだ小さくてなかなか動けない
ママのためのアトリエ。赤ちゃんに歌っ
てあげられる童謡も歌います。３歳ま
でのお子様と一緒に参加可！

3ヶ月6回

第1・3月曜日 14h～15h30
※17hまで教室を開放。
（２名様以上で開講） Akiko 21600円

テキスト代実費

※入会金：5150円別途必要。
　お友達紹介の場合は2570円

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

les autres cours et ateliers  その他レッスン＆アトリエ

 



■フランスでマナーのレッスンを受けよう！
【La belle école（ラ・ベル・エコール）】
ベルエコールは、フランスのライフスタイルについて学べる学校。
フランス式の素敵な暮らしの知恵、フラワーアレンジメント、テーブ
ルコーディネイト、料理など、エレガントなフランスのエスプリを学
ぶことができる。
例えば、「パンはどんな風にテーブルに並べるのか」「ワイン、ウイス
キー、チーズ講座」や、特殊なところだと「葉巻の嗜み方」「カクテル
の作り方」「キャビアの楽しみ方」等を学ぶコースがあります。
場所：パリ17区
コース：テーブルコーディネイト、フラワーアレンジメント、嗜好品
の嗜み方（ビール、ワイン、タバコ、ウィスキー、キャビア、チョコレー
ト、チーズなど） 食文化（フォアグラ） 香水 アートとデザイン（室内
インテリア、音楽・映画・アートの歴史、宝石、パリのモード）
授業時間：1日～／授業料：約50ユーロ～
＊一風変わったコースには、男性に向けた「女性のエスコートを学
ぶコース」等もあり。旦那様に日本とは違ったヨーロッパ流のスマ
ートなエスコートを学んでもらうというのはいかがでしょうか。

��� ����

お手軽な「おけいこプチ留学」。
趣味のおけいこレッスンを本場フランスで体験してみませんか？（90日間未満の滞在ならビザ申請は必要なし。1週間～可能。）

Séjour en France　おけいこ留学 Nº2�　　　　　　
　　　　　　　　　   　　　　　　　　‒ マナーレッスン編 ‒　

 ���	
�������

■マナーって何？
辞書を引くと、マナーは「作法、行儀、礼儀」と出てくる。（ ちな
みにエチケットは「礼儀作法」）では作法とは何か見てみると、
「人間生活における対人的な言語動作の法式」とある。では
法式とは何か。「物事（をするの）に定まっている形式や仕方」
となっている。つまり、マナーが良いと言うのは「対人関係にお
いて、物事を上手く形式に従ったやり方で出来ている。」という
意味になる。マナーとは相手があって初めて生まれたものであ
り、相手にとって気持ちの良い方法で言動するということ、こ
れがマナーの基本である。（では一人の時はマナーは必要ない
のかというとそうなるかもしれない。そこはモラルの問題だ。） 
コミュニケーション能力という言葉が普及し、海外の文化が日
本に流れ込み少しずつ定着しつつある今、海外のマナーを勉
強するというのも教養を深める方法の一つだろう。

上記のコースのお申し込み、お問い合わせはAJ-Franceまでお気軽にどうぞ。 sejour@france-ryugaku.com

Interview d’un élève 生徒さんインタビュー

私とフランス語 - le français et moi - 
今回は京都市内の小学校に通う小さな生徒さまSetsu(S)ちゃんに、AJ-France講
師Adelineがインタビュー。同じくAJ-Franceのレッスンを受講中のお母さま(M)も
インタビューに同席してくださいました。

Ad: なぜフランス語を学ぼうと思ったのですか？ 

平日の朝と午後はécole maternelle（幼稚園）に行って、その後は友達と公園で遊んだり、
お絵かきやままごとをしていました。
école maternelleでは、フランス語が母国語でない家庭などの子供のために、フランス語
の補習もありました。日本の幼稚園は遊びが中心ですが、フランスでは小さいうちから結
構しっかり勉強もするんですよね。
週末はマルシェに行くのが大好きでした！それから、ノエルの時にモミの木を選びに行っ
たのも楽しかったです。日本のクリスマスツリーは本物じゃないので、ちょっと残念です。

私はたいてい、クロワッサンとオレンジジュースを注文します。

オペラバスティーユで、バレエ・白鳥の湖を見ました。とてもきれいでした！そして、オペラ
ガルニエも見学しました。お城みたいですごかったです！！
オペラガルニエは訪れたとき人が少なくて、Setsuは鏡の前でバレエのポーズを付けたり
していました。それから、これは私の影響ですが、Setsuはカフェに行くのも好きです。

Ad: まずは簡単に自己紹介をお願いします。

AJ-Franceのレッスンはプライベートレッスンだけではありません！親子やお友達と一緒にペアレッスンも可能！もちろん同じ時間帯
でそれぞれプライベートレッスンを受けていただくことも可能です。誰かと一緒に勉強することで、お互い良い刺激にもなり、モチベー
ションも上がります！興味のある方は、お気軽に ecole@aj-france.com までお問い合わせ下さいませ。

【EAF-Etiquette à la Française】
モンペリエにあるマナーやエチケットを学ぶ学校。ジュニアコース
やビジネスエチケットを学ぶコースもあり。

【L’Atelier du Savoir-Vivre】
ヴェルサイユにあるマナーの学校。お子様もテーブルマナー等
を学べます。

S：

M:

私はフランスで生まれて、今でも向こうにたくさん友達がいるので、夏休みは毎年遊びに行って
います。その子たちとたくさんお話しできるように、フランス語を勉強しています。  
Setsuが生まれた時、私たちはスイスとの国境近くエーン県の小さな町に住んでいて、年長さんまであちらにいました。

今は１０歳で、小学校４年生です。３歳の時から習っているバレエがとても楽しくて、今も頑張っ
ています。

S：

S：

M:

S:

Ad: フランスではどんな生活をしていましたか？ 

Ad: カフェではいつも何を注文するんですか？ 
S：
Ad: 他にも、フランスで好きなものはありますか？食べ物とか、お菓子とか。
S：

Ad:

トマトファルシと、HARIBOが好きです♡
HARIBOは特に、目玉焼きの形のものと、ク
マの形のものがお気に入りです！Adelineは
どのHARIBOが好きですか？
私は、シュトロンフというキャラクターのもの
が好きです。（笑）

Ad: 今年の春休みにもフランスに行ってましたね。その時は何をしましたか？
S：

M:

Ad: 将来の夢は何ですか？
バレリーナに憧れています。S：

Ad: バレリーナ、素敵ですね！これからも、バレエ
もフランス語も、どちらも頑張ってくださいね。

    URL :    http://www.p-jip.co.jp
E-mail:   jip-order@p-jip.co.jpFAX:  03-3354-6511

TEL:  03-5925-8861

全国・海外にプロカメラマンが伺います。
写真とムービーの出張撮影は JIP にお任せ下さい。

■あらゆる撮影ジャンルにおける豊富な実績。
■1件 1件コーディネーターが丁寧に対応致します。
■法人・個人問わず、リーズナブルな価格で撮影致します。
■素早い納品体制。ダウンロード納品対応。

イベント記録・自社ホームページ・講演会
インタビュー・取材写真・食品メニュー

舞台・演奏会・ブライダル・カーレース
七五三・成人式・誕生日  etc

商品撮影・店舗案内・建物内外観

出張カメラマン   ジップ
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Une expérience inoubliable !  フランスからのルポタージュ

２度目の渡仏、オートクチュールの本場パリへ

●パリでの仕事●
現在、CHANELのオートクチュールのアクセサリーの仕事をして
います。フランスでしかできない仕事なので、とても有意義な時間
を過ごすことができています。プレタポルテ(既製服)は不調が続い
ているパリですが、オートクチュールは好調で、今後も健在である
と実感しています。

今回はAJ-Franceのビザサポートサービスを利用し、コンペタンス・エ・タランビザを取得。
フランスのオートクチュール界で活躍中の西村雅也さんをご紹介します。

●VISA・滞在許可証について●
ビザ申請時に提出したビジネス計画書は、AJ-France様に内容
の添削をお願いしましたが、添削していただいた後の計画書を読
んだときは、AJ-France様にサポートをお願いして本当によかっ
たと実感しました。 最初に申請したビザはプロフェッション・リベ
ラルでしたが、申請後、在日フランス大使館の判断でコンペタンス
・エ・タランビザの申請へ変更となりました。渡仏後に会った日本
人の取得ビザの種類は、プロフェッション・リベラルよりはコンペ
タンス・エ・タランの方が多い印象です。コンペタンス・エ・タラン

パリの街からは様 な々音楽が聴こえてくる。アパルトマンの窓からピアノの音、バーからエレクトロミュージック、路上からアコーディオン、地
下鉄ではギターの弾き語り、週末にはホームパーティーをおこなう人も多く、夜中まで音楽が響き渡る。僕は友達と時 路々上で演奏をする。
セーヌ川沿いの通りや橋でシャンソンなどを演奏しながら、小銭を稼ぐ。路上にはジプシーや物売りやホームレスもいるが、なんども同じ場
所で演奏していると彼らとも顔なじみになり、挨拶を交わすようになる。たまに警察が来ては「ここで演奏してはいけないよ」と注意される時

もあるが、笑顔で「OK」といってその場を立ち去る。ある時一人の男性が僕らに近
づいて来たので、注意されるのではないかと警戒したが、「ぜひうちのレストランで
演奏してくれ」と言われ、その場所まで行って演奏し、ビールをごちそうになるとい
うこともあった。パリは音楽に対して懐の広さを感じる街でもある。

Un jour comme les autres à Paris 〜 パリひとこま劇場 〜

前原本光 (MOTOMITSU)
1977年浜松生まれ、パリ在住。パリのDJ集団CrackiのメンバーとしてDJを
行うほか、絵本作家としてスイス、イギリス、韓国の出版社より絵本を出版、ま
た音楽家・詩人として、オランダ、アメリカ、ポルトガルのレーベルより作品を
発表。アコーディオン奏者としての演奏活動、日本での期間限定カフェ、移動
書店を行うなど、国境やジャンルを超えて活躍中。
http://www.motomitsu.jp  http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/

Le-Journal 編集スタッフの
　　ちょっとひと息

      pause café

La Bretagne à Paris パリで出会えるブルターニュの味
パリには行くけど、ブルターニュまでは時間がなくて行けないという方のために、今回はパリで
も手に入るブルターニュ発の甘くて美味しいものをご紹介します。

Mont-Saint Michel, pays de rêves des japonais !
プチコラ

ム
Fascinant, mystérieux, spirituel… Le Mont Saint-Michel fait rêver de nombreux tou-
ristes. Bien sûr, les français sont les plus nombreux à parcourir le site chaque année. 

Ce que l’on sait moins, c’est qu’ils sont talonnés de près par les japonais ! Ces derniers représentent à 
certaines périodes de l’année, près de 50 % de la clientèle étrangère.  Cet engouement est tel que sur les 
panneaux d’affi chages, la traduction japonaise arrive en 2e position (après l’anglais)  et que la plupart des 
commerçants du site peuvent utiliser et comprendre quelques phrases en langue japonaise.
Pourquoi le Mont Saint-Michel fascine-t-il autant les habitants du Soleil Levant ? C’est sans doute son 
aspect naturel et romantique qui les attire, ainsi que son caractère sacré et sa troublante ressemblance avec 
le légendaire château de Laputa qui apparaît dans le fi lm de Ghibli « le château dans le ciel». D’ailleurs, il 
suffi t de feuilleter n’importe quel fascicule touristique japonais pour y trouver, en format XXL, des photos 
du Mont sur son rocher dans toutes les ambiances possibles.
Une fois sur place, la visite est souvent rapide et les touristes japonais n’ont pas trop le temps de s’attar-
der : chacun est muni d’oreillettes audio-guide, quelques photos à droite et à gauche, deux ou trois cartes 
postales souvenir, et on remonte dans le car. Il est dommage que la plupart ne prennent pas le temps de 
rester pour la nuit. En effet, il paraît que c’est le soir, sous la pleine lune, que le Mont Saint-Michel révèle 
toute sa beauté. (Amandine LATOUR)

現在パリてオートクチュールのアクセサリーに携わる仕事をしています。渡仏前は日本で自身
のアクセサリーブランドを運営し、現在もその活動は継続していますが、現在は念願のパリの会
社での仕事を主な活動としています。日本でアクセサリーブランドを運営する前はパリのモード
デザイン専門学校に留学していたため、今回が2度目の渡仏です。

LIBERTÉ
カフェ併設のPâtisserie Boulangerie(スイーツ&パン屋)。
ここの特徴は特にスイーツに力を入れていること。店舗によって
は週末にビュッフェ形式のブランチメニューがあり、ビュッフェ
の値段は少々贅沢ですが優雅な休日を過ごすことができます。
絶品スイーツは、もちろんブランチのビュッフェにも並びます!
（左の家族写真はここで撮ったものです。）
http://liberte-patisserie-boulangerie.com/

西村さんのお気に入り

CAFÉ PINSON
このカフェのメニューは100%オーガニック、ベジタリアンでグ
ルテンフリー!しかもお料理の見た目もきれいで、おいしく、お
店もおしゃれでおすすめです。　
www.cafepinson.fr
Parc des Buttes Chaumont (ビュット・ショーモン公園)
パリはきれいな公園がたくさんありますが、この公園は特に気
に入っています。

Henri Le Roux
Quiberon 発のショコラティ
エ・キャラメリエ。特にキャラ
メルは日本人の間でも大人
気！もちろんショコラも絶品。
1 rue de Bourbon le Château
75006 PARIS
www.chocolatleroux.com

Maison Georges Larnicol
Quimper出身のMOFのひとり。ショ
コラは量り売りのため、言葉の心配な
く気軽に購入できるのもありがたい。
132 Boulevard Saint-Germain
75006 PARIS 他
http://www.chocolaterielarnicol.fr

Arnaud Larher
ブルターニュ生まれのMOFパティシエで、世界で認められた
パティシエのみが所属できる協会Relais Dessert のメンバ
ーでもある。どのケーキやショコラもおいしいが、編集スタッフ
Yの一番のお気に入りはクイニーアマン♪
Boutique 53 rue Caulaincourt 75018 Paris 他
http://arnaudlarher.com

Henri Le Roux
Q
エ・キャラメリエ。特にキャラ
メルは日本人の間でも大人
気！もちろんショコラも絶品。
1 rue de Bourbon le Château
75006 PARIS
www.chocolatleroux.com

フランス滞在費用（西村さんのケース） 
合計費用：約35万円/月
＊住居費：約16万円 

＊現地生活費：約19万円/3 人  
＊その他初期費用等：約40万円/3 人

ビザの利点ですが、更新まで3年間の期間が設けられているこ
と、現地企業で正社員としての労働が可能であること、家族の同
行が可能であり、同行家族のフランスでの労働が可能であるこ
と等、利点が多く、個人的にはコンペタンス・エ・タランビザでよ
かったと渡仏後に実感しています。また、在日フランス大使館の
ウェブサイトには更新は1回のみ可能という記載がありますが、
実際にはパリの警視庁に薦められ、２度目の更新に挑戦されて
いる日本人もいらっしゃいます。
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フランスで活躍中の日本人がLe Journalの読者さまに伝える生のフランス情報。
今回はフランスに移住して１０年以上、パリを拠点に活動するアーティストのKATOMIKIさん
からのメッセージをお届けします。

フランス人の仕事観・バカンス観
フランス人はバカンス（長期休暇）をとっても大切にしていま
す。「フランス人はバカンスのために働く」とよく耳にするだけ
あり、ただひたすら働くのではなく、仕事も含め可能な限り人
生を謳歌しようという精神があります。勤勉に働く事を美徳と
し、バカンスの取り方・過ごし方が苦手な人の多い日本で生ま
れ育った私にとって、そんなフランス文化との出会いは良い意
味でカルチャーショックでした。
フランスに移住したばかりの頃、アーティストとしてご飯が食
べれなかった私はアルバイトをしていたのですが、まじめに働
きすぎてマネージャーに注意された事があります。その理由は、
「もう少しゆったり働かないと他の同僚の姿勢と合わない」事
が原因でした(驚っ）。注意された翌日、試しにものすご～く手
抜きをしてみたところ、仕事終わりに再びマネージャーに呼び
出されました。さすがにさぼり過ぎたから怒られるのかな？と
ドキドキしていたところ、「みき、今日はすばらしかった！これか
らは今日みたいな感じで宜しく！」と手抜き労働を褒められた
のです。＜働きすぎて注意され、さぼって褒められた＞のは私に
とって衝撃の事件でしたが、根を詰めすぎずゆったり働く事を
良しとし、バカンスを謳歌するフランス人には見習うべき箇所
が多く、人生をより豊かにするきっかけをもらいました。
フランス人のアート観
「芸術の都」と言われるフランスでは、芸術が日常に根付いて
いるせいか、アーティストの有名／無名に関わらず、自分の目
と感覚で評価した好きな作品を購入する傾向があります。

日本では著名なアーティストの作品以外の販売はなかなか難
しく価格も低めな傾向にあるので、それに比べると、フランス
ではアートに対する自主性がより育まれているように感じま
す。また、アートの売買に関しても少し感覚が違うようです。
以前、有名ではない私の作品を高額で購入してくださった方
に、どうしてフランス人は無名のアーティストの作品も気軽に
購入する方が多いのか聞いてみた事があります。質問された
方は、不思議そうな顔をしながら、「あなたは素敵な洋服や靴
は購入するのでしょ？絵だと購入しないなんて逆におかしい
わ。この絵も素敵だから購入した、ただそれだけの事。」と言わ
れました。日本では、素敵な装飾品やインテリア等のショッピ
ングは普通だけれど、それと同じ感覚で絵を購入する習慣が
ある方はまだ少ないと思います。私自身そういう習慣がないの
で、アートがより身近にあるフランス人の感覚にとても感銘を
受けた事を今でも鮮明に覚えています。そして、かれこれ１０
年以上アーティストとして暮らせているのはフランス人のそう
いう自然なアート観のお陰なので、私もそのアート観を見習っ
て、いつか若い世代のアーティストを自然に支えられるように
なりたいです。

日本とフランス、文化の違いは良い点も悪い点も含めたくさん
ありますし、フランスの全てを受け入れれば良いとは思ってい
ません。日本の良いところはフランス人に知ってもらえるよう
努め、フランスの良いところはきちんと吸収し日本の方に伝え
られるよう心がけていきたいと思います！

KATO・MIKI　
パリ拠点のアーティスト。
独学でアートを学びヨーロッパを
中心に活動中。中国、イギリス、ス
イス、フランスetc 海外在住歴約
20年、４カ国語を操るマルチアーテ
ィスト。絵画のみならず、絵をベー
スに、テキスタイルデザイン、空間デザ
イン、アクセサリー等も手がける。



Préparation :
1. 
2.

3.

4. 

5.

6.

7. 
8.

9.

Que manger en Bretagne ?
ブルターニュの食に欠かせないもの、そば粉に乳製品、塩、リンゴそして海の幸。定番の料理
から、日本ではあまり知られていないものまで、その一部を紹介しよう。

●Galette de blé noir - そば粉のガレット
そば粉で作られたクレープ。ブルターニュの料理で最も知られているのではないだろう
か。土壌が豊かではなく小麦の生産が難しかったため、代わりにそば粉を栽培して主食と
していた。ちなみに、「クレープ」と言うと、小麦粉の生地の甘いデザートのほうを指す。
●Kig ha farz - ブルターニュ風ポトフ
ブルターニュ西部の郷土料理でポトフに似ているが、中にそば粉を牛乳で練って茹で
た団子のようなものを入れるのが特徴。ブルトン語で、Kig=viande（肉）、ha=et（と）、
Farz=far （ここでは、中に入れるそば粉の団子のようなもの）と言う意味。 
●Quatre-quarts - パウンドケーキ 
日本でもおなじみだが、実はブルターニュ地方発祥のフランスの家庭のお菓子。名前の
quatre-quartsは4/4と言う意味で、バター、砂糖、卵、小麦粉の4つの材料を同分量ずつ

混ぜて作られることから、この名前がついた。シンプ
ルなお菓子だけに、材料の味がそのまま生かされ、
ブルターニュ産の美味しいバターで作ると絶品。 
●Kouign-amann - クイニーアマン
ブルターニュ地方の伝統菓子。サクサクの食感とバ
ターの香り、そしてほんのり塩味が特徴。ブルトン
語で、kouignはお菓子、amannはバターの意味。こ
ちらも、味のポイントはバター。本場ブルターニュで 
ぜひ味わっていただきたいお菓子のひとつ。 
●Cidre - シードル
リンゴを発酵させて作る発泡酒。ブルターニュ地方
と隣のノルマンディー地方がその産地として特に知
られている。カンペ－ル焼などの陶製のボウルで飲
むのが伝統的なスタイル。
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Les personnalités liées à Saint-Malo
●François-René CHATEAUBRIAND
ロマン主義の先駆けとなったフランスを代表する作家で、政治家でもある。１７６８年、サン
マロのCorsaireの船長の父のもとに生まれた。その生家は
現在、サンマロにあるホテルの一部として残されている。フ
ランス革命中に北米へ渡り、その際の経験は彼の代表作と
も言える『René』や『Atala』に影響を与えたと言われてい
る。１８４８年にパリで亡くなるが、本人の遺志によりサン
マロ沖のグラン・べ島の崖に埋葬された。
●Jacques CARTIER
１４９１年サンマロ生まれの探検家。１５３４年に当時の国
王フランソワ１世の命で、北米の探検に出かけ、Saint Lau-

rent湾とプリンスエドワード島を発見。その後も二度の探検に出かけ、この周辺の地を「カナ
ダ」と名付けた。ちなみに「カナダ」とは先住民族の言葉で「村落」を意味する「kanata」が元に
なったとされる。カナダのモントリオールには、彼の名が付けられた広場や橋、川などがある。

Far Breton aux pommes
モチモチな食感が日本人好み。ここではブルターニュの名産品でもあるリンゴを入れた
レシピをご紹介します。とても簡単なので、ご家庭でも気軽に作っていただける一品です。

Préchauffez le four à 180°C. 
Epluchez les pommes puis découpez-les en dés ou en 

Versez 
dans un saladier.

Terminez 
muez puis déposez les morceaux de pomme.

Ingrédients :
◆ 120g de sucre en poudre  
◆ 100g de farine        
◆ 
◆ 
◆ 4 oeufs
◆
◆ 
◆ 2 pommes
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��「Profession Indépendante Libérale VISA」をご存知ですか？

今回は、前回のコンペタンス・エ・タランビザに続き、フランスで就
労ができる Profession Indépendante Libérale VISA（プロ
フェッション・アンデパンダン・リベラル・ビザ）をご紹介いたしま
す。Profession Indépendante Libérale VISA は一般的にフ
リーランスビザまたはPLビザと呼ばれることもあります。ビザ申
請は渡仏希望日の3ヶ月前から可能で、在日フランス大使館にて、
最長１年のビザを申請することができます。大使館から実際に発
行されるビザは３ヶ月となっており、渡仏後２ヶ月以内に préfec-
ture（警視庁）などで Titre de séjour（滞在許可証）を申請する
必要があります。また１年以上フランスに滞在したい場合は、現地
の préfecture にて更新申請をすることも可能です。

【取得資格や必要書類について】
Profession Indépendante Libérale VISAを申請できる方の分
野は特に指定されていません。フローリスト、マッサージ師、テレビ
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局の記者やカメラマンなど様々な分野の方が取得されており、年
齢制限もありません。このビザを取得するには様々な書類を準備
する必要がありますが、まず渡仏後3年間の明確なビジネスプラ
ンが必要です。そして説得力が増すよう、そのプランを裏付ける書
類も重要となります。次に、今までの経歴を証明する書類も提出
します。日本にてその分野で問題なく仕事をし、十分な収入もあ
り、経験もあることを証明する必要があります。それを証明するこ
とで、渡仏した後も計画通りに事業を進めて行けることをアピール
します。また、その他にはフランス現地の協力者等の推薦状など
も有効な場合があります。
取得は容易ではありませんが、その分野にて日本ですでに経験を
お持ちの方であれば検討の余地はあるでしょう。フラワーやモー
ドなど、フランスが本場の分野で仕事をされている方々にとって
は、その活躍の場を広げグローバルな経験を積むことのできる機
会となるでしょう。

当社ではコンペタンス・エ・タランビザサポートと同様、数多くのProfession Indépendante Libérale VISA申請をサポートしてきまし
た。まずはカウンセリング（電話・スカイプ・来社）を行い、ビザ取得の可能性について当社の見解をお伝え致します。その後ビザ申請をさ
れるかをご検討いただく流れとなります。（カウンセリングの中で別のビザ申請に切り替える方も少なからずいらっしゃいます。）
Profession Indépendante Libérale VISA申請をお考えの方はもちろん、申請を迷っている方も、是非一度お気軽にお問い合わせ下
さい。（お問い合わせ先は９ページ下部参照）

Beurrez 

muez puis déposez les morceaux de pomme.

Remparts - 城壁
旧市街をぐるりと囲む城壁。１２世紀に海からの敵の侵略を防ぐ目的で築かれたが、現在は遊歩道となっており、上を散策する
ことができる。一周ゆっくり歩けば１時間半くらい。ここから海の景色を眺めていると、とても開放的な気分になる。

Grand Bé, Petit Bé - グラン・ベ島  プチ・ベ島
汐が引くと、サンマロから歩いて渡ることができる。どちらも要塞の島。島内はかなり勾配がきついので、散策には歩きやすい靴
が必須。また、潮が満ちてくると道はなくなり、戻れなくなってしまうので、景色に見とれて時間を忘れないようにしたい。



Perchée sur son rocher face à l’océan, Saint-Malo 
est l’un des trésors de la Bretagne. C’est une ville 

et les batailles en mer, d’où son surnom : la cité 
corsaire. En effet, depuis sa fondation, le port de 
Saint-Malo a servi de point de départ à plusieurs 
personnages célèbres. Par exemple, elle a abrité 
l’explorateur  Jacques Cartier, l’homme qui a dé-
couvert le Canada.  Les redoutables corsaires Du-

parmi les navires anglais, sont aussi originaires de 
Saint-Malo.  On peut d’ailleurs admirer la statue 
de ces trois légendes à l’intérieur de la cité !
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　パリから直通のTGVまたはレンヌ経由で３時間～３時間
半。日本人に人気の観光地モンサンミシェルにもほど近い港町
サンマロ。現在では多くの人が訪れる人気の観光地だが、かつ
ては「corsaire」という海賊の拠点として繁栄した場所である。こ
の「corsaire」、何と海賊行為をすることをフランス国王から公
認されていたのだそう。なぜこの地を拠点としたのか、それは地
図を見ると一目瞭然だ。ここは、イギリス船などがイギリス海峡
を通り大西洋に出る際の要所となっていたのだ。
　その位置上、サンマロは古くから、海からの攻撃を受けること
も多く、そのため街を一周囲むような形で城壁が築かれた。その
城壁のおかげと、激しい干潮の差も手伝い、サンマロの地は第二
次世界大戦前まで、長い間敵の侵略を免れた。
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　 日焼けした小麦色の肌に笑顔がス
テキなオリアンさん。現在は、日本
人の旦那さま橋本克哉さんと一緒にインドネシアのバリ島で暮らし、
Kukukita という名前でイラスト作家として活躍するパリジェンヌだ。実は
この Kukukita とは、インドネシア語で「私たちのネイル」の意味。今回はそ
の由来や、現在の彼女の活動についてお話を伺うことができた。 
 彼女は慶應義塾大学に留学した2011年、日本のネイルアートに興味を持
った。それまで知っていたのは、フランスでのシンプルなネイル。それと比べ
日本のネイルは全く違った。爪という小さなキャンバスに描かれたアート作品

と言ってもいいかもしれない。こうして、彼女は小さなキャンバスにアートを描
きはじめた。そして2013年、店を持つ友人からの相談をきっかけに作家としてイ

ラストと絵本を描きはじめる。
 今でももちろんネイルアートは大好き。インタビューの日も、この日のためにと、とても

可愛らしいネイルアートを披露してくれた。彼女は、本格的にイラストレーターとなった今で
も、画材にはマニキュアやグリッターを頻繁に使っているという。

 オリアンさんはフランスパリで生まれ育った生粋のパリジェンヌだが、小さい頃から自然に囲まれた田舎での暮らしに憧れ
ていた。パリで好きな場所を教えて欲しいとお願いすると、「パリはあまり好きじゃないです」とのお答え。日本の東京にい
たときも同じで、都会は長く住んでいると疲れてしまうそうだ。とは言え、オリアンさんは日本が大好き。日本への留学もフ
ランスでは周りが大反対した東日本大震災の直後に決意をし、慶応大学での留学カリキュラムを終えた後も、再びワーキン
グホリデーで日本へ戻ってきている。当時交際中だった現在の旦那さまとバリ島への移住を
決めたのは、旅行で訪れた時、空の青さと自然の美しさに魅了されたからだとか。話を
聞くと、バリ島にはフランス人も多く住んでいるらしい。動物や自然にも囲まれ、ま
さにアーティストのための環境と言えそうだ。

 バリ島といえば、ビーチリゾート。今、彼女が新しく手がけているのは、なん
と海中で絵を描くこと。水中という非日常の環境ではインスピレーションが
刺激され、素敵な作品が出来上がるそうだ。もう一つ、これは将来の実現に
向け情報を集めている段階だが、いつか着物のデザ
インをするのが夢なのだそう。彼女の旦那さ
ま 橋本克哉さんは、今でも着物文化が色
濃く残っている京都のご出身。彼女自身
も着物が大好きで、今年4月には上賀茂
神社での結婚式で素敵な着物姿を披露
している。

 独特の感性を持ち、常に新しいアイデ
アを生み出しているアーティストのオリ
アンさん。これからも Kukukita の活躍
が楽しみだ。

Kukukita ホームページ   
http://kukukita.com/

Le port de Saint-Malo possède une longue histoire 
commerciale, notamment avec les Amériques et la 
Grande Bretagne : c’est ce qui a permis à la ville 
de se développer et de s’enrichir. Aujourd’hui, le 
port est encore très actif, non seulement d’un point 
de vue commercial mais aussi touristique. En ef-
fet, chaque année, plus d’un million de passagers 
l’utilisent pour rejoindre la Grande-Bretagne ou 
l’Irlande (ou pour en revenir). 
Pour se protéger des attaques terrestres et mariti-
mes, Saint-Malo s’est dotée de hauts remparts qui 
l’encerclent tout entière sur 1754 mètres de long. 
Ils sont toujours présents aujourd’hui, et n’ont rien 

ner et admirer la plage et la mer en contre-bas ! 
Parmi les autres merveilles architecturales de la 
ville, on peut aussi mentionner la cathédrale Saint-
Vincent, le Fort National ou le château de Saint-
Malo qui abrite la mairie.

d’autrefois, avec ses anciennes constructions de 
pierres. Ce cadre est idéal pour organiser divers 
festivals musicaux, tels « La Route du Rock » ou 

ter du spectacle !   
!

"#$%! &#'( サンマロ
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ボンジュール、フランス。
イギリス海峡に面した港町サンマロ。城壁に囲まれ、石造りの建物が並ぶ旧市街は、まるで中世に迷い込んだかのような錯覚に
陥る。現在は遊歩道となっている城壁の上をのんびり散歩しながら、海賊が活躍した古き良き時代に想いを馳せてみよう。

Fière sur son rocher en bord de mer, protégée derrière ses hauts remparts, Saint-Malo est une petite merveille 
d’histoire et d’architecture. En se promenant dans la vieille cité, on respire comme une odeur d’aventure et 
de batailles navales. Son port est le plus grand de la région, et chaque année elle attire beaucoup de touristes, 
notamment pendant ses festivals musicaux.

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。

こちらでご紹介した学習ツールは フランス語書籍専門店の欧明社さんで購入可能です♪

����4����1,/� �

「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♪

いにしえの都京都に住む１２人のポ
ートレートで構成された本書。元芸
妓さんやフランス語講師、料理人、庭
師、日本人、フランス人、フランコフォ
ニーなど京都を愛する１２人のその
道のエキスパートたちによる、おすす
めのお店や場所など、京都人ならで
はの隠れ家的なスポットを紹介して
います。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格： 2,938円(内税)

en francais c’est plus sympa !

Le français, ce n’est pas uniquement cours, devoirs, gram-
maire 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 cuisinant 
et enrichissez votre vocabulaire français !!!

日本の四季折々の行事について書
かれた本。お正月、節分、ひな祭りそ
れにまつわるお料理の作り方や、お
りがみ遊び、実際に遊べる福笑い、
などが紹介されています。私たち日
本人すら忘れているかもしれない、
日本の文化。フランスからみた日本、
この本で感じてみませんか？

Portraits de Kyôto (Rafaële Brillaud)
販売価格 ： 3,283円(内税)

Les fêtes japonaises (Madame Mo)

SAINT-MALO
サンマロ

〒102-0071
東京都千代田区富士見2-3-4
TEL: 03-3262-7276（代)
E-Mail: info@omeisha.com
HP: www.omeisha.com

Saint-Malo

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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Qu’est ce que c’est ?�これなんですか？

Jean-Jacquesのちょっとまめ知識

�Baratte������ �バター製造用撹乳器）
フランス料理には欠かせないバター。今ではそのほとんどが機械製造されていますが、かつてはこんな器具を使
って手づくりされていたのです。少々高価ですが、今でもこのような伝統的な方法で作られているバター(beurre
de baratte）もあり、やはり風味が全く違うそう。見つけたら、ぜひ一度違いを確かめてみてくださいね。

La baratte est un outil qui est apparu au XVIe siècle et qui est utilisé 
pour transformer de la crème de lait en beurre. Ce procédé s’appel-
le «le barattage», qui vient du verbe «baratter», c’est-à-dire «agiter
la crème». Traditionnellement, on fabrique le beurre de la manière sui-
vante : d’abord, on sépare la crème du lait entier. Ensuite, on baratte la 
crème fortement jusqu’à ce qu’elle épaississe. Puis on retire le liquide 
(le babeurre), on lave le reste (le beurre) et on le travaille pour qu’il ait 
une forme solide, et voilà votre beurre prêt à être dégusté !

Q

(cc)Rinaldum



«Plus le visage est sérieux, plus le sourire est beau.»
 顔が真剣であればあるほど、その微笑みは美しい。      

���

LE JOURNAL

3 特集
海賊が栄えた街、Saint-Malo
Reportage 「２度目の渡仏、オートクチュールの本場パリへ」

フランス語教室案内 「楽々発音アトリエ」
　　　　　　　　「DELF/DALFの傾向を知ろう」
イベント情報 「Fête de Noël クリスマスパーティー」
アトリエ情報 「ちびっこシェフアトリエ」「お菓子・料理アトリエ」

おすすめ！フランス語学習ツール

N°31 PARCE QUE
VOUS AIMEZ LA FRANCE

お申し込みは

SOMMAIRE

J’aime la France 「アーティストKATO・MIKI」

留学案内 「おけいこ留学-マナーレッスン」
提携語学学校より Le Journal読者へのお得な留学特典

Rencontre 
　　「Orianne Sophie Kukukita」

 Interview d’un élève 私とフランス語 「Setsu」

プチコラム 「日本人の夢の国、モンサンミッシェル」
 編集スタッフのちょっと一息 pause café
        「La Bretagne à Paris パリで出会えるブルターニュの味」
Un jour comme les autres à Paris - パリひとこま劇場

http://france-inet.com/

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

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。
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お申し込みは　　「Orianne Sophie Kukukita」
������
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！ ecole@aj-france.com

AJ-Franceまで

Un Pastis off ert a tous les Francophones !

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】　仙石 夕子
【留学記事担当】　　坂 眞理子
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フランス生活のプチカルネ 
     「プロフェッション・アンデパンダン・リベラル・ビザ」 
Recette「りんごのファーブルトン」

 顔が真剣であればあるほど、その微笑みは美しい。     



【京都府】
●京都市
＜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 ★
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?
CIRCUS COFFEE
Charme kitayama
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 Bleu
大谷大学グローバルスクエア
＜左京区＞
京都府立大学
くみこアレルギークリニック ★
INOBUN 北山店
Evantail
La muse　　　　
太陽カフェ
Alsace
Ma cantine
Farafel garden
猫町カフェ
ガケ書房
恵文社一乗寺店
ノートルダム女子大学
京都造形芸術大学
細見美術館
ガーデンミュージアム比叡
パン工房RK
printz
よしだデンタルクリニック
LINDEN BAUM
Be-baba
la voiture
カフェ日杳
京都大学大学院文学研究科
（フランス語学フランス文学研究室）
montique
ヒネナハウタヒチアンダンススクール
川勝小児科内科医院
＜中京区＞
osteria bastille ★
ビストロ ハル ★
ビストロボンモルソー ★
Mari Gold ★
うさぎのアトリエ 
ぴょんぴょこぴょん 京・先斗町 ★
風呂敷専門店 京都唐草屋 ★
comme chez michel
Café salon 烏丸店
beau bel belle
京都文具屋
Grenier d’or
bouchon
Chez Luc
         

＜西区＞
兵庫県立大学
●明石市
モンテメールバレエ
●西宮市
Café du SOLEIL
●福知山市
petite clochette プティクロ
【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) 
LeCordonBleu Japan Tokyo
Café Dubois
＜新宿区＞
早稲田大学 フランス語フランス文学コース
LUGDUNUM Bouchon Lyonnais
＜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
＜港区＞
21コミュニティ
●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
ブラッスリーアムール
●厚木市
Ivy Ballet
●川崎市
バレエ ノイ フューレ
●藤沢市
Cafe&bar CALLS
【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
【長野県】
●松本市
ビストロ・ブランシェ
●北佐久郡
ブラッスリー　シュエット 　　
●東御市
アトリエ・ド・フロマージュ

【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
パン工房モグモグ
【大阪府】 
●大阪市
＜北区＞
テアトル梅田
スピリットヨガ
国立国際美術館
雑貨店カナリア
graf
JAMPOT
Guignol
デスティネ
＜淀川区＞
十三シアターセブン
＜西区＞
CHARKHA*チャルカ 
arc sept
エスモード大阪 (ファッションの学校)
AVALON
カフェモード
OMIYAGE
北堀江CHARBON
＜中央区＞
アロマカルチャースクール大阪 ★
プリデリグラフィックラボ
クレープリーアルション
CAFE BIGOUDENE
cafe and bar Sole de Mare 　
＜浪速区＞
cache cache 彫金教室＆カフェ・雑貨
＜阿倍野区＞
辻調グループフランス校事務局
＜港区＞
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）
＜東淀川区＞
ケーキテラスカレン
●茨木市
salon de the JAMIN
Studio Ko*a
●高槻市
STERAカフェ
●富田林市
オレンジ カウンティＣafe
●豊中市
アエレカフェ
MinaMusicStudio(ピアノ教室)
大阪大学フランス文学研究室
●東大阪市
icomadesign ＋ comacafe
●枚方市
La lumière douce
●箕面市
meeno
アンティークショップantique arles
ノイカフェ千里店
Cafe EZE
ポパンクールカフェ
●堺市
restaurant café ROUTE26
café et bar Que sera sera
●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)
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
ブラッセリー・ラルドワーズ

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 
さらさ花遊小路
椿姫（町家サロン）
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
雨林舎
レティシア書房
cafe Cherish
＜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
フレンチ食堂 nico
Crêperie Oruhakoshito Café
＜上京区＞
Café Frosch
Bon Bon Cafe
アクエリエル京都 ★
同志社大学今出川キャンパス
Cafe1001
1.2.3 Un.Deux.Trois
cofuq’ue
只本屋
＜南区＞
みなみ会館  
<西京区>
雑貨店おやつ
京都市立芸術大学
＜東山区＞
Le pique-assiette
cafe Green
<伏見区>
くいな橋しばたデンタルクリニック
Tea&Life
●京田辺市
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
●八幡市
Cafe et dessert Gorille
【奈良県】
●奈良市
Mardi Mardi
絵本とコーヒーのパビリオン
和モダンキッチン Nico Style
●生駒市
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

LE JOURNAL 配布リスト 【山梨県　甲府市】
DOux CAFE
【静岡県】
●静岡市
Grenoble
●浜松市
Viloet
【愛知県】
●名古屋市
<中区＞
猿cafe 栄店
salon & D＋design associates
SEANT
名古屋コミュニケーションアート専門学校
pâtisserie AZUR
PEU・CONNU
Vin nature Mazenta
ワールドバリュー・ツアーズ
＜千種区＞
覚王山のチーズ屋さん メルクル
kususu
名古屋大学文学研究科フランス文学2研究室 
fi ka.
Book Gallery トムの庭
Mirabelle
metsä
Le Plaisir du pain
roomoon
<瑞穂区＞
名古屋市立大学人文社会学部国際文化学科
<緑区>
わいん商アン・ベロ
●長久手市
愛知県立芸術大学美術学部芸術学専攻
●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
【岐阜県　関市】
ワインショップアミ
【三重県】
●四日市市
HOLY HOUSE STUDIO&CAFE
●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・SCHOOLSUKUSUKU
【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

敬称略・順不同　★マークはLe Club AJ-FRANCE加盟店

フリーペーパーをあなたのお店、学校などで
配布・設置しませんか？完全無料でお届けします！

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

LE JOURNAL
PARCE QUE VOUS AIMEZ LA FRANCE

��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

■特集 Saint-Malo！ 
■新アトリエ - フランス語楽々発音アトリエ  
■レシピ・ア・ラ・モード “Far Breton aux pommes”

¥0
gratuit!

ボンジュール、フランス。
海賊が栄えた街、サンマロ

Saint-Malo,
l’ancienne cité corsaire

◆京都市営地下鉄烏丸線北山駅
4番出口より徒歩5分
◆無料駐車場あり

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

�
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〒603-8054 
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU
フランス語教室
☎: 075-703-0115
HP: www.aj-france.com
Mail: ecole@aj-france.com
facebook.com/AJFrance
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	Bindera
	p2-11-表裏 2
	p3-4-9-10
	p5-6-15-16
	p7-8-13-14
	p9-10-11-12

	Binderb
	p2-11-表裏 2
	p3-4-9-10
	p5-6-15-16
	p7-8-13-14




