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【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 ★
ラ・ドログリー京都北山店 ★
Hair studio A.R.S
Happy Graphic Gallery
amelie
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
Nadi
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
Les Deux Garçons
＜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
beau bel belle
京都文具屋
Grenier d’or
bouchon
Chez Luc
mechant Loup
kolme kyoto
Café kosci         

●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
Le Pommier
サロン・ド・トレミニョン
＜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
＜西区＞
兵庫県立大学

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
La Petite Chérie
ライト商會
＜下京区＞
INOBUN 四条本店
a peu pres
Café marble
aux bacchanales
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
＜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
只本屋
Le bac à sable
raisin
<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
●橿原市
RUSTIC BAKERY
●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＞
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
藁の家の雑貨屋さん Cradle
【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
琉美インターナショナルビューティカレッジ

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！
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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 Blois！& おけいこ留学「ハーブ教室」 
■おすすめレッスン - お家で楽 「々スカイプレッスン」  
■レシピ・ア・ラ・モード “Crêmet d’Anjou”

¥0
gratuit!

ボンジュール、フランス。
７人の王と１０人の王妃が暮らした街、ブロワ

Blois,
Cité royale
aux sept rois et dix reines de France

◆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
月～土：10h-19h　日休

株式会社AJ-France
〒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
月～土：10h-21h  日：10h～17h
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« Le fer se rouille, faute de s’en servir, l’eau stagnante perd de sa pureté 
et se glace par le froid. De même, l’inaction sape la vigueur de l’esprit.. »
    鉄は使わなければ錆びる。水は澱んでいれば濁り、寒空には凍ってしまう。
    同じように、怠惰でいれば気力を失ってしまう。
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LE JOURNAL

3 特集
7人の王と10人の王妃が暮らした街Blois
Reportage 
「Lesageの刺繍に憧れ、念願のフランスへ」

フランス語教室案内 「自宅でフランス語 - スカイプレッスン」
　　　　　　　　「１週間短期集中レッスン」
イベント情報 特別アトリエ 「Herbes en cuisine 料理に使うハーブを学ぼう」
アトリエ情報 「お菓子・料理アトリエ」 「ちびっこシェフアトリエ」

おすすめ！フランス語学習ツール
ジャンジャックのQu’est-ce que c’est ?

N°34 PARCE QUE
VOUS AIMEZ LA FRANCE

お申し込みは

SOMMAIRE

J’aime la France 「SATO Aiko」

留学案内 「おけいこ留学-ハーブ教室」

Rencontre 「Philippe BRUNETON x Jean-Jacques」

 Interview d’un élève 
 私とフランス語 「KINOSHITA Motohiro」

 ちょっと一息 pause café 「パリの地ビール」
プチコラム 「ロワールの古城の夏のイベント、花火」
Un jour comme les autres à Paris 
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ジャンジャックのQu’est-ce que c’est ?

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！

ecole@aj-france.com
AJ-Franceまで

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

8
10

15
14

17

16

13

18

フランス生活のプチカルネ 「オペア」 
Recette「クレメ ダンジュ」

    同じように、怠惰でいれば気力を失ってしまう。

Blois

    鉄は使わなければ錆びる。水は澱んでいれば濁り、寒空には凍ってしまう。

Le fer se rouille, faute de s’en servir, l’eau stagnante perd de sa pureté 
»

ecole@aj-france.com

」
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ボンジュール、フランス。
ロワール地方ToursとOrléansの中間あたりに位置するブロワ。街の中心ブロワ城は、15～17世紀にかけて７人のフランス
王と10人の王妃が居城とし、フランスの歴史上とても重要な街のひとつ。そんなことを考えながら旧市街を歩いていると、何だ
かフランスの歴史についてもっと知りたい気持ちに駆られる。

La ville de cœur de l’écrivain Victor Hugo ! Si Blois est réputée pour la tranquillité de son vieux quartier, c’est 
surtout son Château royal, sans doute le plus majestueux du Val de Loire, qui attire les touristes. Pendant le 
festival d’été, musiques d’antan et théâtres de rues donnent l’impression de remonter le temps.

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♪

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♪

フランス史において欠かすことのでき
ないアンリ４世から、1968年に起こっ
た五月革命までの激動の時代を凝縮し
た1冊。 細かいパリの通りや公園での
地図も随所に掲載しているので、実際
に出来事が起こった場所を知ることが
できます。パリの歴史を感じながら旅を
したい人にお奨めです。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格： 2,927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 !!!

『Mon Premier Larousse』シリー
ズの「歴史」特集。原始時代から現代
を、イラストを交えてやさしく説明し
ています。フランス革命はもちろん、
エジプトや中国、アメリカなどの世
界史も学べる優れものの一冊です。
全ページオールカラー、巻末に索引
つき。

Promenades sur les lieux de L’HISTOIRE
販売価格 ： 3,488円(内税)

Mon premier Larousse de L’HISTOIRE

BLOIS
ブロワ

〒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

Blois

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

『Moulinette à persil』パセリ用ムーリネット

ムーリネットとは「野菜漉し器」のことを指しますが、こちらはパセリ用。漉すというよりは...。
パセリ以外のハーブにも使えます。

Cette moulinette permet de hacher très fi nement le persil et 
les fi nes herbes. Elle fonctionne à l’aide d’un petit moulin à 
manivelle, dont la roue équipée d’une sorte de peigne sert à 
déchiqueter les herbes et le persil. Pour s’en servir, il n’y a 
qu’à ajouter les herbes aromatiques dans le réservoir, puis à 
tourner la manivelle. L’avantage principal de cette machine, 
c’est qu’elle n’écrase pas les herbes.



Blois ブロワ
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ロワール観光に欠かせない街のひとつブロワ。歴史が好き
な人はブロワ城見学だけの目的で立ち寄っても、十分満足
できるだろう。歴史にはそれほど興味がないのなら、古い街
並みが残された旧市街をのんびり散策をするだけでも楽し
い。現代アートに興味があるなら、フォンダシオンデュドゥー
トで現代アートに触れることもできるし、グルメな人はこの
地方の美味しい料理やデザートを楽しんでもいい。
車がないとなかなか不便なこの地方の観光だが、ブロワは
お城のある街の中心部が、駅から徒歩圏内。パリ・オステル
リッツ駅からは約1時間半と、さほど遠くないため日帰りも
できる。パリ滞在中のプチ旅行にもオススメの街だ。
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Quand on évoque la ville de Blois, on pense 
d’abord à son Château royal ! En plein cœur du 
Val de Loire, celui-ci se distingue par la richesse 
de son architecture (ses quatre ailes présentent 
chacune un style différent) et par ses anciens ré-
sidents : il a en effet abrité pas moins de sept rois 
et dix reines de France. Aujourd’hui, il héberge 
plusieurs musées d’art et sert parfois de lieu de 
tournage à des fi lms historiques. Il fait aussi le 
ravissement des touristes, notamment en été où 
s’y déroulent des animations de duels à l’épée.

フランスでの子育て
フランスはベッド文化で転倒の危険もあるため添い寝で
はなく、産まれてすぐから別室でベビーベッドに寝かせ、泣
いても放置して一人で寝れるようにするのが一般的です。
doudou（ドゥドゥ）といって、ぬいぐるみなり、タオルなり、
眠る時にいつも持つお気に入りのものがあり、3歳くらいに
なってもそのうす汚れた(笑)ドゥドゥを握りしめて保育園に
くる子が多いです。家の匂いがするのが大事だそうで、あま
り洗わないのだとか。息子は日本式で添い寝なのでドゥド
ゥは持っておらず、入園の際になんでもいいので持っていく
よう言われ、適当に選んだぬいぐるみを持たせましたが、初
めは全く受け付けず、お昼寝は抱っこでしか寝ない！と先
生たちに嫌がられていました、。しかし、子供の適応能力は
すごいもので、今ではそのドゥドゥを持って、ひとりで保育
園のベッドでお昼寝するようになりました。
そして、フランスはストライキの国。保育園や学校も例外で
なく、頻繁にストライキで休みになります。息子も保育園に
入ってまだ半年ほどですが、その間にもう4回休みになって
います。しかも急に告げられるので、親たちは仕事をどうし
てるのか不思議で仕方ありません。でも誰一人として怒っ
ている人はいません。主張する権利、自由を尊重する国民
性です。
嬉しいのは、フランスの人はとにかく妊婦さんと子連れに
優しいこと。妊娠中はバスやメトロに乗ると、モーゼの十戒
のように道がパーっと開いて、数人からマダム！と声をかけ
られ席を譲ってもらっていました。産後も、例えばバスには
ベビーカー優先用の場所があって、混んでいてもベビーカ
ーが乗ってきたらすっとよけてくれます。階段ばかりで不便
なメトロも、ベビーカーで乗る時は必ず誰かが頼まなくて
も手を差し伸べてくれます。
息子を連れて、ドイツ、オランダ、スイス、イタリア、日本、グア
テマラ、ポルトガル、スペインへ旅をしましたが、フランスは
断トツで子連れに優しい国だと感じます。空港でのチェッ
クインも赤ちゃん連れだと別のルートで案内してくれたり、
優先搭乗させてくれます。レストランでも、子供用のイスを
出してくれたり、おまけをくれたり、とてもよくしてもらうこ

とが多いです。そのつもりでいたら、他の国では対応の違い
にかなり驚きました。ヨーロッパは割と子供に優しい国が
多いですが、それでも他の国では子供がいるからといって、
優先してもらったり、席を譲ってもらったりはなかったです。

仕事と子育ての両立
もちろん仕事と子育ての両立は簡単ではないですが、フラ
ンスは、子供がいながらの仕事を支えてくれる体制がしっか
りしていると思います。私はフリーランスで仕事しています
が、産後すぐの撮影でとても感激した出来事があります。長
時間のミュージッククリップの撮影で、ベビーシッターさん
に預けて仕事に出ましたが、搾乳機を忘れて授乳ができず、
かなり張って痛くなってしまいました。その旨をプロデュー
サーに伝えたら、搾乳機を買ってきてあげるよ！それとも息
子を現場に連れてきてもらって、合間に授乳したら？と。私
のミスで忘れたのに、なんて優しい心遣い。結局息子を連れ
てきてもらったのですが、みんなも可愛がってくれて素敵な
スタッフたちでした。

フランスの託児事情
フランスでも特にパリは待機児童が多く、日本と同じ問題
が起きています。子供の数に対して、託児所や保育園の数
が足りていない状況です。パリの場合、妊娠6ヶ月の頃から
まだ産まれてもいない子の託児所の予約をしにいかないと
いけません。それでも、すぐ空きはでないので、空き待ちの
リストに登録して、順番を待ちます。私の場合、一人で息子
をみているので、幸いにも優先してもらい、息子が11ヶ月の
頃から区の保育園に入れてもらうことができましたが、そ
れまでに何度も何度も足を運びお願いしました。その時に、
1000席に対して、4000人の希望があるという話を聞きま
した。それでも日本よりパリの方がいいのは、他の預け口の
選択肢が多い事です。預けられる時間や日数は減るかもし
れないですが、託児所やベビールーム、政府公認のベビーシ
ッターという選択もあります。 フランスは子供がいる家庭に
対して補助が手厚く、家庭の収入等にもよりますが、国が半
分以上のベビーシッター代を補助してくれるそうです。その
分、独身で働いている人の税金は高いですが、結婚して扶養
者を持つと税率が低くなり、子供を持てば持つほどさらに安
く、手当も増えます。このシステムは、少子化対策としてぜひ
日本も取り入れてほしい素晴らしいシステムです。

フランスで活躍中の日本人がお伝えする生のフランス情報。
今回は、ひとり息子の子育てをしながら、ヘアメイクアップアーティスト
として活躍する佐藤亜衣子さんからのメッセージです。

Blois, c’est aussi une ville traversée par un long 
fl euve paisible (La Loire) sur lequel il fait bon 
de fl âner en bateau pour admirer le patrimoine 
culturel et naturel de la région. Quant aux vieux 
quartiers, on peut s’y promener à pied ou en at-
telage, profi ter de leur atmosphère tranquille et 
admirer sa cathédrale, Saint-Louis. La douceur 
et la quiétude des lieux ont même séduit, en son 
temps, un certain Victor Hugo au point de l’inci-
ter à y passer sa retraite.
Si vous avez un peu de temps, allez donc faire 
un tour au Musée de la Magie ! Juste à côté du 
Château de Blois, il est installé dans une grande 
maison bourgeoise du XIXème siècle.
Enfi n, si vous êtes à Blois en juillet/août, vous 
aurez la chance de pouvoir assister à son Fes-
tival des Lyres d’été ! A travers les rues de la 
ville, vous aurez droit gratuitement à toute une 
série de concerts, théâtres de rue, contes et ini-
tiations au cirque, à la magie, à l’escrime, et plus 
encore… 
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佐藤 亜衣子  
Aiko SATO  
1984年生まれ東京都出身。
2011年に渡仏し、パリでへアメイク
アーティストとして活動しながら、
一児の母として子育ても満喫中。

http://www.aikosato.net

亜衣子さんが ヘアメイクを手掛けた映画
『IXCANUL』 Jaryo Bustamante (2013, Guatemala)
『Parisiennes』 Slony Sow (2014, France)

『IXCANUL』はベルリン映画祭で銀熊賞を受賞。邦題『火の山のマ
リア』として2016年2月から日本全国で順次公開中。

佐藤 亜衣子  
Aiko SATO 

1984年生まれ東京都出身。
2011年に渡仏し、パリでへアメイク
アーティストとして活動しながら、
一児の母として子育ても満喫中。

http://www.aikosato.net
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Château royal de Blois - ブロワ城
ロワール川右岸に位置するブロワ城。ルイ12世からフランソ
ワ1世、アンリ３世そしてアンリ４世まで、7人の王と10人の
王妃が居城とした。中庭を囲むように4つの翼があり、それぞ
れフランボワイヤンゴシック、ルネッサンス、古典主義と建築
様式が異なる。建築が好きな人には、とても興味深いだろう。
最後の城主オルレアン公ガストンの死後は虚城となり、一時
取り壊される計画もあったが、フランス軍の駐屯地として残
されることになった。その後1840年には歴史的建造物に選
ばれ、現在の美しい姿に修復された。



Que manger en Centre-Val de Loire ?
古くから様々な食材にも恵まれていたこの地方。言うまでもなく、良い食材のある土地には豊かな食文化が育つ。そんなこの地方の
料理を少し紹介しよう。

●Pot-au-feu du braconnier ‒ 密猟人のポトフ
ポトフと言えば一般的に牛肉と野菜を煮込んだ料理を思い浮かべるが、このpot-au-feu du braconnierは、アナウサギなど
のジビエを使う。ちなみにbraconnierとは、密猟者の意味で、密猟によって捕獲された肉を使ったことからこの名前がつけられ
たと言われている。

●Rillons de Touraine ‒ トゥーレーヌ風リヨン
塩やハーブをまぶして一晩置いた豚のバラ肉の角切りに、こんがりとした焼き色をつけラードで煮込むトゥールの郷土料理。サ
ラダやレンズ豆と一緒に食べられることが多い。元々は、中世に貴重だった豚肉を保存しておくために考えられた。古くからある
料理だが、現在もほとんどレシピを変えずに作られているのだそう。  

●Poires tapées ‒ ポワールタペ 
皮をむいた洋梨を釜やオーブンで焼いて乾燥させ、木槌で叩いて平たくした
もの。taperとは叩くという意味。元々、夏の終わりに収穫した洋梨を長期間
保存するために作られていた。ジビエや豚肉料理、またはデザートに添えて
食べる。リンゴでも同じようなものが作られることがあるが、リンゴの場合は
Pommes tapéesとなる。

●Tarte Tatin ‒ タルトタタン
日本でもすっかり有名になったこのお菓子。キャラメリゼしたリンゴを型に
敷き詰め、上からタルト生地をかぶせて焼く。その発祥も良く知られている通
り、この地方のLamotte-Beuvronという街でホテルを営んでいたタタン姉
妹の姉、ステファニーの失敗から生まれたと言われている。レストラン経営者
Louis Vaudableが自身の経営するパリの有名レストランMaxim’sのメニュ
ーに取り入れ、次第にフランス中に広まった。

●Pithiviers ‒ ピチヴィエ
パイ生地にアーモンドクリームを詰めて焼いたお菓子で、その名前と同じ、
Centre-Val de Loire地方のPithiviersという名前の村が発祥。日本でもよ
く知られているGalettes des Roisと非常に似ている。その違いは、Pithi-
viersはアーモンドクリームのみで作られるのに対し、Galettes des Roisは
多くの場合フランジパーヌが使われるという点。

-16- -5-

フランス革命以前に存在した州「Anjou」（現在のMaine-et-Loire県にほぼ一致する）発祥のデザート。伝統的なレシピは、泡立
てた生クリームとメレンゲのみで作られますが、ここでは現在よく見かける少しアレンジしたレシピをご紹介します。

Préparation :
1. 
2.

3.

4. 

5.

Montez la crème en chantilly.

Battez les blancs d’oeufs en neige avec la pin-
cée de sel.

Incorporez la chantilly et les blancs d’œufs en 
neige dans le fromage blanc bien égoutté.

Prenez de petits pots, installez des gazes sté-
riles et remplissez-les à la cuillère avec le cré-
met pour qu’il s’égoutte doucement. Il ne doit 
jamais tremper dans l’eau.  

Refermez les gazes et mettez au frais toute 
une nuit en l’égouttant de temps en temps.

【オペア-Jeune Fille au Pairをご存じですか？】

オペアとは
フランスでは「Jeune Fille au Pair」と呼ばれ、海外でホームステ
イをしながらその家の子どものベビーシッターをし、ホストファミ
リーからその報酬をいただき生活するシステムです。（住居費およ
び食費はホストファミリーが支払います。また語学学校への通学
が必須で、求人は女性のみ。9月からの受け入れが一般的です。拘
束される時間が多いので、低予算で学費や滞在費を稼ぎながらフ
ランス語の勉強に集中したいという方に最適の滞在方法です。
このシステムは日本ではまだ馴染みのない滞在方法ですが、ヨー
ロッパの学生にとっては人気のある滞在方法の１つでもあります。 
ある程度のフランス語力を持った方や、学校で学ぶだけのフラン
ス語では物足りないという方、また子供好きの方などにお勧め。
また、フランス語初心者でも日仏のご家庭からの申込があれば、チ
ャンスがある場合もあります。学校の授業以外で、自らの会話力を
実践しながらフランス人の日常生活に密着し、生きた語学と文化
を体感するいい機会を得ることができるでしょう。

フランス生活のプチカルネ N°13  
オペア留学サポートの流れ
オペア留学プランをお申込頂きますと、まずはフランスのオペア
協会に登録するための書類を作成するところから始まります。（も
ちろんフランス語での書類ですが、当社が添削サポートを致しま
す。）オペア協会の登録後は、オペア協会を通じて受け入れ家族か
らの連絡を待ちます。家族が見つかりましたら相性確認や面接た
め、電話もしくはスカイプなどで直接話します。通常、受け入れ家
族が決定すればオペア用のビザ申請が可能となります。（フランス
語力が重要ポイントとなるため、お申込前にお電話やスカイプに
てフランス語のレベルチェックを行なっております。チェック後に、
オペア留学が可能なフランス語レベルをお持ちかどうかについて
お客様へご案内いたします。）
【オペア留学サポート料金】
サポート料金（第一段階）：20000円
サポート料金（第二段階）：30000円
詳細はAJ-Franceまでお問い合わせ下さい。

Cathédrale Saint-Louis de Blois - サン・ルイ大聖堂
ブロワ城の近くにあるゴシック様式の大聖堂。特徴的なのは、その少し現代
的な印象のデザインの33枚のステンドグラス。1992年から2000年にか
け、オランダ人コンセプチュアル・アーティストJan Dibbetsがデザインし、
フランス人ステンドグラス職人Jean Mauretが完成させた。かなり透度の
あるガラスと菱形の枠組みが、他の教会ではあまり見かけない。

Fondation du doute - フォンダシオンデュドゥート
2013年にブロワ市によって創設された現代アートの美術館。フランスのフ
ルクサスを代表するアーティストBen Vautierの作品が展示されている。中
庭にあるBenの作品が建物の壁を埋めつくす「Mur des mots」も見逃せな
い。また、カフェも併設されており、Benの作品に囲まれて食事やお茶を楽し
むこともできる。

Maison de la magie - マジックの館
ブロワ城の向かいにあるマジックの博物館。５階建ての館内では、目の錯覚
を利用したマジック、オートマタ（西洋式からくり人形）、マジックの祖と呼ば
れているブロワ生まれの奇術師Robert-Houdinの生涯や作品など、様々な
展示を楽しめる。１日に数回、生のマジックショーも行われている。（冬期休
館期間あり。）

◆ 500 g de fromage blanc  
◆ 25 cl de crème liquide froide      
◆ 2 blancs d’œufs     ◆ 1 pincée de sel

Ingrédients :

École des Roches©
+ Recettes à la Carte +

C r é m e t  d ’ A n j o u
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アパートの共有のゴミ捨て場にはよく、まだ使えるものが捨ててある。捨ててあるというよりも、住人が不要になったものを「誰か使ってくだ
さい」という感じで、目立つように置いておくのがルール。以前、いい状態の女性用のジャケットが置いてあったので、妻の為に拾ってきた。よ
く確認するとファスナーが壊れていたが、下の階の住人が洋服の修理人だと思い出し、妻が修理に出して今では好んでよく着ている。息子の
洋服は住人が「これもう着ないからどうぞ息子さんに」と言って持って来てくれる。先日は、近所の人が「要らないレコードがあるから欲しか

ったら取りに来て」と言うので頂いて、DJをする際に使っている。またアパートの共有
の玄関や階段で住人とすれ違う際に、挨拶をしながら軽く世間話をして不要な物を
頂いたり差し上げたりする事もある。パリの様な大都市においても、近所の住民との
繋がりはこんな風に保たれている。
Motomitsu (前原本光）
1977年浜松生まれパリ在住。DJ、音楽家、絵本作家、詩人。絵本作家としてスイス、
韓国の出版社から絵本を出版。音楽家としてアメリカのSoiree records interna-
tional等から作品をリリース。パリのDJ集団「Cracki」のDJとしての活動や鍵盤楽
器奏者としてもいくつかのバンドに在籍。コラージュ作家としての活動などジャンル
や国境を超えて活動中。
http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/　djmotojapan@gmail.com

Le-Journal 編集スタッフの

　　ちょっとひと息

      pause café

Bière artisanale parisienne パリの地ビール

Les Châteaux en fête! - Les feux d’artifi ce des Châteaux de la Loire
プチコラム

  Si vous êtes de passage en France pendant l’été, c’est le moment idéal pour visiter la 
Loire et ses Châteaux ! De juin à septembre, ces derniers s’illumineront de mille-feux et 

retrouveront un peu de leur atmosphère d’antan à travers diverses anima-
tions. Par exemple, au Domaine de Cheverny, aura lieu du 4 au 5 juin un 
bal costumé ouvert aux visiteurs, qui pourront aussi admirer de véritables 
déguisements de Venise ! A Villandry, les jardins seront illuminés par 2000 
bougies les 1er et 2 juillet, et la soirée s’achèvera par un gigantesque feu 
d’artifi ce tiré au-dessus de l’eau. Au Château royal d’Amboise, du 19 au 
26 juin, on propose des animations théâtrales avec costumes d’autrefois, 
ainsi qu’un grand concert pour le week-end. Le domaine de Chambord n’est 
pas en reste avec ses multiples concerts qui s’étalent tout au long du mois 
de juin : jazz, rock, musique du monde ou classique, il y en a pour tous les 
goûts ! Un feu d’artifi ce sera également tiré en musique le 1er juillet. Au 
Château de Langeais du 10 juillet au 24 août, vous pourrez assister à des 
combats d’épée et joutes verbales ! Même ambiance au Château de Blois 
qui vous propose des spectacles d’escrime, de danse et de musiques ancien-
nes pendant tout l’été. Amusez-vous bien ! (Amandine LATOUR)

数年前から、パリを中心に注目を浴び始めてい
るbière artisanale(クラフトビール)。フランス
でビールと言えばアルザスが有名。そしてフラン
スは、ドイツ、イギリス、ベルギーといったビール
大国に囲まれており、これらの国のビールも多
く見かける。
しかし、今パリでブームなのは、パリ産のクラフ
トビール。パリでビールを作っているの？と驚く
方もいるかも知れないが、パリ市内にもmicro-
brasserieと呼ばれる小規模ビール醸造所があ
る。地産地消のコンセプトがパリジャンたちの
共感を誘っているようだ。見学(多くの場合試飲
付き)が可能なmicro-brasserieもあるので、た
まには定番のワインではなく、パリの地ビール
を味わってみるのもいいかもしれない。

Les personnalités liées à Blois
● Jack Lang
ソーシャリストの政治家。1939年ロレーヌのMirecourt生
まれ。1989年から2000年までブロワ市長を務めた。
ソーシャリストの政権下で、複数回にわたり大臣の職
に就いたが、中でもフランソワ ミッテラン政権時代の
文化大臣としての功績はよく知られている。国の文化予
算を倍増し、Fête de la musiqueやJournée natio-
nale du patrimoine. 現在のJournée européennes
du patrimoine）の創設、文化施設の建設などを積極的に
行った。グランルーヴル計画の一環としてルーヴル美術館
のガラスのピラミッドが建てられたり、オペラバスティーユ
や国立図書館、ラデファンスの新凱旋門が建設されたのも
この時代だった。

● Victor-Auguste Poulain
フランスの老舗チョコレートメーカー「Chocolat Pou-
lain」の創始者。1825年Pontlevoyの小作人の家の第
10子として生まれた。13歳から9年間パリでショコラティ
エの修行をした後、1848年23歳でブロワに戻り、自身の
お店を開いた。お店はすぐに成功を収め、1862年にはチョ
コレート製造の工場を建てるまでになった。彼が、フランス
のチョコレート産業確立のきっかけを作ったと言っても過
言ではないだろう。Chocolat Poulainが販促用に作ったク
ロモカードなどは、コレクターの間で人気。 Endroits de charme autour de Blois 

ロワール古城巡りで有名なこの地方。せっかく来たならブロ
ワだけでなく、他の街もぜひ訪れていただきたい。ブロワ周辺
のおすすめの街をいくつか紹介しよう。

●Amboise - アンボワーズ
ブロワからは電車なら約20分。駅は街の中心からロワール
川を渡った対岸にあるが、徒歩圏内。見どころは何と言って
もアンボワーズ城、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチが晩年を
過ごしたクロ・リュセ城。旧市街はこじんまりとしていて、短
時間の散策でも十分その雰囲気を楽しめる。

●Chambord - シャンボール
ロワール渓谷最大の広さを誇るシャンボール城の街。3月
末から11月初旬の間、本数は少ないがブロワからシャンボ
ール城までのシャトルバスが運行されている。シャンボール
城は、敷地に入るとその広さに圧倒される。総面積5440ヘ
クタール。パリ市の面積が、ブローニュの森とヴァンセンヌ
の森を含めて10540ヘクタールということを考えると、そ
の広大さを想像していただけるだろうか。

●Cheverny - シュヴェルニー
ブロワからほど近いところにある小さな村。見どころは言う
までもなくシュヴェルニー城。こちらも3月末から11月初旬
の間、ブロワ駅からのシャトルバスでアクセス可能。現在の
城主はこのお城を建築したHenri Huraultの子孫で、城に
居住している。敷地内には犬舎もあり、100頭以上の猟犬
が飼われている。タイミングが合えば、迫力満点の猟犬への
給餌の様子も見られるかもしれない。

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

パリ市内のmicro-brasserie
  ※見学は予約が必要な場合あり。
     詳細は各施設に確認を。

BAPBAP
79, rue Saint Maur 75011

Brasserie la Goutte d’Or
28, rue de la Goutte d’Or 75018

Brasserie La Baleine
17, rue Henri Duvernois 75020 

O’neil
20, rue des Canettes 75006
こちらは、ビストロになっており飲食も可能。
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Une expérience inoubliable !  フランスからのルポタージュ

Lesageの刺繍に憧れ、念願のフランスへ
今回はAJ-Franceのビザサポートサービスを利用し、Ecole Lesageへ１ヶ月の短期留学をしたOKAMOTO 
Kazumiさんをご紹介します。

オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方Longesにアトリエを構えるコンフィチュール職
人Philippe BRUNETONさん。元々料理人としてキャリアを積んでいたが、とあるき

っかけでコンフィチュール職人へと転身し、以来フルーツとハーブ、花、スパイスなどを
上手く調和させたコンフィチュールを120種類以上も作ってきた。名前が広く知られるよ

うになった現在でも、量産することより質にこだわったコンフィチュール作りをしている。
Philippeさんの転身のきっかけとは何だったのか。2010年に妻Marie-Françoiseさんの祖父母の家にレストランをオ
ープンする予定で準備が進んでいた。しかし、諸々の事情でこの計画を諦めざるを得なくなってしまった。そんな時に何
人もの有名シェフが後押ししてくれ、Longesにコンフィチュールのアトリエをオープンすることになったのだ。
彼はコンフィチュール作りに主に、macérationという製法を用いている。フルーツを一定時間砂糖などに漬けこんでお
いてから加熱するという製法。これにより、コンフィチュールになった後でもフルーツそのものの風味や色、質感を感じ
ることができる。彼のコンフィチュールを味わってみると、量産されているものとの
違いは明らかだ。分量についても、ひと昔前のようにフルーツ1kgに対し、砂糖
1kgというレシピはもう古いのだと言う。料理人として培ってきた感覚が、コ
ンフィチュールの絶妙な味のバランスに生かされている。

三度の来日経験もあるPhilippeさんが、日本の
食材の中で今いちばん使ってみたいと思

っているのは柚子だそう。日本食人気
もすっかり定番になってきたフラン
スだが、やはり柚子などの食材は
まだ手に入りづらく、手に入った
としても非常に高価。食材だけで
なく、個人的にも日本が大好きだと
いうBRUNETON夫妻。次回の来日
の頃には、Philippeさん流フランスと日
本のマリアージュを味わえるかもしれない。

BRUNETON Meilleur Confi turier de France    http://www.confi ture-bruneton.com/

海外旅行といえばグアムとハワイ旅行にしか行ったことがなかった
私。また、私には子供が小学生の息子と中学生の娘がいます。そんな
私がパリに行こうと思い立ち、無事実現できたので私の1ヶ月のパリ
生活をご紹介します。

●短期留学を実現するまで
昔から手づくりが好きで時々海外の手芸雑誌を取り寄せ、読めもし
ないのに写真を見て楽しんでいました。その中でLesageの刺繍はと
ても芸術的に見え、感動し、学びたいという気持ちになりました。
どうしたらLesageの刺繍を学べるか調べていくうちにたどり着いた
のがAJ-Franceでした。Lesageの学校申し込みやアパートの手配
が必要、また、学校に行くにはフランス語が必要。留学のサポートも
フランス語レッスンもしてくれる、私にとってAJ-Franceは全てをお
任せできるところでした。
一番の問題は子供のことで、子供に寂しい想いをさせるのではと躊
躇いもありました。子供たちにフランスはどんな国でルサージュは自
分の期待していた通りなのか、数年後ではなくて今知りたいと相談
しました。子供たちは「毎日フランス語を勉強しているのを知ってる。
そんなにフランスに行きたいんだなと思っていた。寂しいけど我慢す
る。行ってきて。」と言ってくれました。この言葉が決め手となり準備
を開始。決めてから約1ヶ月後の出発でした。自分で手配するのは飛
行機のチケットのみ。それ以外はAJ-Franceにお任せだったのでフ
ランス語の勉強に集中できました。
●C’est parti !
当日は緊張と不安がありました。初めての飛行機、飛行時間は約
12時間。長かった。到着し入国審査はあまり質問も無く通過。
タクシー乗り場もすぐ見つかり、運転手さんにアパートの住所を渡
し、何も問題なく到着。アパートの前に到着後大家さんに電話をした
らすぐに来てくれました。鍵の受け渡しとアパートの説明あり。大家
さんはとても親切でした。アパートのWiFiの設定に少し苦労しまし
たがAJ-Franceに連絡して大家さんとやり取りしてもらい、無事に
接続できました。アパートは日用品が全て揃っていたので慌てて何
か買わなくてはと言うことはありませんでした。
●刺繍学校Ecole Lesage
初めての授業は緊張と期待でいっぱいでした。学校の方は思ってい
たより親切でした。先生は英語とフランス語が話せるので、フランス
語が苦手な方でも授業に参加できます。でも私は「Pas anglais, je 
parle le français un peu」と伝えたところ、先生方はゆっくり話し
てくれました。初めはお手本としてデモンストレーションをしてくれ
るのでそれを見よう見まねで学んで行きます。困ったことは特にあり
ませんでした。宿題は大変でしたが好きなことなので楽しかったで
す。また通いたい!

●パリからもSkypeでフランス語レッスン
パリに行ってからもSkypeでAJ-Franceの授業を受けました。行っ
てから心細くなるのが嫌だったのでパリ滞在中の授業も予約してか
ら出発しました。これはよかったです。すぐに使いたいフランス語を
教えていただけましたし、困った時にフランスを知ってる人に教えて
もらえることはとてもありがたいです。
●パリでの日常生活
カード支払いが便利だと思いました。慣れないお金をもたもた出す
より間違いがないですし楽でした。VlSA、JCB、MULTI-CURREN-
CY CASH passeportを持って行き、使う頻度は、1 MULTI-CUR-
RENCY CASH passeport、2 VISA、3 JCBでした。 
市場やパン屋さんではカードが使えないところもありましたが、現金
はほんの少ししか持ち歩かず、ほとんどカード支払いでした。
Boulangerieへ毎日のように行きました。初めて「Je voudrais…」
のフレーズを実際に使い良い練習になりました。お気に入りは、Pain 
au chocolat、外側がパリパリしていて中に入っているチョコレート
が本当においしかった！そしてBaguette、シンプルなバゲットもとて
も美味しかった。Supermarchéではエコバックは必須。店内を見て
るだけでも楽しかったです。そしてMétroは思っていたより綺麗、便
利、そして怖くなかった。
Lesage⇔アパート間片道約30分を毎日歩きました。通り道にある
お店に入りフランス語が通じるか試してみたり、街並みの景色を眺
めたりしました。わざわざ観光地に行かなくてもパリの街はとてもき
れいでした。空と建物に何度も感動しました。本当に色んな人がいる
ことを感じました。
●私の決まり事
お店に入ったらまず「Bonjour」と挨拶すること。「Je peux voir?」
と声をかけ、触りたい時は「J .peux toucher?」、試したい時は「Je 
peux essayer?」と聞くこと。いい買い物をしたら「Je suis conten-
te.」と感想を言うこと。英語で話しかけられたら「Pas anglais, je 
parle le français un peu」。「Merci」「Au revoir」は必ず言うこと。
これを必ず守っていました。するとほとんどいやな思いをすることも
なく、みなさん親切で笑顔で対応してくれました。
●短期留学をしてみて
本当に行ってよかったと思います。いやなこともありましたが、これは
日本にいてもあります。私は日本にいると感じることのできないあの
緊張感と、あの景色が大好きです。
話せる話せないは別として前よりフランス語がとても好きになりま
した。初めはLesageにしか興味なかったのですが、今は、「1.フラン
ス語」、「2.フランス」、「3.Lesage」です。フランスは私にとって長期
で住んでみたい魅力的な国でした。私のレポートがこれから渡仏さ
れる方々への小さなアドバイスになればと思います。
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■フランスでハーブ教室に通ってみよう！
【Ecole des Herbes】
フランスの北西部ブルターニュ地方Masséracにあるハーブの
専門学校。半日の短期レッスンから、1年間の長期研修コースま
で様々な目的や希望に合ったレッスンを行っている。
●Ateliers demi-journée
（半日で簡単なハーブの知識を学ぶ）
授業期間：半日 （13時～17時）／授業料：50ユーロ

●Journées cosmétiques personnalisés
（ハーブを使用したコスメティックを作るレッスン）
授業期間：2日間（10時～12時および13時30分～18時）
授業料：130ユーロ

【Savoir-Faire & Découverte】
自然、農業、オーガニック、エコロジー等のキーワードに関連す
る様々なレッスンや研修体験を提案している教育機関。
基本的には1日～5日のフランス各地で行われている短期研修
を紹介しており、希望するレッスン内容や期間に合った研修を
提案してくれる。また、レッスンや研修だけでなく住居の手配も
してもらえるのが嬉しい。
●De la plante au remède
（植物を使用した治癒法を学ぶ）
授業期間：2日間／授業料：169ユーロ
場所： La Carneille
●Plantes aromatiques et médicinales
（アロマテラピー、ハーブティー、薬草等について学ぶ）
授業期間：5日間／ 授業料：730ユーロ
場所： Saint-Yrieix-le-Déjalat、Chanteix
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自然が好きな方、生活にハーブを取り入れてみたい方、アロマなど香りを楽しむのが好きな方におすすめのレッスンです。フランスでおしゃ
れなハーブの教室に通ってみませんか？

Séjour en France　             おけいこ留学 Nº5 　
　　　　　　　　　　　　　　   　　　    ‒ バーブ教室編 ‒　

1日間 からの
　　プチ留学！

■ハーブについて
植物療法（フィトテラピー/Le journal no.26参照）や自然療法
（ナチュロパシー）の先進国が集まるヨーロッパ。フランスで
も19世紀末より、ハーブの効用や効果を研究する学問である
「ハーバリズム」が発展している。日本でも医療薬に頼らない
治療法として、ハーブなどを使用し自己免疫力を高めながら治
癒を目指す自然療法が注目されつつある。ハーブ（Herb）はラテ
ン語のHerba（草）に由来している。そのため本来の意味では、
植物全体をハーブと呼ぶこともできる。但し、現代では「鎮静や
興奮などの作用がある有用植物で健康や美容に役立つ植物」
などを指すのが一般的だ。（料理に使用されるものはキッチン
ハーブとも呼ばれる。）その他、防臭・防腐・防虫剤としても活躍
する。ハーブの歴史は紀元前3000年頃まで遡ると言われ、当
時は呪術的な治療方法で使用されていたよう。（エジプトで「エ
ーベルス・パピルス」という医学文書に700種のハーブの記載
がある。）古来より植物の力で体の不調を治癒することは日常
的に行われていたが、その中でも植物の知識が豊富な女性たち
の存在があった。実はそれが魔女のルーツとも言われている。
ちなみに、英語で魔女を意味する「witch」は賢い女性「wise 
woman」に由来するという一説もある。魔女は植物に宿る神々
と心身を病んだ人たちの間をとりもつ特別な存在だった。しか
し、中世には魔女狩りや魔女裁判等に代表される迫害が激しく
なり、ハーブの世界は「暗黒時代」と呼ばれる時期に入る。しか
し、ヨーロッパの各地にある修道院等でもハーブの活用法や保
存法の研究は進められ、その後中世後期には修道院に通うこと
のできない田舎の民の間でもハーブが流行するようになった。
そんな歴史を持つハーブ。現代では比較的身近に様々なかたち
でハーブに触れることができる。香りを楽しむ芳香浴やアロマ
テラピーがありハーブティーも手軽に楽しめるハーブの使用法
の一つだ。

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

L’atelier Ça Relie à Paris©

L’atelier Ça Relie à Paris©

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、フランス・トゥールへ１３ヶ月間の留学のためフランス語勉強中のKINOSHITA Motohiroさん（以下M）に、
AJ-France講師のAdeline（以下A）がお話を伺いました。

そうです。日本では調理パンなど、生地以外の部分の味にこだわってい
るものが多いですが、私はフランスのパンのように、パンそのものがおい
しいパンを作りたいです。私自身も、田舎風パンや食パンなど、食感や小
麦のおいしさが味わえるパンが好きですね。

今のところは不安は全くなく、楽しみです。

昨年50歳で早期退職し、15年前から続けてきた地元福井県のまちづく
りのNPO活動に専念しています。その一環として街にパリのカフェ文化
のようなものを持ってきたいと思い、AJ-Franceの留学サポートサービ
スを利用してトゥールに13ヶ月間の留学をする予定です。

A：
M：
フランス語を始めたきっかけは何ですか？

フランスでは、フランス語と製パンを勉強するんですよね。どんなパンを
作りたいですか？

家でもパンを作ったりしますか？
はい。田舎風パンやシンプルなプチパンなどを時々作りますが、まだ固か
ったり柔らかかったり、という状態です。

フランスへ行くのに不安などは無いですか？

フランスでは、パンも地方によって違います。例えば北と南では全然違い
ますが、ご存知でしたか？
そうなんですね。知りませんでした。

日本に帰って来てからの計画を聞かせて下さい。

なぜカフェ文化に注目をしたのですか？
パリではカフェに人が集まり情報交換や議論などをして文化が育ったと
聞きました。同じように昔、武生（現在の越前市）でも読書会というものを
開いて知識を分け合い、街の文化を育てました。そういった人が集まる場
所を復活させて、まちづくりに役立てたいと思っています。

A：
M：

A：
M：

A：

M：

A：
M：

A：

M：

    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

人が集まって一緒に食べられる様なスペースがあるパン屋を開く予定
で、お店の場所はもう決まっています。パンを作っている姿を街の子供た
ちが見られるようにし、その姿を見て子供たちが何かを学んでくれたら
いいなと思っています。武生はもともと物づくりの街で、刃物や和紙、タ
ンス等の産業が盛んでした。私が子供の頃は、街中で物づくりに触れる
機会もあったのですが、最近は郊外に大きな工場が増えてそういった機
会も無くなりました。また昔のような、物づくりに接する機会を復活させ
たいなと思っています。
パン屋さんのオープン私も楽しみにしています！頑張って下さい。A：

A：
M：



-12- -9-

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～
￥3,500～

※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。

Séjour en France フランス留学情報

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。
サポートは、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。
日時をお知らせ下さい。
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
★ 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

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 

          infl exyon
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
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。

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

des  écoles 
pour nos lecteurs

スタッフが疲れていると、AJ-Franceにあるプチ菜園からハーブを取ってきてハーブ
ティーを作ってくれます。新鮮なハーブの香りでとってもリフレッシュします。

Le thym, un remède miracle 
Très utilisé dans les foyers, le thym est un régal en cuisine. C’est 
aussi un antiseptique et un très bon antiviral. C’est également 
un stimulant général qui tonifi e le système nerveux et facilite la 
digestion. 
Pour assainir votre intérieur, disposez une coupelle d’eau sur vo-
tre chauff age, et ajoutez-y 3 gouttes d’huile essentielle de thym 
avec 3 gouttes d’huile essentielle de lavande ou de citron. 
Comment préparer une tisane de thym?

※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 

liste des cours et ateliers  レッスン＆アトリエ一覧 ■植物やハーブが大好きなAJ-France代表Jean-Jacquesのおすすめは「タイム（thym）」

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

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

*スカイプレッスンとのミッ
クスも可

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

スカイプレッスン 詳細は p.10へ
1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

受講者が選択
 *プライベートレッスンとのミ
ックスも可

受講者が
選択

プライベートレッス
ンと同じ

お友達とペアレ
ッスン

ひとりだと続ける自信がない、でも知ら
ない人との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
1レッスン55分

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

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
（入会金無料）

NOUVEAU !
１週間
短期集中レッスン

詳しくは p.10へ
5日間10回
または
5日間15回

受講者が選択
（7日間のうち5日間）

日本人
または
フランス人

10回：38570円
15回：56570円
入会金およびテキ
スト代不要

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
学び、マスターしたら手鏡で口を見なが
ら開け方を決めていきます。

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！

実際に出題されるのと同じような問題
を解きながら、今後の試験対策の進め
方を掴んでいただく講座です。

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）

DELF/DALF
分野別対策レッスン

DELF4分野のうち、苦手な分野のみを
集中的に対策する講座です。 １ヶ月４回 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。

隔月1回
（奇数月）

土曜日 14h30～16h00
7月2日  9月３日 フランス人

3600円
3910円（ゲスト）
入場料等実費

旅行会話 
Bon voyage !

４回完結のフランス語旅行会話レッス
ン。文法などは一切抜き。習ったその日
から使えるフレーズを学びます。

4回 受講者が選択 受講者が
選択

14400円
（入会金不要）

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

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
7月9日23日  8月13日27日
9月10日24日

Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

アトリエデママン

頑張るママのためのアトリエ。子供に歌
ってあげられる童謡なども歌ったりし
ます。小さなお子様をと一緒にお越しい
ただけます。

月１回
第2・4月曜日 14h～15h30 
※16hまで教室を開放。 
(日時変更の可能性あり）

Akiko 21600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
7月23日  8月27日
9月24日

Yannick 2570円
3090円（ゲスト）

お料理・お菓子
アトリエ 詳細は p.11へ 月１回

土曜日 14h～17h
7月16日  8月20日
9月17日

Jean-
 Jacques

3600円
3910円（ゲスト）

1. 

2. 
3.

4. 

Mettre environ 1 à 2 cuillères à café de thym séché par tasse
d’eau et un peu plus pour le thym frais.
Verser de l’eau pratiquement arrivée à ébullition.
Couvrir le récipient. Cela empêche les huiles volatiles et 
bénéfi ques de s’évaporer.
Faire infuser 5 minutes environ.
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Des leçons adaptées à chaque élève ! フランス語教室情報

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！

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

7月23日（土） 11h~12h50 Fougasses aux olives
オリーブのフーガス

南フランス発祥の、葉っぱの形をしたオリー
ブ入りのパン。

8月27日（土） 11h-12h50 Salade César
シーザーサラダ

日本でも人気のシーザーサラダ。ドレッシン
グから一緒に手づくりします。

9月24日（土） 11h-12h50 Tomates farcies
トマトファルシー

トマトにひき肉などを詰めて焼く料理。ギリシ
ャ発祥だが、フランスでも人気の一品。

参加人数：7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

Atelier Enfants  
ちびっこシェフアトリエ

Leçon de cuisine
pour les petits !

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大人と同じやりかたで料理するよ！

Bon appétit !

miam miam ♡

Le français de A à Z
フランス語教室

p.10～12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。

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

「さあ始まった」「さあ行くよ」という
意味の表現。この「mon kiki」はどう
いう意味があるのかと尋ねても、大
抵のフランス人は「意味はない」と答
える。実際、その由来は定かでないよ
うだ。かつて娼婦たちが客のことを
kikiと呼び、部屋へ向かう前にこう言
っていたという説。また。kikiは喉とい
う意味があり、出発前の一杯を飲む
時にこの表現が使われていたとも言
われる。 他にも、単に語呂が良いとい
う説など、複数の説があるようだ。

Le saviez-vous?
« C’est parti mon kiki ! »

クレームアングレーズに、ふわふわのメ
レンゲを浮かべたデザートで、フランス
では食後のデザートの定
番。île fl ottanteは浮
島という意味。œufs 
à la neigeとも呼ぶ。

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！
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。

Atelier de Cuisine  
お料理・お菓子アトリエ

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 yensI le flotteante

　　　　　　　　イルフロッタント

Paris������ Brest
　　　　 パリ・ブレスト 

Tarte Tatin
　　　　　　　　　　タルトタタン

9/   17（土）

8/   20（土）

7/   16（土）

リング状に焼き上げたシュー生地に、プラ
リネクリームをはさんだお菓子。1891年
のパリ‒ブレスト間の自転車レースの際に
車輪をイメージして考えられた。

毎年人気のタルトタタン。こんがりキャラメ
リゼしたリンゴにタルト生地をかぶせて焼
いたもの。キャラメルの甘味
とリンゴの爽やかな酸味
の調和がおいしい一品。

詳細は、決まり次第ホームページ等でお知らせ致します。

◇１０レッスンコース（2レッスン x ５日間） ¥38,570
◇１５レッスンコース（3レッスン x ５日間） ¥56,570
入会金・テキスト代不要
1レッスン55分のプライベートレッスン。受講期間７日以内。
レッスン数追加も可能。詳しくはお問い合わせ下さい。

もうすぐフランスへ出発だけどフランス語が不安、普段は忙
しくて定期的にレッスンに通えない、休暇で京都に滞在する
ついでに何か勉強したい、という方にぴったりのコース。京
都でフランス語漬けの１週間を過ごしてみましょう！

UNE SEMAINE en IMMERSION
１週間短期集中レッスン

京都でフラ
ンス語漬け

の１週間！ち
ょっとし

たプチ留学
気分♪

Nouveau !

Leçons par Skype
スカイプレッスン

フランス語で
京都

のガイド体
験をして

みませんか
？

1レッスン55分  1ヶ月4回¥14400／3ヶ月6回￥22630
＊入会金、テキスト代別途必要です。 
＊教室でのレッスンとミックスして受講も可能。

あなたの街にフランス語教室がなくても大丈夫。インターネット
環境さえあれば、すぐに受講可能です。「近くに学校がない」「仕事
の合間にレッスンを受けたい」「忙しくて学校まで通う時間がな
い」という方に特におすすめ。フランス語教授法を熟知したプロ
の講師が責任を持ってレッスンしますので、教室に通っているの
と同じ感覚で学べます。

これまでに
フランス、

モロッコ、ア
メリカ、

香港、国内
各都市

からレッスン
を受講

されていま
す！

Spécial Atelier

Herbes en cuisine
ー スペシャルアトリエ 料理に使うハーブを学ぼう ー

Evenemen
t

イベント情報

Samedi 24 septembre  14h00 - 17h00

photo (cc) Merle ja Joonas

photo (cc) Jonathan
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             京都市北区上賀茂桜井町74-1
                                  Gallery YOU

「さあ始まった」「さあ行くよ」という
意味の表現。この「mon kiki」はどう
いう意味があるのかと尋ねても、大
抵のフランス人は「意味はない」と答
える。実際、その由来は定かでないよ
うだ。かつて娼婦たちが客のことを
kikiと呼び、部屋へ向かう前にこう言
っていたという説。また。kikiは喉とい
う意味があり、出発前の一杯を飲む
時にこの表現が使われていたとも言
われる。 他にも、単に語呂が良いとい
う説など、複数の説があるようだ。

Le saviez-vous?
« C’est parti mon kiki ! »

クレームアングレーズに、ふわふわのメ
レンゲを浮かべたデザートで、フランス
では食後のデザートの定
番。île fl ottanteは浮
島という意味。œufs 
à la neigeとも呼ぶ。

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！
３名様以上でオーダーメイドレッスンも承ります。

Atelier de Cuisine  
お料理・お菓子アトリエ

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 yensI le flotteante

　　　　　　　　イルフロッタント

Paris������ Brest
　　　　 パリ・ブレスト 

Tarte Tatin
　　　　　　　　　　タルトタタン

9/   17（土）

8/   20（土）

7/   16（土）

リング状に焼き上げたシュー生地に、プラ
リネクリームをはさんだお菓子。1891年
のパリ‒ブレスト間の自転車レースの際に
車輪をイメージして考えられた。

毎年人気のタルトタタン。こんがりキャラメ
リゼしたリンゴにタルト生地をかぶせて焼
いたもの。キャラメルの甘味
とリンゴの爽やかな酸味
の調和がおいしい一品。

詳細は、決まり次第ホームページ等でお知らせ致します。

◇１０レッスンコース（2レッスン x ５日間） ¥38,570
◇１５レッスンコース（3レッスン x ５日間） ¥56,570
入会金・テキスト代不要
1レッスン55分のプライベートレッスン。受講期間７日以内。
レッスン数追加も可能。詳しくはお問い合わせ下さい。

もうすぐフランスへ出発だけどフランス語が不安、普段は忙
しくて定期的にレッスンに通えない、休暇で京都に滞在する
ついでに何か勉強したい、という方にぴったりのコース。京
都でフランス語漬けの１週間を過ごしてみましょう！

UNE SEMAINE en IMMERSION
１週間短期集中レッスン

京都でフラ
ンス語漬け

の１週間！ち
ょっとし

たプチ留学
気分♪

Nouveau !

Leçons par Skype
スカイプレッスン

フランス語で
京都

のガイド体
験をして

みませんか
？

1レッスン55分  1ヶ月4回¥14400／3ヶ月6回￥22630
＊入会金、テキスト代別途必要です。 
＊教室でのレッスンとミックスして受講も可能。

あなたの街にフランス語教室がなくても大丈夫。インターネット
環境さえあれば、すぐに受講可能です。「近くに学校がない」「仕事
の合間にレッスンを受けたい」「忙しくて学校まで通う時間がな
い」という方に特におすすめ。フランス語教授法を熟知したプロ
の講師が責任を持ってレッスンしますので、教室に通っているの
と同じ感覚で学べます。

これまでに
フランス、

モロッコ、ア
メリカ、

香港、国内
各都市

からレッスン
を受講

されていま
す！

Spécial Atelier

Herbes en cuisine
ー スペシャルアトリエ 料理に使うハーブを学ぼう ー

Evenemen
t

イベント情報

Samedi 24 septembre  14h00 - 17h00

photo (cc) Merle ja Joonas

photo (cc) Jonathan
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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～
￥3,500～

※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。

Séjour en France フランス留学情報

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。
サポートは、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。
日時をお知らせ下さい。
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
★ 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

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 

          infl exyon
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
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。

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

des  écoles 
pour nos lecteurs

スタッフが疲れていると、AJ-Franceにあるプチ菜園からハーブを取ってきてハーブ
ティーを作ってくれます。新鮮なハーブの香りでとってもリフレッシュします。

Le thym, un remède miracle 
Très utilisé dans les foyers, le thym est un régal en cuisine. C’est 
aussi un antiseptique et un très bon antiviral. C’est également 
un stimulant général qui tonifi e le système nerveux et facilite la 
digestion. 
Pour assainir votre intérieur, disposez une coupelle d’eau sur vo-
tre chauff age, et ajoutez-y 3 gouttes d’huile essentielle de thym 
avec 3 gouttes d’huile essentielle de lavande ou de citron. 
Comment préparer une tisane de thym?

※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 

liste des cours et ateliers  レッスン＆アトリエ一覧 ■植物やハーブが大好きなAJ-France代表Jean-Jacquesのおすすめは「タイム（thym）」

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

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

*スカイプレッスンとのミッ
クスも可

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

スカイプレッスン 詳細は p.10へ
1ヶ月4回
3ヶ月6回
1レッスン55分

受講者が選択
 *プライベートレッスンとのミ
ックスも可

受講者が
選択

プライベートレッス
ンと同じ

お友達とペアレ
ッスン

ひとりだと続ける自信がない、でも知ら
ない人との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
1レッスン55分

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

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
（入会金無料）

NOUVEAU !
１週間
短期集中レッスン

詳しくは p.10へ
5日間10回
または
5日間15回

受講者が選択
（7日間のうち5日間）

日本人
または
フランス人

10回：38570円
15回：56570円
入会金およびテキ
スト代不要

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
学び、マスターしたら手鏡で口を見なが
ら開け方を決めていきます。

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！

実際に出題されるのと同じような問題
を解きながら、今後の試験対策の進め
方を掴んでいただく講座です。

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）

DELF/DALF
分野別対策レッスン

DELF4分野のうち、苦手な分野のみを
集中的に対策する講座です。 １ヶ月４回 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。

隔月1回
（奇数月）

土曜日 14h30～16h00
7月2日  9月３日 フランス人

3600円
3910円（ゲスト）
入場料等実費

旅行会話 
Bon voyage !

４回完結のフランス語旅行会話レッス
ン。文法などは一切抜き。習ったその日
から使えるフレーズを学びます。

4回 受講者が選択 受講者が
選択

14400円
（入会金不要）

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

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
7月9日23日  8月13日27日
9月10日24日

Héloïse
Yannick

15450円
テキスト代実費

アトリエデママン

頑張るママのためのアトリエ。子供に歌
ってあげられる童謡なども歌ったりし
ます。小さなお子様をと一緒にお越しい
ただけます。

月１回
第2・4月曜日 14h～15h30 
※16hまで教室を開放。 
(日時変更の可能性あり）

Akiko 21600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
7月23日  8月27日
9月24日

Yannick 2570円
3090円（ゲスト）

お料理・お菓子
アトリエ 詳細は p.11へ 月１回

土曜日 14h～17h
7月16日  8月20日
9月17日

Jean-
 Jacques

3600円
3910円（ゲスト）

1. 

2. 
3.

4. 

Mettre environ 1 à 2 cuillères à café de thym séché par tasse
d’eau et un peu plus pour le thym frais.
Verser de l’eau pratiquement arrivée à ébullition.
Couvrir le récipient. Cela empêche les huiles volatiles et 
bénéfi ques de s’évaporer.
Faire infuser 5 minutes environ.



■フランスでハーブ教室に通ってみよう！
【Ecole des Herbes】
フランスの北西部ブルターニュ地方Masséracにあるハーブの
専門学校。半日の短期レッスンから、1年間の長期研修コースま
で様々な目的や希望に合ったレッスンを行っている。
●Ateliers demi-journée
（半日で簡単なハーブの知識を学ぶ）
授業期間：半日 （13時～17時）／授業料：50ユーロ

●Journées cosmétiques personnalisés
（ハーブを使用したコスメティックを作るレッスン）
授業期間：2日間（10時～12時および13時30分～18時）
授業料：130ユーロ

【Savoir-Faire & Découverte】
自然、農業、オーガニック、エコロジー等のキーワードに関連す
る様々なレッスンや研修体験を提案している教育機関。
基本的には1日～5日のフランス各地で行われている短期研修
を紹介しており、希望するレッスン内容や期間に合った研修を
提案してくれる。また、レッスンや研修だけでなく住居の手配も
してもらえるのが嬉しい。
●De la plante au remède
（植物を使用した治癒法を学ぶ）
授業期間：2日間／授業料：169ユーロ
場所： La Carneille
●Plantes aromatiques et médicinales
（アロマテラピー、ハーブティー、薬草等について学ぶ）
授業期間：5日間／ 授業料：730ユーロ
場所： Saint-Yrieix-le-Déjalat、Chanteix
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自然が好きな方、生活にハーブを取り入れてみたい方、アロマなど香りを楽しむのが好きな方におすすめのレッスンです。フランスでおしゃ
れなハーブの教室に通ってみませんか？

Séjour en France　             おけいこ留学 Nº5 　
　　　　　　　　　　　　　　   　　　    ‒ バーブ教室編 ‒　

1日間 からの
　　プチ留学！

■ハーブについて
植物療法（フィトテラピー/Le journal no.26参照）や自然療法
（ナチュロパシー）の先進国が集まるヨーロッパ。フランスで
も19世紀末より、ハーブの効用や効果を研究する学問である
「ハーバリズム」が発展している。日本でも医療薬に頼らない
治療法として、ハーブなどを使用し自己免疫力を高めながら治
癒を目指す自然療法が注目されつつある。ハーブ（Herb）はラテ
ン語のHerba（草）に由来している。そのため本来の意味では、
植物全体をハーブと呼ぶこともできる。但し、現代では「鎮静や
興奮などの作用がある有用植物で健康や美容に役立つ植物」
などを指すのが一般的だ。（料理に使用されるものはキッチン
ハーブとも呼ばれる。）その他、防臭・防腐・防虫剤としても活躍
する。ハーブの歴史は紀元前3000年頃まで遡ると言われ、当
時は呪術的な治療方法で使用されていたよう。（エジプトで「エ
ーベルス・パピルス」という医学文書に700種のハーブの記載
がある。）古来より植物の力で体の不調を治癒することは日常
的に行われていたが、その中でも植物の知識が豊富な女性たち
の存在があった。実はそれが魔女のルーツとも言われている。
ちなみに、英語で魔女を意味する「witch」は賢い女性「wise 
woman」に由来するという一説もある。魔女は植物に宿る神々
と心身を病んだ人たちの間をとりもつ特別な存在だった。しか
し、中世には魔女狩りや魔女裁判等に代表される迫害が激しく
なり、ハーブの世界は「暗黒時代」と呼ばれる時期に入る。しか
し、ヨーロッパの各地にある修道院等でもハーブの活用法や保
存法の研究は進められ、その後中世後期には修道院に通うこと
のできない田舎の民の間でもハーブが流行するようになった。
そんな歴史を持つハーブ。現代では比較的身近に様々なかたち
でハーブに触れることができる。香りを楽しむ芳香浴やアロマ
テラピーがありハーブティーも手軽に楽しめるハーブの使用法
の一つだ。

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

L’atelier Ça Relie à Paris©

L’atelier Ça Relie à Paris©

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、フランス・トゥールへ１３ヶ月間の留学のためフランス語勉強中のKINOSHITA Motohiroさん（以下M）に、
AJ-France講師のAdeline（以下A）がお話を伺いました。

そうです。日本では調理パンなど、生地以外の部分の味にこだわってい
るものが多いですが、私はフランスのパンのように、パンそのものがおい
しいパンを作りたいです。私自身も、田舎風パンや食パンなど、食感や小
麦のおいしさが味わえるパンが好きですね。

今のところは不安は全くなく、楽しみです。

昨年50歳で早期退職し、15年前から続けてきた地元福井県のまちづく
りのNPO活動に専念しています。その一環として街にパリのカフェ文化
のようなものを持ってきたいと思い、AJ-Franceの留学サポートサービ
スを利用してトゥールに13ヶ月間の留学をする予定です。

A：
M：
フランス語を始めたきっかけは何ですか？

フランスでは、フランス語と製パンを勉強するんですよね。どんなパンを
作りたいですか？

家でもパンを作ったりしますか？
はい。田舎風パンやシンプルなプチパンなどを時々作りますが、まだ固か
ったり柔らかかったり、という状態です。

フランスへ行くのに不安などは無いですか？

フランスでは、パンも地方によって違います。例えば北と南では全然違い
ますが、ご存知でしたか？
そうなんですね。知りませんでした。

日本に帰って来てからの計画を聞かせて下さい。

なぜカフェ文化に注目をしたのですか？
パリではカフェに人が集まり情報交換や議論などをして文化が育ったと
聞きました。同じように昔、武生（現在の越前市）でも読書会というものを
開いて知識を分け合い、街の文化を育てました。そういった人が集まる場
所を復活させて、まちづくりに役立てたいと思っています。

A：
M：

A：
M：

A：

M：

A：
M：

A：

M：

    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

人が集まって一緒に食べられる様なスペースがあるパン屋を開く予定
で、お店の場所はもう決まっています。パンを作っている姿を街の子供た
ちが見られるようにし、その姿を見て子供たちが何かを学んでくれたら
いいなと思っています。武生はもともと物づくりの街で、刃物や和紙、タ
ンス等の産業が盛んでした。私が子供の頃は、街中で物づくりに触れる
機会もあったのですが、最近は郊外に大きな工場が増えてそういった機
会も無くなりました。また昔のような、物づくりに接する機会を復活させ
たいなと思っています。
パン屋さんのオープン私も楽しみにしています！頑張って下さい。A：

A：
M：
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Une expérience inoubliable !  フランスからのルポタージュ

Lesageの刺繍に憧れ、念願のフランスへ
今回はAJ-Franceのビザサポートサービスを利用し、Ecole Lesageへ１ヶ月の短期留学をしたOKAMOTO 
Kazumiさんをご紹介します。

オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方Longesにアトリエを構えるコンフィチュール職
人Philippe BRUNETONさん。元々料理人としてキャリアを積んでいたが、とあるき

っかけでコンフィチュール職人へと転身し、以来フルーツとハーブ、花、スパイスなどを
上手く調和させたコンフィチュールを120種類以上も作ってきた。名前が広く知られるよ

うになった現在でも、量産することより質にこだわったコンフィチュール作りをしている。
Philippeさんの転身のきっかけとは何だったのか。2010年に妻Marie-Françoiseさんの祖父母の家にレストランをオ
ープンする予定で準備が進んでいた。しかし、諸々の事情でこの計画を諦めざるを得なくなってしまった。そんな時に何
人もの有名シェフが後押ししてくれ、Longesにコンフィチュールのアトリエをオープンすることになったのだ。
彼はコンフィチュール作りに主に、macérationという製法を用いている。フルーツを一定時間砂糖などに漬けこんでお
いてから加熱するという製法。これにより、コンフィチュールになった後でもフルーツそのものの風味や色、質感を感じ
ることができる。彼のコンフィチュールを味わってみると、量産されているものとの
違いは明らかだ。分量についても、ひと昔前のようにフルーツ1kgに対し、砂糖
1kgというレシピはもう古いのだと言う。料理人として培ってきた感覚が、コ
ンフィチュールの絶妙な味のバランスに生かされている。

三度の来日経験もあるPhilippeさんが、日本の
食材の中で今いちばん使ってみたいと思

っているのは柚子だそう。日本食人気
もすっかり定番になってきたフラン
スだが、やはり柚子などの食材は
まだ手に入りづらく、手に入った
としても非常に高価。食材だけで
なく、個人的にも日本が大好きだと
いうBRUNETON夫妻。次回の来日
の頃には、Philippeさん流フランスと日
本のマリアージュを味わえるかもしれない。

BRUNETON Meilleur Confi turier de France    http://www.confi ture-bruneton.com/

海外旅行といえばグアムとハワイ旅行にしか行ったことがなかった
私。また、私には子供が小学生の息子と中学生の娘がいます。そんな
私がパリに行こうと思い立ち、無事実現できたので私の1ヶ月のパリ
生活をご紹介します。

●短期留学を実現するまで
昔から手づくりが好きで時々海外の手芸雑誌を取り寄せ、読めもし
ないのに写真を見て楽しんでいました。その中でLesageの刺繍はと
ても芸術的に見え、感動し、学びたいという気持ちになりました。
どうしたらLesageの刺繍を学べるか調べていくうちにたどり着いた
のがAJ-Franceでした。Lesageの学校申し込みやアパートの手配
が必要、また、学校に行くにはフランス語が必要。留学のサポートも
フランス語レッスンもしてくれる、私にとってAJ-Franceは全てをお
任せできるところでした。
一番の問題は子供のことで、子供に寂しい想いをさせるのではと躊
躇いもありました。子供たちにフランスはどんな国でルサージュは自
分の期待していた通りなのか、数年後ではなくて今知りたいと相談
しました。子供たちは「毎日フランス語を勉強しているのを知ってる。
そんなにフランスに行きたいんだなと思っていた。寂しいけど我慢す
る。行ってきて。」と言ってくれました。この言葉が決め手となり準備
を開始。決めてから約1ヶ月後の出発でした。自分で手配するのは飛
行機のチケットのみ。それ以外はAJ-Franceにお任せだったのでフ
ランス語の勉強に集中できました。
●C’est parti !
当日は緊張と不安がありました。初めての飛行機、飛行時間は約
12時間。長かった。到着し入国審査はあまり質問も無く通過。
タクシー乗り場もすぐ見つかり、運転手さんにアパートの住所を渡
し、何も問題なく到着。アパートの前に到着後大家さんに電話をした
らすぐに来てくれました。鍵の受け渡しとアパートの説明あり。大家
さんはとても親切でした。アパートのWiFiの設定に少し苦労しまし
たがAJ-Franceに連絡して大家さんとやり取りしてもらい、無事に
接続できました。アパートは日用品が全て揃っていたので慌てて何
か買わなくてはと言うことはありませんでした。
●刺繍学校Ecole Lesage
初めての授業は緊張と期待でいっぱいでした。学校の方は思ってい
たより親切でした。先生は英語とフランス語が話せるので、フランス
語が苦手な方でも授業に参加できます。でも私は「Pas anglais, je 
parle le français un peu」と伝えたところ、先生方はゆっくり話し
てくれました。初めはお手本としてデモンストレーションをしてくれ
るのでそれを見よう見まねで学んで行きます。困ったことは特にあり
ませんでした。宿題は大変でしたが好きなことなので楽しかったで
す。また通いたい!

●パリからもSkypeでフランス語レッスン
パリに行ってからもSkypeでAJ-Franceの授業を受けました。行っ
てから心細くなるのが嫌だったのでパリ滞在中の授業も予約してか
ら出発しました。これはよかったです。すぐに使いたいフランス語を
教えていただけましたし、困った時にフランスを知ってる人に教えて
もらえることはとてもありがたいです。
●パリでの日常生活
カード支払いが便利だと思いました。慣れないお金をもたもた出す
より間違いがないですし楽でした。VlSA、JCB、MULTI-CURREN-
CY CASH passeportを持って行き、使う頻度は、1 MULTI-CUR-
RENCY CASH passeport、2 VISA、3 JCBでした。 
市場やパン屋さんではカードが使えないところもありましたが、現金
はほんの少ししか持ち歩かず、ほとんどカード支払いでした。
Boulangerieへ毎日のように行きました。初めて「Je voudrais…」
のフレーズを実際に使い良い練習になりました。お気に入りは、Pain 
au chocolat、外側がパリパリしていて中に入っているチョコレート
が本当においしかった！そしてBaguette、シンプルなバゲットもとて
も美味しかった。Supermarchéではエコバックは必須。店内を見て
るだけでも楽しかったです。そしてMétroは思っていたより綺麗、便
利、そして怖くなかった。
Lesage⇔アパート間片道約30分を毎日歩きました。通り道にある
お店に入りフランス語が通じるか試してみたり、街並みの景色を眺
めたりしました。わざわざ観光地に行かなくてもパリの街はとてもき
れいでした。空と建物に何度も感動しました。本当に色んな人がいる
ことを感じました。
●私の決まり事
お店に入ったらまず「Bonjour」と挨拶すること。「Je peux voir?」
と声をかけ、触りたい時は「J .peux toucher?」、試したい時は「Je 
peux essayer?」と聞くこと。いい買い物をしたら「Je suis conten-
te.」と感想を言うこと。英語で話しかけられたら「Pas anglais, je 
parle le français un peu」。「Merci」「Au revoir」は必ず言うこと。
これを必ず守っていました。するとほとんどいやな思いをすることも
なく、みなさん親切で笑顔で対応してくれました。
●短期留学をしてみて
本当に行ってよかったと思います。いやなこともありましたが、これは
日本にいてもあります。私は日本にいると感じることのできないあの
緊張感と、あの景色が大好きです。
話せる話せないは別として前よりフランス語がとても好きになりま
した。初めはLesageにしか興味なかったのですが、今は、「1.フラン
ス語」、「2.フランス」、「3.Lesage」です。フランスは私にとって長期
で住んでみたい魅力的な国でした。私のレポートがこれから渡仏さ
れる方々への小さなアドバイスになればと思います。

ることができる。彼のコンフィチュールを味わってみると、量産されているものとの
違いは明らかだ。分量についても、ひと昔前のようにフルーツ1kgに対し、砂糖
1kgというレシピはもう古いのだと言う。料理人として培ってきた感覚が、コ
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アパートの共有のゴミ捨て場にはよく、まだ使えるものが捨ててある。捨ててあるというよりも、住人が不要になったものを「誰か使ってくだ
さい」という感じで、目立つように置いておくのがルール。以前、いい状態の女性用のジャケットが置いてあったので、妻の為に拾ってきた。よ
く確認するとファスナーが壊れていたが、下の階の住人が洋服の修理人だと思い出し、妻が修理に出して今では好んでよく着ている。息子の
洋服は住人が「これもう着ないからどうぞ息子さんに」と言って持って来てくれる。先日は、近所の人が「要らないレコードがあるから欲しか

ったら取りに来て」と言うので頂いて、DJをする際に使っている。またアパートの共有
の玄関や階段で住人とすれ違う際に、挨拶をしながら軽く世間話をして不要な物を
頂いたり差し上げたりする事もある。パリの様な大都市においても、近所の住民との
繋がりはこんな風に保たれている。
Motomitsu (前原本光）
1977年浜松生まれパリ在住。DJ、音楽家、絵本作家、詩人。絵本作家としてスイス、
韓国の出版社から絵本を出版。音楽家としてアメリカのSoiree records interna-
tional等から作品をリリース。パリのDJ集団「Cracki」のDJとしての活動や鍵盤楽
器奏者としてもいくつかのバンドに在籍。コラージュ作家としての活動などジャンル
や国境を超えて活動中。
http://blog.livedoor.jp/cafetheeel/　djmotojapan@gmail.com

Le-Journal 編集スタッフの

　　ちょっとひと息

      pause café

Bière artisanale parisienne パリの地ビール

Les Châteaux en fête! - Les feux d’artifi ce des Châteaux de la Loire
プチコラム

  Si vous êtes de passage en France pendant l’été, c’est le moment idéal pour visiter la 
Loire et ses Châteaux ! De juin à septembre, ces derniers s’illumineront de mille-feux et 

retrouveront un peu de leur atmosphère d’antan à travers diverses anima-
tions. Par exemple, au Domaine de Cheverny, aura lieu du 4 au 5 juin un 
bal costumé ouvert aux visiteurs, qui pourront aussi admirer de véritables 
déguisements de Venise ! A Villandry, les jardins seront illuminés par 2000 
bougies les 1er et 2 juillet, et la soirée s’achèvera par un gigantesque feu 
d’artifi ce tiré au-dessus de l’eau. Au Château royal d’Amboise, du 19 au 
26 juin, on propose des animations théâtrales avec costumes d’autrefois, 
ainsi qu’un grand concert pour le week-end. Le domaine de Chambord n’est 
pas en reste avec ses multiples concerts qui s’étalent tout au long du mois 
de juin : jazz, rock, musique du monde ou classique, il y en a pour tous les 
goûts ! Un feu d’artifi ce sera également tiré en musique le 1er juillet. Au 
Château de Langeais du 10 juillet au 24 août, vous pourrez assister à des 
combats d’épée et joutes verbales ! Même ambiance au Château de Blois 
qui vous propose des spectacles d’escrime, de danse et de musiques ancien-
nes pendant tout l’été. Amusez-vous bien ! (Amandine LATOUR)

数年前から、パリを中心に注目を浴び始めてい
るbière artisanale(クラフトビール)。フランス
でビールと言えばアルザスが有名。そしてフラン
スは、ドイツ、イギリス、ベルギーといったビール
大国に囲まれており、これらの国のビールも多
く見かける。
しかし、今パリでブームなのは、パリ産のクラフ
トビール。パリでビールを作っているの？と驚く
方もいるかも知れないが、パリ市内にもmicro-
brasserieと呼ばれる小規模ビール醸造所があ
る。地産地消のコンセプトがパリジャンたちの
共感を誘っているようだ。見学(多くの場合試飲
付き)が可能なmicro-brasserieもあるので、た
まには定番のワインではなく、パリの地ビール
を味わってみるのもいいかもしれない。

Les personnalités liées à Blois
● Jack Lang
ソーシャリストの政治家。1939年ロレーヌのMirecourt生
まれ。1989年から2000年までブロワ市長を務めた。
ソーシャリストの政権下で、複数回にわたり大臣の職
に就いたが、中でもフランソワ ミッテラン政権時代の
文化大臣としての功績はよく知られている。国の文化予
算を倍増し、Fête de la musiqueやJournée natio-
nale du patrimoine. 現在のJournée européennes
du patrimoine）の創設、文化施設の建設などを積極的に
行った。グランルーヴル計画の一環としてルーヴル美術館
のガラスのピラミッドが建てられたり、オペラバスティーユ
や国立図書館、ラデファンスの新凱旋門が建設されたのも
この時代だった。

● Victor-Auguste Poulain
フランスの老舗チョコレートメーカー「Chocolat Pou-
lain」の創始者。1825年Pontlevoyの小作人の家の第
10子として生まれた。13歳から9年間パリでショコラティ
エの修行をした後、1848年23歳でブロワに戻り、自身の
お店を開いた。お店はすぐに成功を収め、1862年にはチョ
コレート製造の工場を建てるまでになった。彼が、フランス
のチョコレート産業確立のきっかけを作ったと言っても過
言ではないだろう。Chocolat Poulainが販促用に作ったク
ロモカードなどは、コレクターの間で人気。 Endroits de charme autour de Blois 

ロワール古城巡りで有名なこの地方。せっかく来たならブロ
ワだけでなく、他の街もぜひ訪れていただきたい。ブロワ周辺
のおすすめの街をいくつか紹介しよう。

●Amboise - アンボワーズ
ブロワからは電車なら約20分。駅は街の中心からロワール
川を渡った対岸にあるが、徒歩圏内。見どころは何と言って
もアンボワーズ城、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチが晩年を
過ごしたクロ・リュセ城。旧市街はこじんまりとしていて、短
時間の散策でも十分その雰囲気を楽しめる。

●Chambord - シャンボール
ロワール渓谷最大の広さを誇るシャンボール城の街。3月
末から11月初旬の間、本数は少ないがブロワからシャンボ
ール城までのシャトルバスが運行されている。シャンボール
城は、敷地に入るとその広さに圧倒される。総面積5440ヘ
クタール。パリ市の面積が、ブローニュの森とヴァンセンヌ
の森を含めて10540ヘクタールということを考えると、そ
の広大さを想像していただけるだろうか。

●Cheverny - シュヴェルニー
ブロワからほど近いところにある小さな村。見どころは言う
までもなくシュヴェルニー城。こちらも3月末から11月初旬
の間、ブロワ駅からのシャトルバスでアクセス可能。現在の
城主はこのお城を建築したHenri Huraultの子孫で、城に
居住している。敷地内には犬舎もあり、100頭以上の猟犬
が飼われている。タイミングが合えば、迫力満点の猟犬への
給餌の様子も見られるかもしれない。

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

パリ市内のmicro-brasserie
  ※見学は予約が必要な場合あり。
     詳細は各施設に確認を。

BAPBAP
79, rue Saint Maur 75011

Brasserie la Goutte d’Or
28, rue de la Goutte d’Or 75018

Brasserie La Baleine
17, rue Henri Duvernois 75020 

O’neil
20, rue des Canettes 75006
こちらは、ビストロになっており飲食も可能。



Que manger en Centre-Val de Loire ?
古くから様々な食材にも恵まれていたこの地方。言うまでもなく、良い食材のある土地には豊かな食文化が育つ。そんなこの地方の
料理を少し紹介しよう。

●Pot-au-feu du braconnier ‒ 密猟人のポトフ
ポトフと言えば一般的に牛肉と野菜を煮込んだ料理を思い浮かべるが、このpot-au-feu du braconnierは、アナウサギなど
のジビエを使う。ちなみにbraconnierとは、密猟者の意味で、密猟によって捕獲された肉を使ったことからこの名前がつけられ
たと言われている。

●Rillons de Touraine ‒ トゥーレーヌ風リヨン
塩やハーブをまぶして一晩置いた豚のバラ肉の角切りに、こんがりとした焼き色をつけラードで煮込むトゥールの郷土料理。サ
ラダやレンズ豆と一緒に食べられることが多い。元々は、中世に貴重だった豚肉を保存しておくために考えられた。古くからある
料理だが、現在もほとんどレシピを変えずに作られているのだそう。  

●Poires tapées ‒ ポワールタペ 
皮をむいた洋梨を釜やオーブンで焼いて乾燥させ、木槌で叩いて平たくした
もの。taperとは叩くという意味。元々、夏の終わりに収穫した洋梨を長期間
保存するために作られていた。ジビエや豚肉料理、またはデザートに添えて
食べる。リンゴでも同じようなものが作られることがあるが、リンゴの場合は
Pommes tapéesとなる。

●Tarte Tatin ‒ タルトタタン
日本でもすっかり有名になったこのお菓子。キャラメリゼしたリンゴを型に
敷き詰め、上からタルト生地をかぶせて焼く。その発祥も良く知られている通
り、この地方のLamotte-Beuvronという街でホテルを営んでいたタタン姉
妹の姉、ステファニーの失敗から生まれたと言われている。レストラン経営者
Louis Vaudableが自身の経営するパリの有名レストランMaxim’sのメニュ
ーに取り入れ、次第にフランス中に広まった。

●Pithiviers ‒ ピチヴィエ
パイ生地にアーモンドクリームを詰めて焼いたお菓子で、その名前と同じ、
Centre-Val de Loire地方のPithiviersという名前の村が発祥。日本でもよ
く知られているGalettes des Roisと非常に似ている。その違いは、Pithi-
viersはアーモンドクリームのみで作られるのに対し、Galettes des Roisは
多くの場合フランジパーヌが使われるという点。
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フランス革命以前に存在した州「Anjou」（現在のMaine-et-Loire県にほぼ一致する）発祥のデザート。伝統的なレシピは、泡立
てた生クリームとメレンゲのみで作られますが、ここでは現在よく見かける少しアレンジしたレシピをご紹介します。

Préparation :
1. 
2.

3.

4. 

5.

Montez la crème en chantilly.

Battez les blancs d’oeufs en neige avec la pin-
cée de sel.

Incorporez la chantilly et les blancs d’œufs en 
neige dans le fromage blanc bien égoutté.

Prenez de petits pots, installez des gazes sté-
riles et remplissez-les à la cuillère avec le cré-
met pour qu’il s’égoutte doucement. Il ne doit 
jamais tremper dans l’eau.  

Refermez les gazes et mettez au frais toute 
une nuit en l’égouttant de temps en temps.

【オペア-Jeune Fille au Pairをご存じですか？】

オペアとは
フランスでは「Jeune Fille au Pair」と呼ばれ、海外でホームステ
イをしながらその家の子どものベビーシッターをし、ホストファミ
リーからその報酬をいただき生活するシステムです。（住居費およ
び食費はホストファミリーが支払います。また語学学校への通学
が必須で、求人は女性のみ。9月からの受け入れが一般的です。拘
束される時間が多いので、低予算で学費や滞在費を稼ぎながらフ
ランス語の勉強に集中したいという方に最適の滞在方法です。
このシステムは日本ではまだ馴染みのない滞在方法ですが、ヨー
ロッパの学生にとっては人気のある滞在方法の１つでもあります。 
ある程度のフランス語力を持った方や、学校で学ぶだけのフラン
ス語では物足りないという方、また子供好きの方などにお勧め。
また、フランス語初心者でも日仏のご家庭からの申込があれば、チ
ャンスがある場合もあります。学校の授業以外で、自らの会話力を
実践しながらフランス人の日常生活に密着し、生きた語学と文化
を体感するいい機会を得ることができるでしょう。

フランス生活のプチカルネ N°13  
オペア留学サポートの流れ
オペア留学プランをお申込頂きますと、まずはフランスのオペア
協会に登録するための書類を作成するところから始まります。（も
ちろんフランス語での書類ですが、当社が添削サポートを致しま
す。）オペア協会の登録後は、オペア協会を通じて受け入れ家族か
らの連絡を待ちます。家族が見つかりましたら相性確認や面接た
め、電話もしくはスカイプなどで直接話します。通常、受け入れ家
族が決定すればオペア用のビザ申請が可能となります。（フランス
語力が重要ポイントとなるため、お申込前にお電話やスカイプに
てフランス語のレベルチェックを行なっております。チェック後に、
オペア留学が可能なフランス語レベルをお持ちかどうかについて
お客様へご案内いたします。）
【オペア留学サポート料金】
サポート料金（第一段階）：20000円
サポート料金（第二段階）：30000円
詳細はAJ-Franceまでお問い合わせ下さい。

Cathédrale Saint-Louis de Blois - サン・ルイ大聖堂
ブロワ城の近くにあるゴシック様式の大聖堂。特徴的なのは、その少し現代
的な印象のデザインの33枚のステンドグラス。1992年から2000年にか
け、オランダ人コンセプチュアル・アーティストJan Dibbetsがデザインし、
フランス人ステンドグラス職人Jean Mauretが完成させた。かなり透度の
あるガラスと菱形の枠組みが、他の教会ではあまり見かけない。

Fondation du doute - フォンダシオンデュドゥート
2013年にブロワ市によって創設された現代アートの美術館。フランスのフ
ルクサスを代表するアーティストBen Vautierの作品が展示されている。中
庭にあるBenの作品が建物の壁を埋めつくす「Mur des mots」も見逃せな
い。また、カフェも併設されており、Benの作品に囲まれて食事やお茶を楽し
むこともできる。

Maison de la magie - マジックの館
ブロワ城の向かいにあるマジックの博物館。５階建ての館内では、目の錯覚
を利用したマジック、オートマタ（西洋式からくり人形）、マジックの祖と呼ば
れているブロワ生まれの奇術師Robert-Houdinの生涯や作品など、様々な
展示を楽しめる。１日に数回、生のマジックショーも行われている。（冬期休
館期間あり。）

◆ 500 g de fromage blanc  
◆ 25 cl de crème liquide froide      
◆ 2 blancs d’œufs     ◆ 1 pincée de sel

Ingrédients :

École des Roches©
+ Recettes à la Carte +

C r é m e t  d ’ A n j o u

 



Blois ブロワ
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ロワール観光に欠かせない街のひとつブロワ。歴史が好き
な人はブロワ城見学だけの目的で立ち寄っても、十分満足
できるだろう。歴史にはそれほど興味がないのなら、古い街
並みが残された旧市街をのんびり散策をするだけでも楽し
い。現代アートに興味があるなら、フォンダシオンデュドゥー
トで現代アートに触れることもできるし、グルメな人はこの
地方の美味しい料理やデザートを楽しんでもいい。
車がないとなかなか不便なこの地方の観光だが、ブロワは
お城のある街の中心部が、駅から徒歩圏内。パリ・オステル
リッツ駅からは約1時間半と、さほど遠くないため日帰りも
できる。パリ滞在中のプチ旅行にもオススメの街だ。
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Quand on évoque la ville de Blois, on pense 
d’abord à son Château royal ! En plein cœur du 
Val de Loire, celui-ci se distingue par la richesse 
de son architecture (ses quatre ailes présentent 
chacune un style différent) et par ses anciens ré-
sidents : il a en effet abrité pas moins de sept rois 
et dix reines de France. Aujourd’hui, il héberge 
plusieurs musées d’art et sert parfois de lieu de 
tournage à des fi lms historiques. Il fait aussi le 
ravissement des touristes, notamment en été où 
s’y déroulent des animations de duels à l’épée.

フランスでの子育て
フランスはベッド文化で転倒の危険もあるため添い寝で
はなく、産まれてすぐから別室でベビーベッドに寝かせ、泣
いても放置して一人で寝れるようにするのが一般的です。
doudou（ドゥドゥ）といって、ぬいぐるみなり、タオルなり、
眠る時にいつも持つお気に入りのものがあり、3歳くらいに
なってもそのうす汚れた(笑)ドゥドゥを握りしめて保育園に
くる子が多いです。家の匂いがするのが大事だそうで、あま
り洗わないのだとか。息子は日本式で添い寝なのでドゥド
ゥは持っておらず、入園の際になんでもいいので持っていく
よう言われ、適当に選んだぬいぐるみを持たせましたが、初
めは全く受け付けず、お昼寝は抱っこでしか寝ない！と先
生たちに嫌がられていました、。しかし、子供の適応能力は
すごいもので、今ではそのドゥドゥを持って、ひとりで保育
園のベッドでお昼寝するようになりました。
そして、フランスはストライキの国。保育園や学校も例外で
なく、頻繁にストライキで休みになります。息子も保育園に
入ってまだ半年ほどですが、その間にもう4回休みになって
います。しかも急に告げられるので、親たちは仕事をどうし
てるのか不思議で仕方ありません。でも誰一人として怒っ
ている人はいません。主張する権利、自由を尊重する国民
性です。
嬉しいのは、フランスの人はとにかく妊婦さんと子連れに
優しいこと。妊娠中はバスやメトロに乗ると、モーゼの十戒
のように道がパーっと開いて、数人からマダム！と声をかけ
られ席を譲ってもらっていました。産後も、例えばバスには
ベビーカー優先用の場所があって、混んでいてもベビーカ
ーが乗ってきたらすっとよけてくれます。階段ばかりで不便
なメトロも、ベビーカーで乗る時は必ず誰かが頼まなくて
も手を差し伸べてくれます。
息子を連れて、ドイツ、オランダ、スイス、イタリア、日本、グア
テマラ、ポルトガル、スペインへ旅をしましたが、フランスは
断トツで子連れに優しい国だと感じます。空港でのチェッ
クインも赤ちゃん連れだと別のルートで案内してくれたり、
優先搭乗させてくれます。レストランでも、子供用のイスを
出してくれたり、おまけをくれたり、とてもよくしてもらうこ

とが多いです。そのつもりでいたら、他の国では対応の違い
にかなり驚きました。ヨーロッパは割と子供に優しい国が
多いですが、それでも他の国では子供がいるからといって、
優先してもらったり、席を譲ってもらったりはなかったです。

仕事と子育ての両立
もちろん仕事と子育ての両立は簡単ではないですが、フラ
ンスは、子供がいながらの仕事を支えてくれる体制がしっか
りしていると思います。私はフリーランスで仕事しています
が、産後すぐの撮影でとても感激した出来事があります。長
時間のミュージッククリップの撮影で、ベビーシッターさん
に預けて仕事に出ましたが、搾乳機を忘れて授乳ができず、
かなり張って痛くなってしまいました。その旨をプロデュー
サーに伝えたら、搾乳機を買ってきてあげるよ！それとも息
子を現場に連れてきてもらって、合間に授乳したら？と。私
のミスで忘れたのに、なんて優しい心遣い。結局息子を連れ
てきてもらったのですが、みんなも可愛がってくれて素敵な
スタッフたちでした。

フランスの託児事情
フランスでも特にパリは待機児童が多く、日本と同じ問題
が起きています。子供の数に対して、託児所や保育園の数
が足りていない状況です。パリの場合、妊娠6ヶ月の頃から
まだ産まれてもいない子の託児所の予約をしにいかないと
いけません。それでも、すぐ空きはでないので、空き待ちの
リストに登録して、順番を待ちます。私の場合、一人で息子
をみているので、幸いにも優先してもらい、息子が11ヶ月の
頃から区の保育園に入れてもらうことができましたが、そ
れまでに何度も何度も足を運びお願いしました。その時に、
1000席に対して、4000人の希望があるという話を聞きま
した。それでも日本よりパリの方がいいのは、他の預け口の
選択肢が多い事です。預けられる時間や日数は減るかもし
れないですが、託児所やベビールーム、政府公認のベビーシ
ッターという選択もあります。 フランスは子供がいる家庭に
対して補助が手厚く、家庭の収入等にもよりますが、国が半
分以上のベビーシッター代を補助してくれるそうです。その
分、独身で働いている人の税金は高いですが、結婚して扶養
者を持つと税率が低くなり、子供を持てば持つほどさらに安
く、手当も増えます。このシステムは、少子化対策としてぜひ
日本も取り入れてほしい素晴らしいシステムです。

フランスで活躍中の日本人がお伝えする生のフランス情報。
今回は、ひとり息子の子育てをしながら、ヘアメイクアップアーティスト
として活躍する佐藤亜衣子さんからのメッセージです。

Blois, c’est aussi une ville traversée par un long 
fl euve paisible (La Loire) sur lequel il fait bon 
de fl âner en bateau pour admirer le patrimoine 
culturel et naturel de la région. Quant aux vieux 
quartiers, on peut s’y promener à pied ou en at-
telage, profi ter de leur atmosphère tranquille et 
admirer sa cathédrale, Saint-Louis. La douceur 
et la quiétude des lieux ont même séduit, en son 
temps, un certain Victor Hugo au point de l’inci-
ter à y passer sa retraite.
Si vous avez un peu de temps, allez donc faire 
un tour au Musée de la Magie ! Juste à côté du 
Château de Blois, il est installé dans une grande 
maison bourgeoise du XIXème siècle.
Enfi n, si vous êtes à Blois en juillet/août, vous 
aurez la chance de pouvoir assister à son Fes-
tival des Lyres d’été ! A travers les rues de la 
ville, vous aurez droit gratuitement à toute une 
série de concerts, théâtres de rue, contes et ini-
tiations au cirque, à la magie, à l’escrime, et plus 
encore… 
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佐藤 亜衣子  
Aiko SATO  
1984年生まれ東京都出身。
2011年に渡仏し、パリでへアメイク
アーティストとして活動しながら、
一児の母として子育ても満喫中。

http://www.aikosato.net

亜衣子さんが ヘアメイクを手掛けた映画
『IXCANUL』 Jaryo Bustamante (2013, Guatemala)
『Parisiennes』 Slony Sow (2014, France)

『IXCANUL』はベルリン映画祭で銀熊賞を受賞。邦題『火の山のマ
リア』として2016年2月から日本全国で順次公開中。

佐藤 亜衣子  
Aiko SATO 

1984年生まれ東京都出身。
2011年に渡仏し、パリでへアメイク
アーティストとして活動しながら、
一児の母として子育ても満喫中。

http://www.aikosato.net
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Château royal de Blois - ブロワ城
ロワール川右岸に位置するブロワ城。ルイ12世からフランソ
ワ1世、アンリ３世そしてアンリ４世まで、7人の王と10人の
王妃が居城とした。中庭を囲むように4つの翼があり、それぞ
れフランボワイヤンゴシック、ルネッサンス、古典主義と建築
様式が異なる。建築が好きな人には、とても興味深いだろう。
最後の城主オルレアン公ガストンの死後は虚城となり、一時
取り壊される計画もあったが、フランス軍の駐屯地として残
されることになった。その後1840年には歴史的建造物に選
ばれ、現在の美しい姿に修復された。
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ボンジュール、フランス。
ロワール地方ToursとOrléansの中間あたりに位置するブロワ。街の中心ブロワ城は、15～17世紀にかけて７人のフランス
王と10人の王妃が居城とし、フランスの歴史上とても重要な街のひとつ。そんなことを考えながら旧市街を歩いていると、何だ
かフランスの歴史についてもっと知りたい気持ちに駆られる。

La ville de cœur de l’écrivain Victor Hugo ! Si Blois est réputée pour la tranquillité de son vieux quartier, c’est 
surtout son Château royal, sans doute le plus majestueux du Val de Loire, qui attire les touristes. Pendant le 
festival d’été, musiques d’antan et théâtres de rues donnent l’impression de remonter le temps.

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♪

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♪

フランス史において欠かすことのでき
ないアンリ４世から、1968年に起こっ
た五月革命までの激動の時代を凝縮し
た1冊。 細かいパリの通りや公園での
地図も随所に掲載しているので、実際
に出来事が起こった場所を知ることが
できます。パリの歴史を感じながら旅を
したい人にお奨めです。

欧明社 -OMEISHA-

販売価格： 2,927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 !!!

『Mon Premier Larousse』シリー
ズの「歴史」特集。原始時代から現代
を、イラストを交えてやさしく説明し
ています。フランス革命はもちろん、
エジプトや中国、アメリカなどの世
界史も学べる優れものの一冊です。
全ページオールカラー、巻末に索引
つき。

Promenades sur les lieux de L’HISTOIRE
販売価格 ： 3,488円(内税)

Mon premier Larousse de L’HISTOIRE

BLOIS
ブロワ

〒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

Blois

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

『Moulinette à persil』パセリ用ムーリネット

ムーリネットとは「野菜漉し器」のことを指しますが、こちらはパセリ用。漉すというよりは...。
パセリ以外のハーブにも使えます。

Cette moulinette permet de hacher très fi nement le persil et 
les fi nes herbes. Elle fonctionne à l’aide d’un petit moulin à 
manivelle, dont la roue équipée d’une sorte de peigne sert à 
déchiqueter les herbes et le persil. Pour s’en servir, il n’y a 
qu’à ajouter les herbes aromatiques dans le réservoir, puis à 
tourner la manivelle. L’avantage principal de cette machine, 
c’est qu’elle n’écrase pas les herbes.



« Le fer se rouille, faute de s’en servir, l’eau stagnante perd de sa pureté 
et se glace par le froid. De même, l’inaction sape la vigueur de l’esprit.. »
    鉄は使わなければ錆びる。水は澱んでいれば濁り、寒空には凍ってしまう。
    同じように、怠惰でいれば気力を失ってしまう。
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3 特集
7人の王と10人の王妃が暮らした街Blois
Reportage 
「Lesageの刺繍に憧れ、念願のフランスへ」

フランス語教室案内 「自宅でフランス語 - スカイプレッスン」
　　　　　　　　「１週間短期集中レッスン」
イベント情報 特別アトリエ 「Herbes en cuisine 料理に使うハーブを学ぼう」
アトリエ情報 「お菓子・料理アトリエ」 「ちびっこシェフアトリエ」
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フランス生活のプチカルネ 「オペア」 
Recette「クレメ ダンジュ」

    同じように、怠惰でいれば気力を失ってしまう。
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    鉄は使わなければ錆びる。水は澱んでいれば濁り、寒空には凍ってしまう。

Le fer se rouille, faute de s’en servir, l’eau stagnante perd de sa pureté 
»
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ボンジュール、フランス。
７人の王と１０人の王妃が暮らした街、ブロワ
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◆京都市営地下鉄烏丸線北山駅
   4番出口より徒歩5分
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