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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

フランス語を話そう！

Photo  Yolliko Saito

プライベート・フォト・ゴブラン

タペストリー 
840×680ｍｍ ￥36,540

〒163-1401 東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティ内1階

TEL 03-5353-0567  FAX 03-5353-0785
営業時間 11：00～19：00  E-mail:quimper@cia.co.jp

http://www.quimper.jp/

あなたのペットの写真がゴブラン織りに！

日本では初となる、プライベート・フォト・ゴブラン
世界で一枚だけのゴブラン織りをオーダーメイドで作ります。
お好きな景色や人物、ペットなどを写真やデジタルデータなどから、
世界で一枚の自分だけのゴブラン織り壁掛タペストリーや
ラグ、またはクッションなどに出来るようになりました。
プリント転写などではなく、
本当に絵柄を織り上げて作られています。

日
本
初

サリュ・ラ・フランス
デザイン部の貴公子が
ゴブラン織りになりました!

オーダーメイドしませんか？

クッション（2個セット） 
400×430ｍｍ￥31,290

カンペール陶器とゴブラン織りの店

こちらの実物は
“プラスオペラ”で
実際にご覧下さい
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まずは“ボンジュール”から始めよう！
挨拶ができればそれだけでフレンチ気分。
学問じゃないぞ！
コミュニケーションの方法が言葉。
さー、パリに遊びに行ってフランス語話そう！

１・	コンビニがないフランスは、コピーするのも一苦労。	
	 学生街にはコピー屋が並びます。
２・	コピー機の番号をお店の人に告げてあとはセルフ。	
	 コミュニケーションとらないとコピーできません。
３・	勉強に疲れたら、美味しいカフェへ。
	 仏蘭西倶楽部インタビューで登場の
				“L’Auberge	Café（ローベルジュ・カフェ）”のお料理。
４・	なんでだろう。ワンちゃんには日本語が通じてる
	 気がする。
５・	お気に入りの本を選ぼう。サンミッシェルの本屋さん。
６・	ソルボンヌの周りは専門書店が並ぶ。
	 その気になれるぞ！

素顔のパリ
20区物語
vol.21
フランス語って難しい？

「今年こそフランス語を話せるようになるぞ！」と
毎年思ってるあなたへ…
日本では、語学っていうけど、言葉はコミュニケーションの方法。難しく考えないで簡単な言
葉を覚えてどんどん話してみるのが大切。フランス語を話す自分を想像するとうれしくなっちゃ
う。さあ、Bonjour( ボンジュール ) から始めましょう！

思い切って留学！
外国語の習得は現地に行くのが一番。でもパリのフランス語学校には日本人がたくさんいます。日本人を極力遮
断する意思を持たないと、半年や一年の留学ではフランス語を習得するのは難しいのが現実。短期留学で一番
大切なのは、目標を持つ事。長い人生の中、死に物狂いで努力をする半年間も素敵な事。あなたのお友達は
パリ！パリにいれば日本語なんて恋しくない！

日本でフランス語を学ぼう
フランス語学校に通うもよし、ラジオ講座やテレビ講座を聞くのもよし。独学もよし。ご自分のライフスタイルの中で、
楽しく続けることができる方法を選ぶのがポイント。話したいのか、書けるようになりたいのか、読めるようになりた
いのか、自分の目標を決めて無理のない勉強方法を探そう。

サリュ・ラ・フランス的フランス語習得法
こんなに大好きなフランス！大好きだけど、苦しんで勉強したくない！雰囲気だけフランス語を話したい方へ。本屋さ
んへ行って、教材 CD がついている教本の中からビビーッと来るものを選びましょう。イラスト、書体、紙の手触り・・・
何か一つでもお気に入りがある本を見つけるのがポイント。意味がわからなくても、教材 CDを何度も聞きましょう。
意味がわからなくても、フランス語を聞きとれるようになって、文章を覚えてきます。覚えたら、本で意味を確認。
最初にフランス語を聞きとって意味を想像するのが大切。シャンソンを聞いたり、お気に入りのフランス映画の
DVDを字幕つけずに何度も見るのも効果的。日常を楽しくフランス語だらけにしましょう！

雑 誌 「ふらんす」
創刊 84 年のフランス語とフランス文化の唯一の月刊誌。

フランス大好きな全ての方に読んでほしい本です！

毎月22日頃刊行	定価 670 円

発行・白水社
http://www.hakusuisha.co.jp/
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Shoko Matsune仏蘭西倶楽部
インタビュー

Vol.21

R a p h a e l   B e r r h o u n

S h o k o  M a t s u n e

ベノレン・ラファエル さん

松根　晶子 さん

コンサルタント会社経営
日仏語学交流会（エシャンジェの会）代表

カフェオーナー
1区、Pont	Neuf（ポンヌフ）のすぐそばの夢が
いっぱい詰まった素敵なカフェは朝から晩まで
賑わっています

Raphael Berrhoun

パリ生まれ。パリ第七大学で日本
語と中国語を専攻。その後ビジネススクー
ルを経てお兄さんと火災報知機の会社を設立。その後、
日本語を生かす仕事をしたい為に独立。2009 年日本とフランスを結ぶ
ビジネスのコンサルタント会社 France　Development を設立。3 人の
友人と共に、日仏語学交流会を始める。日本語を学んでも話す機会がな
いフランス人が多い。ラファエルさんはフランス語を勉強している日本人
と日本語を学んでいるフランス人の会話交換会を月に 2 回開いている。
ビジネススクール在学中に不定期で始めた会だが、参加者も多くなり、
2007 年からは毎月第 1、第３土曜日に定着。
オーガナイザーはラファエルさんの他 3 名。
＊サミーさん（Sammy）　マジシャン。10 か月のインターシップで日本へ。
＊オレリャンさん (Aurelien)　コンピューターエンジニア。ワーキングホリ
デーで 2 月末から日本へ
＊サヴォリィーさん（Savery）　会計士。
日本語がとっても上手。メールのやり取りも日本で完璧なのに、日本に
は 1か月のホームステイ1 回しただけ。最初はお父さんから日本語を習う
ように進められて仕方なく始めたそうだが、勉強するうちにどんどん好き
になっていったそうです。

外国語をマスターするこつはなんですか
4 年間日本語専攻していた時の会話の授業が役に立ってます。二人の先
生が話す事を想像して文章を書いたり、文章丸ごと暗記して繰り返し大
きな声で発音するようにしてました。交流会に来る日本人のほとんどの人
が、単語と文法を勉強する方法をとっているけど、会話に応用がきかない。
簡単な文章から丸ごと暗記していく方法をとった方がいいと思ういます。

静岡県三島市出身の松根さんは、お料理の道に入り、東京四谷 3 丁目のビストロ
でフランス人のご主人レイモン（Raymond）さんと出会い結婚。1998 年生活の
場をフランスへ移し、出産、子育てをしながら夫婦二人三脚で 1999 年 15 区に
カフェをオープ ン。 その 後 2005 年 に 13 区に 移り、2009 年 11 月に「L’
auberge　Café」をオープン。多くのお客様に気軽に楽しんでもらいたいという思
いから、お財布に優しい価格設定。1 度行ったらまた行きたくなる、素敵な空間
です。（ランチコース 13,50 ユーロ・ 18 ユーロ。アラカルトも楽しめます）

フランス語はどこで習得しましたか
主人は日本に住んでいたので日本語が話せまので、会話はほとんど日本語です。
子育てと仕事に追われて学校に通う時間もお金もなかったので、カフェでの接客
や、スタッフとの会話から覚えていきました。学校行くとなるとベビーシッターさん
雇わなくちゃならなかったから。毎日食べに来てくれた近所のおばあちゃんとフラン
ス語の問題集一緒にやったり、日本語の絵本をフランス語に直してもらったり…。

フランス語を話す時気をつけることは
話せないうちにフランス人社会に入ってしまったので、相づちはうまくなりました。
話がわからなくても、わかったように相づちをうちながら内容を想像。でも、これっ
て意外とうまくいくんですよ！主人のお姉さんとの会話が一番勉強になったかな…。

お子さんとの会話は（12 歳、10 歳、8 歳の 3 人のお子さん）
私が日本語で話しかけると、フランス語で答えが返っ
てきます。主人とは日本語、子供たちとはフランス
語と日本語まじえて話してます。

これからの夢は
やっと理想的なカフェを開けました。これがスタート
地点だと思ってます。もっとたくさんのお客様に喜ん
でいただけるように、頑張っていこうと思ってます。

日仏語学交流会
毎月第 1、第 3 土曜日。１５時～ 17 時（そのまま
19 時くらいまでおしゃべりしているそうです）フラ
ンス語を話したい方なら日本からの旅行者の方も大
歓迎。レベルは問いません。みんなが楽しく話せる
ようにラファエルさんを始め創立メンバーが助けてく
れるそうです。参加費・・カフェで自分が飲んだ料金。
会の参加は要予約。
ご興味のある方はラファエルさんにメールで問い合
わせてください。（日本語 OK）
■ FJC（French　Japan　Comection）　
　fjc.assoc@free.fr
■日仏のビジネスを結ぶラファエルさんの会社のHP
　www.france-development.com/ja

L’Auberge　Café（ローベルジュ・カフェ）
ADRESSE	:	4,	rue	Bertin	Poirée	75001	Paris	
TEL	:	01	43	29	01	22	
METRO	:	Chatelet	(Ligne1,	4,	7,	11)	or		Pont	Neuf
営業時間	:	9h00-02h00（月・火 9h00-17h00、日10h00-17h00）
定休	:	無休
http://www.auberge-cafe.com		土曜日の夜はジャズの演奏が入ります。

インタビュー・仏蘭西倶楽部主宰　貝山幸子



子供の抜けた
乳歯の入れ物

フランスでは抜けた乳歯を枕の

下に入れて寝ると ル・プチ・スー

リ というチビネズミ（子ネズミ）

が歯を持ってゆくかわりに プレ

ゼントを置いてゆくというお話

があります。

出産のプレゼントにしても素敵

です。

東京ドームで開催された「テーブルウェア・フェスティバル2010 
暮らしを彩る器展」にカンペール陶器も出展しました！！
お陰様で好評のうちに終了しました。

レンヌに（ブルターニュ地方）の友達の家での話。

「宝物を見せてあげる。ブルターニュの人が愛している、

カンペール陶器よ。結婚のお祝いに祖母からもらったの。」

丁寧に包まれている箱の中には、かわいい猫とネズミ。

「祖母がお嫁入りするとき、プレゼントで貰ったものなの。

本当は飾りたいけどね！

でも、大切な人が来た時にはみせてあげるのよ。宝物だもの。

大切にしまっておかなきゃね。」

大切な思い出と優しい心がこもった猫ちゃんとネズミちゃんは、

また箱の中へと帰って行ったのでした。

77

フラワー＆テーブルコーディネイト　芳村久美（Le	Salon)
Photo	:	大林　章二

ＳＨＯＰ　ＰＬＡＣＥ　ＯＰＥＲＡ
プラスオペラ
東京都新宿区西新宿 3-20-2
東京オペラシティ1 階
 TEL03-5353-0567
営業時間：11:00 〜 19:00

ＬＥ  ＳＡＬＯＮ  ＤＥ　ＭＵＳＥＥ
ミュージアムショップ ルサロン・ドゥ・ミュゼ
神奈川県横浜市中区日本大通り 11
横浜情報文化センター２階ニュースパーク
 TEL045-640-1151 
営業時間：10:00 〜 17:30

カンペール陶器日本総代理店
株式会社ミュゼ

300 年の伝統を誇るカンペール陶器
フランス西部、ブルターニュ地方のカンペー
ルは、ケルト文化を今に遺す独特な文化で
知られ、300 年以上にわたって一つの文化
を形づくり、ささえてきました。伝統的な手
法で今に続くカンペール陶器は、ブルター
ニュの草花や民族衣装をまとった男女など
すべて手描きです。

3月末まで
15％ OFF!	!

猫とネズミの可愛いオブジェ

Un petit chat pour 

dents de lait 

En France, on raconte que 

lorsque un enfant perd une 

dent de lait, si on la met 

sous l'oreiller pendant son 

sommeil, une petite souris 

appelée "La petite souris" 

vient prendre la dent et y 

laisse un cadeau à la place.

C'est parfait pour un cadeau 

de naissance.

フルリーロワイヤルホワイト  ミニマウス ￥4,000（税込）→    ￥3,570
フルリーロワイヤルホワイト  キャット   ￥19,950（税込）→  ￥16,975

「花」をあしらった

世界の器の特集で、

フルリーロゼを展示しました。

ミニマウス サイズ
横95mm×高さ55mm

キャット サイズ
横150mm×高さ145mm

今回の特集にちなんで、

フランス語訳も

掲載しちゃいます

2010 1/30（土）〜 2/7（日）
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商品のご購入・お問い合わせは

株式会社アクアメール
東京都港区赤坂 8-4-7   電話 03-5414-7187
http://www.aquamer.co.jp

文／渡辺敦子（（株）アクアメール）
フランスの美味しいものをお届けする㈱アクアメールの広報担当。

「ショッピングバッグの持ち手は短め。車の後部座席に置いて、週末の買出しに使ったり、おけいこ
のサブバックとして使うととても便利そう。“このバッグはフランス語でこう言うのよ”って、お友達
にもフランス語レッスンできちゃいますね！」

とても大変でした。と偉そうにいえるレベルまでは行っては

いないのですが、フランスに行けば何とかなるのかと思って

ましたが、なかなかに大変でした。「テレビを見てれば良い」

といわれてもテレビが無かったし「友達作れば OK」とい

われても喋れないのにどうやって見つけるのという感じで、

じくじくしていましたね。（そんな経験から）フランス人の発

音って上手くは出しにくいし聞き取りも大変なので、最初は

出来れば日本人の話すフランス語で勉強できれば早く耳が

慣れるのかなと思います。理想としては話せる日本人の人

にくっついてフランス語の会話を聞いておくと、発音的に

はやはり耳に入りやすいし、後で「何の話をしていたの？」

と聞けるので。後は興味のあることに集中して、料理であっ

たり映画であったり、ワインに関する単語であったりを、本

を買ったりしてテーマを絞って実際に使う意気込みが大事

なように思います。今はインターネットラジオもあるので耳を

慣らせる環境も格段に増えているのでゆっくりやりましょう。

佐藤陽一のワインなひと時
フランス語を身に付けるにはvol.21

MAXIVIN マクシヴァン 
〒 106-0032 港区六本木 7‐21‐22

TEL  03-5775-1073　FAX 03-5775-1074
昼　水曜日から土曜日 11:45 〜 14:00 L.O.
夜　月曜日から土曜日 18:00 〜 23:30 L.O.

定休日  日曜日
HP http://www.maxivin.com/

佐藤陽一　
1962 年大阪出身、料理人をめざし東京、横浜での調
理の修行後、渡仏。1987 年から 3 年間、フランスで
修行。世界最優秀ソムリエのフィリップ・フォール・ブラッ
ク氏の「ビストロ・デュ・ソムリエ」で研修した。帰国
後はエノテーカ・ピンキオーリ（銀座）、タイユバン・
ロビュション（恵比寿）オストラル（銀座）などのシェフ・
ソムリエを経て独立。ワインに限らず飲料全般をプロ
デュースするための会社“マクシヴァン”を設立。ワイ
ンスクールや各種イベントなどでのワインの講師の仕
事や、コンサルティングを行う。
2000 年ワイン・レストラン“マクシヴァン”をオープン。2005 年全日本最優秀
ソムリエ。2007 年第12 回世界最優秀ソムリエコンクールスペイン大会日本代表。 

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中
http://www.franceclub.jp/

可愛い名前を覚えたい、
フレンチ・ショッピングバッグ

「森の中をお散歩」
3,990 円（税込）　縦：32cm 横：45cm マチ 15cm

「食べかけのリンゴ」
3,045 円（税込）　縦：40cm 横：45cm マチ 23cm

「家族写真」
2,415 円（税込）　縦：27cm 横：32cm マチ 14cm

「グリーンピースのプリンセス」
3,045 円（税込）縦：35cm 横：42cm マチ 19cm

ラ・マレルエディションのショッピング
バッグには、かわいくてちょっと不思議
な名前がついています。デザイナーの
マドモアゼル・エロイーズが、ちいさ
な女の子の持つファンタジックな世界
を独特のタッチで描いたシリーズ。こ
のバッグたちのフランス語と日本語の
名前をそれぞれご紹介しましょう。ユ
ニークなフランス語の名前の意味がわ
かったら、もっとデザインに愛着が湧
きますね。
あなたは、どのバッグのデザインと名
前が好きですか？それぞれちょっとずつ
大きさも違うので、デイリーライフにぴっ
たりのバッグを選べます。お気に入り
を見つけて、いつものショッピングに
連れて行ってくださいね！

Promenons　‐nous dans les bois
「森の中をお散歩」

Croque la Pomme
「食べかけのリンゴ」

Portrait de Famille

Princesse au petit

「家族写真」

「グリーンピースのプリンセス」

ビニールショッピングバッグ
シリーズ
by マドモアゼル・エロイーズ

vol.21
本気でパリでフランス語を勉強する？！
いくつになっても大学生気分を味わえる、厳しい学校。
ソルボンヌ大学文明講座品

パリ 
お宅
訪問
今でもたまーにテストの夢を見ます。厳しいけど、素晴らしいカリキュラムの学校です。本誌の関
係者は、ここでフランス語を学んだ人ばかり。何を隠そう、ソルボンヌで一緒に学んだ仲間達が中
心になってサリュ・ラ・フランスを作っているからです。
全くの初心者でも「フランス語話すぞー！」って気持ちさえあれば、授業についていける。年齢制限
なしだからいくつになっても学生気分を味わえる。あー、カルチャラタンを教科書片手に歩いた
日々が懐かしー！世界中の友達ができるのも、大学の楽しみ。
時間と根性がある人は・・・ソルボンヌに行くことお薦めします！

パリ第1大学、パリ第3 大学、パリ第4 大学が通称ソルボンヌという。フランス語講座は第4 大学。
1253 年（日本は鎌倉時代）に設立されたヨーロッパの学問の中心の大学。

カルチェラタンのシンボル、
ソルボンヌ
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 ○c 仏蘭西倶楽部
本誌掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。

● 読者プレゼント応募方法
お名前、年齢、ご住所、電話番号、メールアドレス、ご希望の商品を明記の上
＊メール    france-club@cia.co.jp　
＊ハガキ   〒 108-0074 東京都港区高輪 2-1-13-205
　          キャトルヴァンアン コーポレーション内  サリュ・ラ・フランス読者プレゼント係
へご応募ください。尚商品の発送をもって発表と変えさせていただきます。 （2010 年 3 月31 日締め切り）

●編集後記　パリの犬だってフランス語わかるんだよー！って言われたけど、意外とパリの犬に英語で話しかける人、
多いんだよねー。（S)

仏蘭西倶楽部会員募集中（年会費・会費無料）詳細は http://www.franceclub.jp/ にて

 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

＊ 幻想的な世界を繰り広げる、花木さち子さんのニューアルバム
　  L'ABSINTHE（アブサン）〜 French Music 13 stories 〜  3 名様

＊ パリ発・モノプリエコバック　2 名様

サリュ・ラ・フランス
個人定期購読
全国の皆様からお問い合わせの多かっ
た個人定期購読のお申し込み受付を
開始いたしました。

2010 年第一期定期購読 受付中
年間送料手数料 900円（21号〜 26 号まで）

年６回（サリュ・ラ・フランスは隔月の発行です）

ご希望のご住所へ、５冊のお届け。
お申込締め切り　3/31まで

■ お問い合わせ・お申込み
　 FAX  03-5488-7783
　 E-mail  france-club@cia.co.jp　
定期購読希望係まで
※ご住所・お名前・電話番号を明記し
てください。

パリ旅行の方は是非足を
運んでみてくださいね！

会　期　3月11日〜4月2日
会　場　PANAME
14 rue de la fontaine au roi 
75011 Paris
TEL・01 48 06 31 27

PANAMEは 11区の新たなアートの発信地。
フランス料理とモロッコ料理のを楽しめるレストランと地下に
テアトルが有る総合施設。

HARIGAMIをテーマに撮りためたYOLLIKOさんの
パリのアートの世界。

フランス映画祭 2010
■期間：3 月 18 日（木）〜 22 日（月・祝）
■開催会場　：　六本木ヒルズ
■上映場所　：　TOHO シネマズ 六本木ヒルズ

（東京都港区六本木 6 丁目 10-2 六本木ヒルズ ）

１５本の最新フランス映画一挙公開。

フランス映画祭２０１０　
公式サイト http://unifrance.jp/festival/news/

今年の来日代表団団長は
ジェーン・バーキンです。

『テルマ、ルイーズとシャンタル』　
（原題）　2009 年　90 分
原題：Thelma, Louise et Chantal
監督：ベノワ・ペトレ 出演：ジェーン・バーキン他
★ 2010 年フランス映画祭団長ジェーン・バーキン出演作

vol.21

パリに住みたいな・・と思ってから、最初にしたのはラジオとテレビのフランス語講座。半月もしないうちに手をつけていない
テキストと録音テープが山のようにたまった。その当時、昼は派遣社員、夜は東京のシャンソニエでほぼ毎日ステージに立っ
て歌っていた私の生活には余裕ってものが全くなかった。「学校いかなきゃ私は勉強しないな。」お茶の水のアテネ・フラン
スへ。フランス語初心者は絶対に大変ですよといわれながらも、フランス人の先生で視聴覚を使う教材【クレディフ】を選
んだ。先生は金髪の美しいマダム。その先生との出会いが私にとってラッキーだった。週三回午前中のクラス。「とにかく
学校にだけは行こう。」 劣等生の癖に先生の前に座って真剣に聞いている私を先生は気にかけてくれた。ある日

「SACHIKO、貴方が情熱を持ってフランス語を学びに来てるのはよくわかるし、勉強する時間がないのもわかる。休まない
で来なさい。一緒に頑張りましょう。」と日本語で話してくれた。（先生ったら、日本語は話せたのねー）マダムとフランス語
で話がしたい一心で授業に通った。その後私は渡仏し、ソルボンヌ大学文明講座へ。パリに来て半年後くらいに、急にフ
ランス語がよくわかるようになった瞬間があった。クレディフで丸ごと暗記していた文章と覚えていたシャンソンの歌詞がソルボ
ンヌで習った文法とマリアージュを起こしたのだ。
それからフランス語が楽しくなってきた。その７年後。パリの日本大使館での私のコンサートの最前列に目に涙をためてマダム
が座っていた。終演後、すぐにマダムの傍へ行った。とにかくマダムにメルシーを言いたかった。フランス語が好きになった
のはマダムのお陰だ。「SACHIKOとフランス語で話して、パリで歌う貴方に会えて、教師をしていて本当によかった。」
マダムの言葉を聞いて、本当にうれしかった。「パリに恋をした瞬間からパリに導かれたのね。」
本気でそう思っている SACHIKO なのです。

vol.21 “メルシーマダム！”

貝山幸子　シャンソン歌手／サリュ・ラ・フランス編集人
仏蘭西倶楽部主宰

仙台市出身。1993 年単身パリへ。パリで
たくましく生活をしながら音楽探訪の日 を々送
る。97 年パリで音楽活動を再開。99 年帰
国。超次元音楽館やカフェコンセールシリー
ズをプロデュースし、日仏で独自の世界を発
信する。2003 年にアルバム“月を噛む”発
表（NES18964 2700円）。フランス語の“東
京ブギ”“蘇州夜曲”は、日仏で高い評価を
受けている。最新アルバム“愛の言葉〜エディット・ピアフを歌う”（cos2266 
1,890 円）好評発売中 　http://salut-paris.com/

© Kate Barry - La Fabrique 2 - studio 37

＊場所　東京さぬき倶楽部（麻布十番）
＊料金　5,500 円
　　　　（特製ミニ懐石料理、ローゼンリケールカクテル付き）
※ローゼンリケールは、500ミリに約 2kg のバラの花びらを使用したリキュールです
＊ご予約・お問い合わせ　info@salut-paris.com
																															　090-2360-5547（仏蘭西倶楽部）
＊出演　ヴォーカル・貝山幸子
　　　　ギター・白土、庸介／ヴァイオリン・渡辺剛

仏蘭西倶楽部× Marienhof スペシャルイベント
バラの馨りに包まれて…シャンソンの夕べ
4 月15日（木）OPEN18：00 ／コンサートスタート19：30

i n f o rma t i on

サリュ・ラ・フランス 表紙＆カレンダーでおなじみカメラマン

Yollikoさんの個展が、パリ１１区の最新スポット
PANAME（パナム）で開催。

Photo  Yolliko Saito


