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LE MARATHON DU MEDOC
 赤ワインはお好き？

フランス南西部のボルドーワインで有名なメドック地方で行われるマラソン大会は《Le Marathon Le Plus 
Long du Monde》『世界で一番長い(過酷な)マラソン』といわれています。 
アップダウンのある延 と々続く59もあるシャトーの所有するブドウ畑の中を駆け
抜けるのですが、仮装しながら、なかなか口に出来ない高級ワインを試飲しなが
ら走るのが、このマラソンの最大の特徴！（2010年の仮装テーマは『コミックヒー
ロー』）ワインでついうっとりしていたら後ろから制限時間の６時間半というプラ
カードを持った人に容赦なく追い越されてしまうので要注意！

【2010年参加者Yさんの感想】 
当日は快晴、 ムードが高まり、いよいよマラソンがスタート！
シャトーが遠くに見えてくる。にわかランナーYは初め8ｋｍ
は結構走れても、10ｋｍで足が上がらなくなる。 トボトボと
ブドウ畑を見ながら歩き、やっと２０km地点の折り返し。コ
ースは南北に８の字の形になっていて、真ん中の部分が出発
とゴールのポイヤックだ。 この時点ですでに3時間半、とっ
くに倍の距離走ってゴールインした人たちがワインやビール
を飲みながら休んでいる。すごいなぁ。 ここからさらに２０
kmあると考えると気が遠くなりそうだったが、 後半に有名
シャトーが沢山あるので、 何とか走って飲みたい！！と考え

たけれども足が動かず、 ギブアップ。 制限内にゴールインすればボルドーワインが一本もらえます。  
（ちなみに一位でゴールインすれば体重分のワインがもらえる） 参加者の仮装を見るだけでも楽しく、ワイン
はホントにおいしかったです。
2011年度の開催日は9月10日で仮装テーマは『アニマル』。興味を持たれた方は、参加してみては？
ちなみにマラソン翌日はボルドー郊外の村が持ち
回りで、ワインを飲みながらの８Ｋｍのお散歩を行
い、参加できます。走るのはちょっと自信ないな・・・
という方はこちらものんびり楽しめそうですね。
メドックマラソン公式ホームページ：
http://www.marathondumedoc.com/

子羊のロティ 
仏キノコそえ

AJ-France Le Journal 設置にご協力いただけるショップ・カフェ・レストラン・学校など大募集！！
広告掲載店舗も募集中！お気軽にお問い合わせください。　担当：福家・岩井まで

realisé par Kanako FUKE

思い思いの仮装をして走るランナーたち。

休憩所でもワイン飲み放題。

たわわに実った収穫前のブドウ。仮装テーマは『コミック・ヒーロー』
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◎費用：￥3800（材料費込み）　
　＊生徒登録されている方は￥3500                 ◎場所：AJ-France キッチン
◎講師：ジャン・ジャック先生            ◎フランス語レベル：全レベル対応
◎申込〆：レッスンの2日前までにお申込下さい。

アージー・フランスのレッスンは丁寧で楽しい♪ 
ひとりひとりのレベルやペースに合わせてレッスンを行います。 
まずは無料体験レッスンで教室の雰囲気を感じて下さい！
◆個人レッスン ： 【1レッスン 55分】  
レッスン料：1ヶ月4回 ￥14000 /3ヶ月6回 ￥22000
◆グループ： 【1レッスン 90分】 レッスン料：￥29000（全10回）

個人レッスン＆グループレッスン

★語学学校 
午前中は11区にあるEcole PERL（エコール・ペール）へ通い、しっかりと
フランス語を学びました。1クラスの人数は10人前後で、アットホームな
雰囲気。クラスメイトは中国人、韓国人、メキシコ人、アメリカ人等。 
最初に入ったクラスが少し難しすぎたのですが、すぐにレベルの合うクラ
スへ変更してくれました。先生もスタッフもとても親切で良かったです。

フランス語未経験の方も大歓迎♪

毎年大盛況のベルギービール祭！！初夏の暑い中、味わい深くバラエティ豊かな
ベルギービールをぐっと飲んで盛り上がりましょう！！
日時：2011年7月予定  
場所・費用：未定　　★詳細は6月初めにHPにてご案内します。 お楽しみに！  

7月のスペシャルイベント
Festibière『ベルギービール祭り2011』

夏のお菓子＆お料理レッスン

①定番＆簡単スイーツ♪
＜7月10日(日) 14h〜17h＞  

『フレンチトーストとヴェリーヌ』
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★　ランチ 1500円~     ディナー　2500円~

★　フランス料理教室生徒募集中

〒604-0931
京都市中京区河原町二条西入ル榎木町87
河二ガレージビル 2F
TEL&FAX: 075-253-6767
e-mail/parisbis1998@gmail.com

http://ameblo.jp/parisbiskyoto/

営業時間/
昼　11:30~14:30（L..O)
夜　17:30~21:30（L..O)

定休日/水曜日＆料理教室開催日

②フランス人の家庭の味！
＜7月23日(土)10h〜13h＞  

『ラタトゥイユ』

③シンプルな仏風グラタン
＜8月27日(土)10h〜13h＞  
『ドーフィネ風グラタン』

④大好評につき今年2回目！
＜9月10日(土)10h〜13h＞  

『キッシュ』

⑤プリンのような食感☆
＜9月22日(木) 14h〜17h＞  

『リンゴのフラン』

暮らし心地の良い家づくり研究所
COMは暮らし心地の良い家づくりを提案する
京都のインテリアコーディネーター事務所です。

http://www.happyhomelab.com

ホームページ
新しくなりました！

スカイプレッスンも大好評♪Mademoiselle Ayaka. O
留学先：パリ
期間：1ヶ月（2011年2月〜3月）
語学学校：Ecole PERL
滞在：ホームステイ 
AJフランス語レッスン歴： 約7ヶ月

今回の留学特派員は、AJ-Franceフランス語
教室に通っていただいているAyakaさん。 
パリでホームステイをしながら大好きな美術
館巡りをしたい！と、春休みを利用して短期留
学しました。

クラスメイトとパチリ。
★パリ観光・美術館巡り
午後は自由時間だったので、心の赴くままにパリ観光を楽しみました。 
モンマルトルやシテ島には何度も足を運び、毎月第一日曜日は多くの施
設や美術館が入場無料になるので、ヴェルサイユ宮殿にも行きました。
エッフェル塔には足で頂上まで登り、上からパリの街を眺めました！ 
パリ滞在の目的のひとつが、大好きな美術館巡り。ルーヴル、オルセー、 
オランジュリーやギメなど、時間の許す限り足を運びました。

エッフェル塔の上からの景色。

アユブ先生からのコメント（留学前後に仏語レッスンを担当）：
Bien qu’elle ne soit parlié qu’un mois j’ai pu constater qu’Ayaka 
avait bien progressé, notamment a l’oral. Bravo!
1ヶ月の滞在にも関わらず、Ayakaさんは目に見えてフランス語力が、特に 
オーラル面が伸びていました。素晴らしいですね！



Zoom sur … le Tajine タジンで練習問題！
アユブ先生がモロッコ料理のタジンを紹介しています。次の9つの単語を空欄に入れましょう！ 
①verres   ②recette    ③plat　④magasin    ⑤fête  ⑥secret   ⑦cuisson  ⑧mère   ⑨viande
L’autre jour, je me baladais dans Kyoto et j’ai été surpris de trouver dans un (               ) des 
produits typiquement marocains. La vendeuse m’a alors expliqué que 
les japonais étaient de plus en plus intéressés par les produits maro-
cains comme les (               ) à thé ou les tajines.
Le tajine est un plat de cuisson en terre cuite surmonté d’un couvercle 
en forme de cône, mais c’est aussi le nom d’un (               ) traditionnel 
marocain. Cuisiné autour d’un élément de base qui est souvent de la 
 (               ) (boeuf, agneau, volaille), le tajine peut se préparer avec 
toutes sortes d’ingrédients. Chaque cuisinière marocaine a sa propre (    　　      ) : avec des 
légumes, des fruits secs, ou même encore des fruits frais ! 
Le (               ) du tajine réside aussi dans la sélection des épices et des aromates : coriandre, 
cannelle, cumin, qui donnent au tajine toute sa saveur. Le tajine est un plat simple dont la réus-
site dépend du mode de (               ) : celle ci doit être lente afin que la viande, les légumes  
ainsi que les épices mélangent leur saveurs. Il y a le tajine de tous les jours, économique et  
modeste, mais toujours savoureux, et le tajine de (               ) , sophistiqué et éblouissant.
Nul besoin de préciser que le meilleur tajine au monde est celui de ma (               ) !!

ホームステイ先は街中の路地にあるアパルトマン。ロシア出身のマダム（フラ
ンス語を話されます）と料理が得意なムッシューのお宅に滞在しました。食
事形態は朝食・夕食付きを選択。まるでこの家の娘になったかのように可愛
がってもらい、辞書を片手にフランス語でコミュニケーションを取りました。
共働きのため夫婦で家事は分担だったのですが、お料理は専らムッシュー
の担当。特に美味しかったのはフランボワーズとパイナップルのタルト！あの
味は忘れられません。

BLOG D’AJ-FRANCE 　AJ-Franceのブログ日本語＆フランス語で更新中。
　　留学ブログ　http://france-ryugaku.com/wordpress/ 
　　教室ブログ　http://aj-france.com/blog/ 　＊練習問題の正解と日本語訳はブログをチェック！

旅行だけでなく、語学学校へ通ったりホームステイをしたり＋アルファの経験をしてみませんか？ AJ-Franceは
フランス各地に50校以上の提携校があり、ご希望に併せた学校学校や滞在スタイルのご提案が可能です。
1週間の短期留学から長期留学まで、ホームステイ、ワーホリ、パリのアパート手配、各種ビザサポート、翻訳等、
フランス留学のことなら何でもご相談ください。7、8月はバカンスの時期となり空き状況が少なくなりますので、
夏の渡仏をお考えの方は、できるだけお早めにご相談ください！事務所は京都にありますが、遠方にお住まいの
方へはメール・電話・スカイプにて完全サポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください！

とても親切にしてもらったステイ先ファミリー

昨年大好評だったキャンプを、今年も開催！「普段は忙しくて時間がない」
「フランスに行きたいけど、予算がなく休みが取れない・・・」「留学前にプチ
留学体験をしてみたい」そんな方にぴったりのプログラムです。まるでフラ
ンスにいるかのように、 2日間たっぷり使って、フランス語のみで楽しく過ご
しましょう！

8月の特別レッスン　AJ-Camping 2011『AJキャンプ2011』
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開催日時： 2011年8月13日（土）・14日（日）　1泊2日
人数：8〜15名（予定）
内容： 語学レッスン・アクティビティ・朝食・料理レッスンなど（予定）
場所・費用： 未定　＊詳細は7月初旬にHPにて発表！お楽しみに！

ほんまもんの・・・
上質フレンチにリニューアル！

　ランチ　　2800円〜
　ディナー　5500円〜 

12:00~14:00 L.O.　18:00~22:00 L.O.　木曜休
要予約【前日までにご協力を】
http://r.gnavi.co.jp/k619800/
京都市北区上賀茂松本町38 北山ランドアート2階 まん中

Les Amoureuses　レ・ザムルーズ
北山の上質フレンチを　シニアソムリエのワインと   

フランス料理
               Tel: 075-722-6433          

留学マメちしき  « フランスのアパルトマン事情 »
留学される方によく頂く質問が、アパルトマンにエレベーターが付いているかがどうか、です。フランスの集合
住宅は、木製のらせん階段のみの場合が多く見られます。エレベーターありの住宅でも、かなり年代ものであ
る事が多いです。例えば私の借りていたアパルトマンには、フランス映画で見るような木製の扉と鉄格子状の
扉をあけて入る小さなエレベーターがありました。いつか乗っている途中で故障するのでは・・と、初めはひや
ひや物でした。そして夜はもうひとつの難題が！ 手動で点ける廊下や階段の電燈は、一
定時間経つと消灯する省エネシステム！昇り降りの途中で、部屋のカギを開けようとし
ているその瞬間、パチッと自動消灯！慌てて暗闇の中、スイッチの場所まで手探りで移動
なんて事も。また、階段は昇り降りの度にギシギシときしんで音を立てたりします。日本
のマンションと比べると、はるかに古くアナログなフランスのアパルトマン。でも100年
以上前に建築された趣のあるアパルトマンに住んでいると思うと感慨ひとしお。生活上
の不便さやアクシデントも、逆に楽しむ心もちで過ごしましょう！Noriko

夏休みを利用して短期留学はいかが？ 



Qu’est-ce que c’est ?   これなんですか？
Bolée de Cidre

カードは生徒登録いただいている方、留学メンバーの方みなさまに無料で配布しています。

『ル・クラブ・アージー・フランス』カード配布中！

Le Club AJ-FRANCEカードとは？ 

この陶器のお椀は何でしょうか？お湯のみ？
このお椀はシードル（りんご酒）を飲むために使うお椀です。フランス人がクレー
プやガレットを食べる時、すぐにこのシードルボールを思い浮かべます。 シード
ルを飲む時にはグラスではなくて、このブルターニュ伝統のBol（椀みたいな物）
で飲むことが多いのです。

AJ-FRANCEとパートナーシップを結んだ様々なレストラン、ネイルサロン、 
レストラン、カフェ、美容室、エステ、パン屋などの店舗でカードを提示すると
特別割引やプレゼントなど、ちょっと得したような、うれしい特典が付いてき
ます！！パートナー店にてぜひお気軽にカードをご提示ください。
パートナー店は教室のある京都を中心に、拡大中です。 なんとパリにも 
一店舗あります！当フリーペーパーに広告掲載いただいているフレンチ 
レストランパリビスさん、レ・ザムルーズさんもパートナー店です☆
パートナー店リストはホームページをチェック☆ http://www.aj-france.com/leclub.html

Salon de discussion　『フランス語おしゃべりカフェ』

カフェを飲みながら、フランス語でおしゃべりを楽しみませんか？ 
おしゃべり大好きなフランス人スタッフがお待ちしております♪ 
どなたでもお気軽にご参加ください！ 
参加費：500円（カフェ付）、予約不要　場所：AJ-France1階 
フランス語レベル：初級から上級まで　★毎月1回開催中★ 

 
店舗の方へ：アージーフランスではパートナー店を大募集しております。パートナーへの加盟は完全無料
で、加入費・年会費等は一切かかりません。また、当教室の生徒様と留学のお客様に、ホームページ等で 
貴店をご紹介させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

『赤ちゃんと一緒！お母さんのためのさらっとフランス語』

L’école d’AJF ‘‘INFO’’   教室情報

『かんたん♪シネマ』　Atelier de Cinema  

 

フランス語をもっと流暢に! 『シャドーイング』 Shadowing

フランス映画を楽しみながらフランス語の勉強をしてみませんか？　
毎回、いろんな映画から抜粋したシーンを観ながら授業をすすめていきます。

レッスン料：14000円（全6回）       人数：4〜7名程度
開催日：隔週土曜日　11h15〜12h45　 
日程：2011年7月16日、30日、8月6日、20日、9月3日、17日

担当講師：フロリアン先生

シャドーイングは、効果的に語学を上達させるメソッド。フランス語のきれいな 
リズムや発音が身に付き、自然なイントネーションで話せるようになります。 
レッスン料：14000円（全6回） 　　  人数：4〜7名程度
開催日1：隔週日曜日　13h50〜14h50
2011年7月10日、24日、8月7日、21日、9月11日、25日
開催日2：隔週月曜日　11h00〜12h00
2011年7月11日、25日、8月8日、22日、9月12日、26日

小さなお子様をお持ちのお母さんで、なかなかお外に出られない方、ずーっとお家にいて 
少し気がめいってきた方、育休を機に何か始めてみたい方、他のお母さんと交流したい方 
など、お母さん対象のレッスンです。お子様のレッスンではありません。赤ちゃんを連れてお
越しいただけます。レッスン中の授乳やおむつの取り替えなども自由に行ってください。

対象レベル：入門　 担当講師：Akiko先生（講師も現役ママ！）
★日時など詳細は6月初めにHPにて発表予定！★

担当講師：ゼリア先生

＊生徒登録されていない方はレッスン料の他に別途入会金5000円がかかります。
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どなたでもお気軽にご参加ください！ 
参加費：500円（カフェ付）、予約不要　場所：AJ-France1階 
フランス語レベル：初級から上級まで　★毎月1回開催中★ 

 
店舗の方へ：アージーフランスではパートナー店を大募集しております。パートナーへの加盟は完全無料
で、加入費・年会費等は一切かかりません。また、当教室の生徒様と留学のお客様に、ホームページ等で 
貴店をご紹介させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

『赤ちゃんと一緒！お母さんのためのさらっとフランス語』
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『かんたん♪シネマ』　Atelier de Cinema  

 

フランス語をもっと流暢に! 『シャドーイング』 Shadowing

フランス映画を楽しみながらフランス語の勉強をしてみませんか？　
毎回、いろんな映画から抜粋したシーンを観ながら授業をすすめていきます。

レッスン料：14000円（全6回）       人数：4〜7名程度
開催日：隔週土曜日　11h15〜12h45　 
日程：2011年7月16日、30日、8月6日、20日、9月3日、17日

担当講師：フロリアン先生

シャドーイングは、効果的に語学を上達させるメソッド。フランス語のきれいな 
リズムや発音が身に付き、自然なイントネーションで話せるようになります。 
レッスン料：14000円（全6回） 　　  人数：4〜7名程度
開催日1：隔週日曜日　13h50〜14h50
2011年7月10日、24日、8月7日、21日、9月11日、25日
開催日2：隔週月曜日　11h00〜12h00
2011年7月11日、25日、8月8日、22日、9月12日、26日

小さなお子様をお持ちのお母さんで、なかなかお外に出られない方、ずーっとお家にいて 
少し気がめいってきた方、育休を機に何か始めてみたい方、他のお母さんと交流したい方 
など、お母さん対象のレッスンです。お子様のレッスンではありません。赤ちゃんを連れてお
越しいただけます。レッスン中の授乳やおむつの取り替えなども自由に行ってください。

対象レベル：入門　 担当講師：Akiko先生（講師も現役ママ！）
★日時など詳細は6月初めにHPにて発表予定！★

担当講師：ゼリア先生

＊生徒登録されていない方はレッスン料の他に別途入会金5000円がかかります。



Zoom sur … le Tajine タジンで練習問題！
アユブ先生がモロッコ料理のタジンを紹介しています。次の9つの単語を空欄に入れましょう！ 
①verres   ②recette    ③plat　④magasin    ⑤fête  ⑥secret   ⑦cuisson  ⑧mère   ⑨viande
L’autre jour, je me baladais dans Kyoto et j’ai été surpris de trouver dans un (               ) des 
produits typiquement marocains. La vendeuse m’a alors expliqué que 
les japonais étaient de plus en plus intéressés par les produits maro-
cains comme les (               ) à thé ou les tajines.
Le tajine est un plat de cuisson en terre cuite surmonté d’un couvercle 
en forme de cône, mais c’est aussi le nom d’un (               ) traditionnel 
marocain. Cuisiné autour d’un élément de base qui est souvent de la 
 (               ) (boeuf, agneau, volaille), le tajine peut se préparer avec 
toutes sortes d’ingrédients. Chaque cuisinière marocaine a sa propre (    　　      ) : avec des 
légumes, des fruits secs, ou même encore des fruits frais ! 
Le (               ) du tajine réside aussi dans la sélection des épices et des aromates : coriandre, 
cannelle, cumin, qui donnent au tajine toute sa saveur. Le tajine est un plat simple dont la réus-
site dépend du mode de (               ) : celle ci doit être lente afin que la viande, les légumes  
ainsi que les épices mélangent leur saveurs. Il y a le tajine de tous les jours, économique et  
modeste, mais toujours savoureux, et le tajine de (               ) , sophistiqué et éblouissant.
Nul besoin de préciser que le meilleur tajine au monde est celui de ma (               ) !!

ホームステイ先は街中の路地にあるアパルトマン。ロシア出身のマダム（フラ
ンス語を話されます）と料理が得意なムッシューのお宅に滞在しました。食
事形態は朝食・夕食付きを選択。まるでこの家の娘になったかのように可愛
がってもらい、辞書を片手にフランス語でコミュニケーションを取りました。
共働きのため夫婦で家事は分担だったのですが、お料理は専らムッシュー
の担当。特に美味しかったのはフランボワーズとパイナップルのタルト！あの
味は忘れられません。

BLOG D’AJ-FRANCE 　AJ-Franceのブログ日本語＆フランス語で更新中。
　　留学ブログ　http://france-ryugaku.com/wordpress/ 
　　教室ブログ　http://aj-france.com/blog/ 　＊練習問題の正解と日本語訳はブログをチェック！

旅行だけでなく、語学学校へ通ったりホームステイをしたり＋アルファの経験をしてみませんか？ AJ-Franceは
フランス各地に50校以上の提携校があり、ご希望に併せた学校学校や滞在スタイルのご提案が可能です。
1週間の短期留学から長期留学まで、ホームステイ、ワーホリ、パリのアパート手配、各種ビザサポート、翻訳等、
フランス留学のことなら何でもご相談ください。7、8月はバカンスの時期となり空き状況が少なくなりますので、
夏の渡仏をお考えの方は、できるだけお早めにご相談ください！事務所は京都にありますが、遠方にお住まいの
方へはメール・電話・スカイプにて完全サポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください！

とても親切にしてもらったステイ先ファミリー

昨年大好評だったキャンプを、今年も開催！「普段は忙しくて時間がない」
「フランスに行きたいけど、予算がなく休みが取れない・・・」「留学前にプチ
留学体験をしてみたい」そんな方にぴったりのプログラムです。まるでフラ
ンスにいるかのように、 2日間たっぷり使って、フランス語のみで楽しく過ご
しましょう！

8月の特別レッスン　AJ-Camping 2011『AJキャンプ2011』
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開催日時： 2011年8月13日（土）・14日（日）　1泊2日
人数：8〜15名（予定）
内容： 語学レッスン・アクティビティ・朝食・料理レッスンなど（予定）
場所・費用： 未定　＊詳細は7月初旬にHPにて発表！お楽しみに！

ほんまもんの・・・
上質フレンチにリニューアル！

　ランチ　　2800円〜
　ディナー　5500円〜 

12:00~14:00 L.O.　18:00~22:00 L.O.　木曜休
要予約【前日までにご協力を】
http://r.gnavi.co.jp/k619800/
京都市北区上賀茂松本町38 北山ランドアート2階 まん中

Les Amoureuses　レ・ザムルーズ
北山の上質フレンチを　シニアソムリエのワインと   

フランス料理
               Tel: 075-722-6433          

留学マメちしき  « フランスのアパルトマン事情 »
留学される方によく頂く質問が、アパルトマンにエレベーターが付いているかがどうか、です。フランスの集合
住宅は、木製のらせん階段のみの場合が多く見られます。エレベーターありの住宅でも、かなり年代ものであ
る事が多いです。例えば私の借りていたアパルトマンには、フランス映画で見るような木製の扉と鉄格子状の
扉をあけて入る小さなエレベーターがありました。いつか乗っている途中で故障するのでは・・と、初めはひや
ひや物でした。そして夜はもうひとつの難題が！ 手動で点ける廊下や階段の電燈は、一
定時間経つと消灯する省エネシステム！昇り降りの途中で、部屋のカギを開けようとし
ているその瞬間、パチッと自動消灯！慌てて暗闇の中、スイッチの場所まで手探りで移動
なんて事も。また、階段は昇り降りの度にギシギシときしんで音を立てたりします。日本
のマンションと比べると、はるかに古くアナログなフランスのアパルトマン。でも100年
以上前に建築された趣のあるアパルトマンに住んでいると思うと感慨ひとしお。生活上
の不便さやアクシデントも、逆に楽しむ心もちで過ごしましょう！Noriko

夏休みを利用して短期留学はいかが？ 
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◎費用：￥3800（材料費込み）　
　＊生徒登録されている方は￥3500                 ◎場所：AJ-France キッチン
◎講師：ジャン・ジャック先生            ◎フランス語レベル：全レベル対応
◎申込〆：レッスンの2日前までにお申込下さい。

アージー・フランスのレッスンは丁寧で楽しい♪ 
ひとりひとりのレベルやペースに合わせてレッスンを行います。 
まずは無料体験レッスンで教室の雰囲気を感じて下さい！
◆個人レッスン ： 【1レッスン 55分】  
レッスン料：1ヶ月4回 ￥14000 /3ヶ月6回 ￥22000
◆グループ： 【1レッスン 90分】 レッスン料：￥29000（全10回）

個人レッスン＆グループレッスン

★語学学校 
午前中は11区にあるEcole PERL（エコール・ペール）へ通い、しっかりと
フランス語を学びました。1クラスの人数は10人前後で、アットホームな
雰囲気。クラスメイトは中国人、韓国人、メキシコ人、アメリカ人等。 
最初に入ったクラスが少し難しすぎたのですが、すぐにレベルの合うクラ
スへ変更してくれました。先生もスタッフもとても親切で良かったです。

フランス語未経験の方も大歓迎♪

毎年大盛況のベルギービール祭！！初夏の暑い中、味わい深くバラエティ豊かな
ベルギービールをぐっと飲んで盛り上がりましょう！！
日時：2011年7月予定  
場所・費用：未定　　★詳細は6月初めにHPにてご案内します。 お楽しみに！  

7月のスペシャルイベント
Festibière『ベルギービール祭り2011』

夏のお菓子＆お料理レッスン

①定番＆簡単スイーツ♪
＜7月10日(日) 14h〜17h＞  

『フレンチトーストとヴェリーヌ』
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★　ランチ 1500円~     ディナー　2500円~

★　フランス料理教室生徒募集中

〒604-0931
京都市中京区河原町二条西入ル榎木町87
河二ガレージビル 2F
TEL&FAX: 075-253-6767
e-mail/parisbis1998@gmail.com

http://ameblo.jp/parisbiskyoto/

営業時間/
昼　11:30~14:30（L..O)
夜　17:30~21:30（L..O)

定休日/水曜日＆料理教室開催日

②フランス人の家庭の味！
＜7月23日(土)10h〜13h＞  

『ラタトゥイユ』

③シンプルな仏風グラタン
＜8月27日(土)10h〜13h＞  
『ドーフィネ風グラタン』

④大好評につき今年2回目！
＜9月10日(土)10h〜13h＞  

『キッシュ』

⑤プリンのような食感☆
＜9月22日(木) 14h〜17h＞  

『リンゴのフラン』

暮らし心地の良い家づくり研究所
COMは暮らし心地の良い家づくりを提案する
京都のインテリアコーディネーター事務所です。

http://www.happyhomelab.com

ホームページ
新しくなりました！

スカイプレッスンも大好評♪Mademoiselle Ayaka. O
留学先：パリ
期間：1ヶ月（2011年2月〜3月）
語学学校：Ecole PERL
滞在：ホームステイ 
AJフランス語レッスン歴： 約7ヶ月

今回の留学特派員は、AJ-Franceフランス語
教室に通っていただいているAyakaさん。 
パリでホームステイをしながら大好きな美術
館巡りをしたい！と、春休みを利用して短期留
学しました。

クラスメイトとパチリ。
★パリ観光・美術館巡り
午後は自由時間だったので、心の赴くままにパリ観光を楽しみました。 
モンマルトルやシテ島には何度も足を運び、毎月第一日曜日は多くの施
設や美術館が入場無料になるので、ヴェルサイユ宮殿にも行きました。
エッフェル塔には足で頂上まで登り、上からパリの街を眺めました！ 
パリ滞在の目的のひとつが、大好きな美術館巡り。ルーヴル、オルセー、 
オランジュリーやギメなど、時間の許す限り足を運びました。

エッフェル塔の上からの景色。

アユブ先生からのコメント（留学前後に仏語レッスンを担当）：
Bien qu’elle ne soit parlié qu’un mois j’ai pu constater qu’Ayaka 
avait bien progressé, notamment a l’oral. Bravo!
1ヶ月の滞在にも関わらず、Ayakaさんは目に見えてフランス語力が、特に 
オーラル面が伸びていました。素晴らしいですね！
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各プログラムのお申込・お問い合わせ先
☎ 075-703-0115（共通）

〒603-8054
京都市北区上賀茂桜井町74-1 Gallery YOU
教室：  www.aj-france.com
 ecole@aj-france.com
留学：  www.france-ryugaku.com
 sejour@france-ryugaku.com

AJ-France アージー・フランス
フランス語教室
フランス留学サポート

AJ-FRANCE
Le Journal no.14

詳しくはホームページをご覧ください。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。

■留学体験記：パリに1ヶ月短期留学＆ホームステイ ■ 
■ ル・クラブ・アージーフランス カード配布開始！ ■

■7月のスペシャルイベント ベルギービール祭2011 ■
■8月のスペシャルレッスン フランス語キャンプ！ ■

無料配布
2011年7・8・9月号
発行：AJ-France

LE MARATHON DU MEDOC
 赤ワインはお好き？

フランス南西部のボルドーワインで有名なメドック地方で行われるマラソン大会は《Le Marathon Le Plus 
Long du Monde》『世界で一番長い(過酷な)マラソン』といわれています。 
アップダウンのある延 と々続く59もあるシャトーの所有するブドウ畑の中を駆け
抜けるのですが、仮装しながら、なかなか口に出来ない高級ワインを試飲しなが
ら走るのが、このマラソンの最大の特徴！（2010年の仮装テーマは『コミックヒー
ロー』）ワインでついうっとりしていたら後ろから制限時間の６時間半というプラ
カードを持った人に容赦なく追い越されてしまうので要注意！

【2010年参加者Yさんの感想】 
当日は快晴、 ムードが高まり、いよいよマラソンがスタート！
シャトーが遠くに見えてくる。にわかランナーYは初め8ｋｍ
は結構走れても、10ｋｍで足が上がらなくなる。 トボトボと
ブドウ畑を見ながら歩き、やっと２０km地点の折り返し。コ
ースは南北に８の字の形になっていて、真ん中の部分が出発
とゴールのポイヤックだ。 この時点ですでに3時間半、とっ
くに倍の距離走ってゴールインした人たちがワインやビール
を飲みながら休んでいる。すごいなぁ。 ここからさらに２０
kmあると考えると気が遠くなりそうだったが、 後半に有名
シャトーが沢山あるので、 何とか走って飲みたい！！と考え

たけれども足が動かず、 ギブアップ。 制限内にゴールインすればボルドーワインが一本もらえます。  
（ちなみに一位でゴールインすれば体重分のワインがもらえる） 参加者の仮装を見るだけでも楽しく、ワイン
はホントにおいしかったです。
2011年度の開催日は9月10日で仮装テーマは『アニマル』。興味を持たれた方は、参加してみては？
ちなみにマラソン翌日はボルドー郊外の村が持ち
回りで、ワインを飲みながらの８Ｋｍのお散歩を行
い、参加できます。走るのはちょっと自信ないな・・・
という方はこちらものんびり楽しめそうですね。
メドックマラソン公式ホームページ：
http://www.marathondumedoc.com/

子羊のロティ 
仏キノコそえ

AJ-France Le Journal 設置にご協力いただけるショップ・カフェ・レストラン・学校など大募集！！
広告掲載店舗も募集中！お気軽にお問い合わせください。　担当：福家・岩井まで

realisé par Kanako FUKE

思い思いの仮装をして走るランナーたち。

休憩所でもワイン飲み放題。

たわわに実った収穫前のブドウ。仮装テーマは『コミック・ヒーロー』




