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Qu’est-ce que c’est ?   これなんですか？

この曲がったフォーク、誰かイタズラでもしたのかしら？？というような形ですが、実はこの曲がり
具合が最大のポイント。 これは茹でたジャガイモを食べる時に使
うフォークなのです。
指の代わりに熱々のジャガイモを突き刺して安定させ、皮を剥き
やすくします。 ラクレット（溶かしたチーズをジャガイモやハムにかけて食べる
料理）などではこのフォークは欠かせません。 

Fourchette à Pomme de terre

5ページのクイズの解答              1)blanche    2)Bleue    3)noir    4)rouge    5) jaunes 

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
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La France à Kyoto
AU GRENIER D’OR 西原シェフを迎えてのFestipiphanieをレポート！
先日1月16日にAJ-Franceで開催しましたFestipiphanieは、西原シェフの楽しい
お話であっという間に時間が過ぎました。お菓子作りはもちろんですが、きっとこんな
にシェフがお話し上手だったとは！と驚かれた方も多かったのではないでしょうか。
皆さんからたくさんの質問を頂き、そのひとつひとつに丁寧に答えてくださるシェフ。
その様子は、シェフが作るお菓子の丁寧さにも繋がっている気がしました。
お店の誕生秘話やガレットにまつわるお話の中で、「これから留学する方にとって、や
はりフランス語は大切ですか？」という質問がありました。参加頂いた方の中にはパテ
ィシエ留学を考える方もおられ、体験談としての「私は何も仏語の勉強をして行かな

かったので、本当に苦労しました」という西原シェフの一言には重みを感じます。
パティシエとしても、そして留学の大先輩としてもたくさんのお話を聞け、そしてもちろんシェフ特製のガレッ
トも皆さんで頂き、美味しくて楽しいひと時となりました。
トークショーの後も、多くの方がガレットを食べに来て下さ
り、Festipiphanieは今年も皆様のおかげで盛況に終わりま
した。また来年も皆さんで楽しみましょう！　
※この様子は教室HPからもご覧頂けます。

 京都で見つけるフランス   

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。

■4～6月は特別アトリエがいっぱい！！
　-書く書くアトリエ　　  -DELF対策コース
　-ソワレシネマ　 　　　-仏検集中対策コース
■GWフランス語漬けコース
■突撃☆留学特派員 ワーキングホリデー体験談
■4月のイベント Festipâques2010



L’école d’AJF ‘‘INFO’’   教室情報
　 お菓子レッスン

＜4月24日(土) 14h～17h ＞  
　『バターキャラメル』
　申込み〆：4月22日(木)

フランスでは友人を招いてのちょっとした食事では、必ずと言っていいほどApéritifを楽しみます。飲み物や簡単な
おつまみ、会話を楽しみながら、美味しい食事に向けて胃袋も雰囲気も準備する大切なひと時です。
日本でもすっかり定着したアペリティフという言葉ですが、フランス式Apéritifを実際に楽しんでみませんか？
お気軽にお問い合わせ下さい。
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＜6月26日(土) 14h～17h ＞  
　『コンフィチュール・ド・レ*＆フレンチトースト』
　申込み〆：6月24日(木)              

※＜5月のレッスンはお休みです＞  

費用：未定   日時：2010年6月12日（土）（予定）
場所：AJ-France教室にて ＊詳細はお問い合わせ下さい。

◎費用：￥3800（材料費込み）　
　＊生徒登録されている方は￥3500

4月のスペシャルイベント
Festipâques 2010 『フェスティパック2010』

費用：未定   日時：2010年4月17日（土）（予定）
場所：AJ-France教室にて ＊詳細はお問い合わせ下さい。

無料体験レッスン受付中！お気軽にお問い合わせ下さい。

リーズナブルで丁寧なわかりやすいレッスンを楽しく行います。まずは体験レッスンで教室の
雰囲気を感じて下さい。お友達同士でのセミプライベートレッスンも受け付けております。
【 1レッスン 55分】 レッスン料：☆1ヶ月4回 ￥14000　☆3ヶ月6回 ￥22000

◎普段の生活スタイルは？
ホームステイしていた時は朝７時に起床して、8時過ぎに家を出て、９時から１２時過ぎま
で授業。その後は学校で残って勉強したり、街中をうろうろしたり。１８時くらいには帰宅
していました。独り暮らしを始めてからは、帰宅時間などはまちまちです。学校に行ってい
ない今は、土日月はクリニャンクールなので、７時くらいに起床して家事やらメールやらを
済まし、１０時頃に着くように家を出ます。だいたい１８～１９時くらいまでいて、その後買
い物などをして帰宅。（土曜日の夜は友達とよく私の家で飲んでいました。）他の日は色々
です。エシャンジュをしたり、商品の仕入れに行ったり(日本のお店へアンティークのものを
送っているので)、映画を観にいったり、水曜日はベビーシッターのアルバイトをしていまし
た。よく街中をうろうろしています。家に一日中いるという事はあまりなかったです。

◎一番楽しかったエピソードは？
フランスではないですが、学生の時から行きたかったモロッコに行けた事です。
渡仏して９ヶ月目くらいに行ったのですが、フランス語圏であるモロッコで自分のフランス語がちゃんと通じた事です。

モロッコはイスラム教なので、朝５時くらいにモスケから流れる大音量のアザ̶ン(お祈り
をしましょうと知らせる為の掛け声)で起こされたりお土産などを買う時に値段交渉(モロ
ッコは値段交渉次第)をしたり、ちょうどラマダン(断食)の真っただ中に行った事など、フラ
ンス語は通じるけれど、文化も宗教も全く違い、街並みも違うので、なんだか不思議な体験
でした。あとはやっぱり、クリニャンクールのお店で手伝いをできた事です。この地域はあま

り治安がよくないのですが、蚤の市のある地域に入る
と、とても穏やかな時間が流れています。夏などはお
店の外にテーブルをひろげてお昼ご飯を食べたり、他
のお店の人と話したり。もちろん仕事ですし、お客さん
もいるのでゆっくりしてるばかりではないのですが。
自分が仕入れた商品も置かせてもらっているので、そ
れが売れた時はやっぱりうれしいです。

◎これから留学される方にアドバイスを！
生活や勉強においては、自分のペースでやっていけば大丈夫だと思います。あとは、生活に慣れたら、フランス語をめちゃくちゃで
もいいので使ってみる事。パリには日本人が多いので、日本人コミュニティの情報はとても役に立ちます。フランス人ではわから
ない事などもあるので、日本人の友達がいると心強く、情報を交換できたり、何か目的があって来ている人ばかりなので、お互い
に刺激しあえる仲間ができます。

フランス語＋お菓子のレッスンを開催しています。もちろんフランス語未経験の方でも大丈夫！
◎場所：AJ-France キッチン

モロッコ・フェズでの写真 モロッコ写真 その2

家の近所に来た研ぎ屋さん。
ナイフを研いでもらいました。

Pâqueはイエス・キリストが復活した日として、また春を迎えるお祭りとしてフランス
でも盛大に祝われます。AJ-Franceでも皆さんと一緒に盛り上がりましょう！
フランス語未経験の方でもご参加頂けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

6月のスペシャルイベント
Fête de l’apéritif français 『アペリティフの集い』

プライベートレッスン

＜4月3日(土) 14h～17h ＞  
　『メイン料理とデザート』
　申込み〆：4月1日(木)

＜6月19日(土) 14h～17h ＞  
　『コース料理（前菜・メイン・デザート）』
　申込み〆：6月17日(木) *ミルクジャム

金谷さん、お話を聞かせて頂きありがとうございました。
留学・ワーキングホリデーに興味がある！フランスに行ってみたい！という方は.....

AJ-France フランス留学サポート: www.france-ryugaku.com



◎ワーキングホリデー（以下WH）をした理由は？
友禅染の会社で働いていた時にパリで行われるインテリアの展示会に出展
する事になり、仕事で１０日間ほどの滞在しました。おそらくその時にパリと
いう街に一目惚れしたんだと思います。戻ってきてから、もう一度行きたいと
思いながら悶 と々仕事をしていました。元々ものを作る事とアンティークへ
の興味もあったので、バイヤーのような仕事をしていきたいと思い、フランス
にもWHの制度がある事を知り応募しました。

◎パリに来た感想は？
素っ気ないようで、人懐っこいというか、陽気な人達が多い。日本よりも親切
だと思う事が結構ありました。歩きながら食べてても浮かないところも良いですね。そして歩こうと思えばいくらでも歩けます。
マルシェも楽しい！でもとりあえず冬は寒いです！

◎仕事先での様子、エピソードを教えて下さい。
クリニャンクールにあるお店を手伝っています。日本人観光客の方がく
るので、その時に通訳したり。といっても値段やいつの時代のものか、
何に使うものかくらいです。でも、おかげで数字(フランス語の)には強
くなりました。よく日本人のお客さんから道を聞かれたり、こういうも
のが欲しいけどどこの店にあるか？など聞かれます。日本人がいて助
かったと言ってくださる方が多いですが、せっかくフランスに来ている
のだから、フランス人と接したいお客さんもいるのではないかなぁー
という事がたまに気になります。クリニャンクールは、アンティークの
お店が集合しているので、自然に周りのお店の人とも顔見知りになり
ますし、仲良くなりました。ある日、別のお店のマダムに２週間ほどお
店に来れないから、代わりに店番をしてほしいと言われ、それなら…と

引き受けました。彼女のお店には日
本人がよく来るとの事だったので、
私に声をかけてくれたのだと思うの
ですが、あとあと考えるとお客さんは
日本人だけではないし、そんなにフ
ランス語が話せないのに、よく任して
くれたな…と。でも周りのお店の方
も助けてくださったので、なんとか乗
り切れました。あと、フランス！！ってわけではないのですが、クリニャンクールにドリカムの吉
田美和さんが来た事が衝撃的でした。仕事で来られていたようですが、私の働いているお店
にも来てくれて、少し話しました。「頑張るんだよ！」と最後に一声かけていただいたのが、心に
染みました。

L’école d’AJF ‘‘INFO’’   教室情報
　  Atelier d’écriture　書く書くアトリエ
ご自身の文章スタイルを変えたい、筆記レベルを上げたい、でもその前にフランス語を書く機会が全然ない、とい
う方、とにかく始めてみましょう。アトリエ終了後は書くことが楽しくなるはず。在日フランス人へのインタビューの
質問内容を考え、実際にインタビュー、その後記事をまと
めて書いてみます。
記事はAJ-Journal 2010年10月号に掲載します。

　Soirée Cinema   『ソワレ シネマ』
映画が好きで見るけれど、見終わった後に？？？が残ってしまう方、今年はアトリエで一緒に
鑑賞してみましょう。 

　 GWフランス語漬けコース　ゴールデンウィーク中にひとっ飛び！
普段仕事が忙しく、集中して勉強できない方向きです。この機会に大きく前進しましょう。　※全レベル対応
レッスン料：45000円（在校生） ／ 50000円（在校生外）
開催日：5月1日（土）、2日（日）、3日（月）の3日間　10h～17h
☆Langue 語学→ 参加者のレベルにあわせてプログラムを組みます。参加者が決定次第ご連絡致します。
☆Cuisine 料理→ 簡単なテーブルマナーやフランスの習慣などを体感しながら、1日目はフランス風サンドイッチ、
   2日目はレストランでの昼食、3日めはキッシュを一緒に作ってみましょう。
☆Petit-déjeuner 朝食→ 最終日3日目の朝は少し早めに来てフランスの朝食を体験しましょう。
   これでホームステイもこわくなくなります。
☆Fête 乾杯→ 最終日のレッスンの後は、3日間頑張ったご褒美にシャンパンで乾杯！
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Mlle KANAYA Natsumi

«Ryugaku» :Informations  留学情報

今回の留学特派員は、ワーキングホリデーを終えて
帰国されたばかりの金谷奈津美さん。
フランスに1年滞在し、そして今年3月に再びフラン
スに出発する彼女に突撃しました。

留学先：Paris（パリ）
期間：1年間（2008年12月～）
2010年3月から再び長期留学!

レッスン料：24000円
開催日：隔週土曜日 14h～15h30
4月10日、24日、5月15日、29日、6月12日、26日

1回目：新聞、雑誌などのインタビュー記事を勉強
2回目：インタビュー質問を考える
3回目：インタビュー
4回目～6回目：記事作成
*毎回作文の宿題が出されます。
*インタビューの関係で進行に多少変更がでる可能性があります。

クリニャンクールでの１枚。私のいるお店から見える風景。

パリマラソンの様子

マルシェで売られていた野菜で、カリフラワーと
ブロッコリーの合いの子。

レッスン料：12000円（全4回）
開催日： 隔週金曜日 19h15～20h45　4月9日、23日、5月14日、28日

＊渡仏前のフランス語歴：
　　　　　AJ-Franceで1年2ヶ月学習
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Exercice de français

Les couleurs dans les expressions françaises

フランス人はけっこう機械好き。日常的なところではCaféやお菓子の自動販売機など、駅や学校などでもよく見か
けます。でも…しょっちゅう壊れているのが特徴的。私もメトロの販売機でチョコを買おうとしたところ、ボタンを押
しても反応せず。もちろんお金も戻ってこず。留学中でお金がなかっただけに悔しい思いをしました。
でもこれはまだマシな方。フランスの公衆トイレは有料で、入口で料金を支払うのですが、無人公衆トイレも時々見
かけます。お金を機械に入れると扉が開いて使用できるのですが、これに友人がチャレンジ。中に入り鍵を閉め、よ
っこいしょと便器に腰掛けたところ、閉めたはずの扉が突然オープン！人通りの多さに慌てる友人！しかもトイレは
意外に広く扉にはすぐ手が届かない！！ …実はこの無人トイレはホームレスなどの立てこもりを防ぐため、一定時
間が経つと自動的に扉が開くシステム。それが故障していたために起きた災難でした。
ハイテク機械好きで何にでも取り入れる割には、よく故障していることが多いフランス。駅の券売機が５台中４台
が故障なんてことも珍しくありません。留学される方も一度はEN PANNE!（故障）に遭遇するかも！？

Les Amoureuses　レ・ザムルーズ
フランス料理＆ワイン　Tel: 075-722-6433          

北山の上質プチ・メゾンで、シニアソムリエのワインと！

　ランチ　　1600円〜
　ディナー　2400円・4000円〜

◎旬の食材たっぷり
　3月　ロワール産 ホワイトアスパラ入荷
　4月　ナバラン・プランタニエ
　5月　イタリア産 子ウサギコンフィ
　6月　あゆのコンフィ 南仏風 など

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

試験が近づいてきたけどどうしよう...と思っているあなた。一緒に試験前の不安を解消しましょう！
DELF対策と仏検対策を行いますが、両方共筆記試験対策としては、過去問や対策問題のプリントを
テーマ（文法）別に解いていきます。また口頭試験対策としては、過去に出された質問をもとにシュミレ
ーションを繰り返して練習していきましょう。

L’école d’AJF ‘‘INFO’’   教室情報

留学マメちしき  « En Panne!!  故障 »

仏検とは出題傾向が異なり設問もフランス語のため、フランス人講師が担当します。

皆でやればこわくない！仏検集中対策コース 2010年春期

今年こそステップアップ！ DELF対策コース 2010春期

開催日： 一次筆記試験対策 5月2日（日）、9日（日）
時間：10h～13h と14h～17h
対象レベル： DELF A1 ・ A2  ※中・上級者対象
内容： 過去問題プリント＋随時質問、解説、口頭試験のシュミレーション

レッスン料： A 12000円（2週連続参加） ／ B 6400円（午前+午後参加） ／ C 3800円（午前または午後参加）

レッスン料： A 12000円（2週連続参加） ／ B 6400円（午前+午後参加） ／ C 3800円（午前または午後参加）
※二次口頭試験対策の料金はBとCのみとなります。 
開催日： 

時間： 10h～13h と14h～17h
対象レベル： 5級 ・ 4級・ 3級 ・ 準2級 ・ 2級
内容： 過去問題プリント＋随時質問、解説
        口頭試験のシュミレーション（準2級 ・ 2級のみ）

☆一次試験 6月20日（日）
　 5級 ・ 4級・ 3級 ・ 準2級 ・ 2級

☆二次試験 7月18日（日）
　 　　準2級 ・ 2級のみ

☆筆記・口頭試験
5月16日（日）

Mettez les couleurs qui conviennent.　空欄に色を入れるとフランス語表現になります。（答えは8ページ）

1. Aujourd’hui, c’est la fête de la musique. Je m’amuse toute la nuit. Je fais une nuit  (             ) .
2. Au restaurant,
    A: Que désirez-vous comme cuisson pour votre steak?
    B:  (             ) s’il vous plaît.
3. Deux étrangers parlent...
    A: Je n’ai pas de visa de travail mais je dois travailler pour gagner ma vie.
    B: Si tu travaillais au (             ) ?
    A: Mais non! Je n’ai pas envie de travailler illégalement.
4. Les élèves étaient si bruyants que le professeur a vu (             ) et s’est mis à crier.
5. A: Est-ce que tu connais un restaurant chinois dans ce quartier?
    B: Non, mais je vais en chercher un dans les pages (             ) .

ブイヤベース

FA♪SI♪LA♪ Atelier de Chansons　フランス語で歌おう！
大好評につき4～6月も開講決定！！

春の麗らかな陽気に、思わず鼻歌を口ずさんでしまう…そんな時にフランス語で歌えたらちょっと素敵！
フランス語は話せないけれど歌からなら入りやすいという方も、ぜひご参加下さい。
詳細は教室HPで近日中に発表です！お楽しみに☆

一次筆記試験対策 6月6日（日）、13日（日）
二次筆記試験対策 7月11日（日）
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Exercice de français

Les couleurs dans les expressions françaises

フランス人はけっこう機械好き。日常的なところではCaféやお菓子の自動販売機など、駅や学校などでもよく見か
けます。でも…しょっちゅう壊れているのが特徴的。私もメトロの販売機でチョコを買おうとしたところ、ボタンを押
しても反応せず。もちろんお金も戻ってこず。留学中でお金がなかっただけに悔しい思いをしました。
でもこれはまだマシな方。フランスの公衆トイレは有料で、入口で料金を支払うのですが、無人公衆トイレも時々見
かけます。お金を機械に入れると扉が開いて使用できるのですが、これに友人がチャレンジ。中に入り鍵を閉め、よ
っこいしょと便器に腰掛けたところ、閉めたはずの扉が突然オープン！人通りの多さに慌てる友人！しかもトイレは
意外に広く扉にはすぐ手が届かない！！ …実はこの無人トイレはホームレスなどの立てこもりを防ぐため、一定時
間が経つと自動的に扉が開くシステム。それが故障していたために起きた災難でした。
ハイテク機械好きで何にでも取り入れる割には、よく故障していることが多いフランス。駅の券売機が５台中４台
が故障なんてことも珍しくありません。留学される方も一度はEN PANNE!（故障）に遭遇するかも！？

Les Amoureuses　レ・ザムルーズ
フランス料理＆ワイン　Tel: 075-722-6433          

北山の上質プチ・メゾンで、シニアソムリエのワインと！

　ランチ　　1600円〜
　ディナー　2400円・4000円〜

◎旬の食材たっぷり
　3月　ロワール産 ホワイトアスパラ入荷
　4月　ナバラン・プランタニエ
　5月　イタリア産 子ウサギコンフィ
　6月　あゆのコンフィ 南仏風 など

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

試験が近づいてきたけどどうしよう...と思っているあなた。一緒に試験前の不安を解消しましょう！
DELF対策と仏検対策を行いますが、両方共筆記試験対策としては、過去問や対策問題のプリントを
テーマ（文法）別に解いていきます。また口頭試験対策としては、過去に出された質問をもとにシュミレ
ーションを繰り返して練習していきましょう。

L’école d’AJF ‘‘INFO’’   教室情報

留学マメちしき  « En Panne!!  故障 »

仏検とは出題傾向が異なり設問もフランス語のため、フランス人講師が担当します。

皆でやればこわくない！仏検集中対策コース 2010年春期

今年こそステップアップ！ DELF対策コース 2010春期

開催日： 一次筆記試験対策 5月2日（日）、9日（日）
時間：10h～13h と14h～17h
対象レベル： DELF A1 ・ A2  ※中・上級者対象
内容： 過去問題プリント＋随時質問、解説、口頭試験のシュミレーション

レッスン料： A 12000円（2週連続参加） ／ B 6400円（午前+午後参加） ／ C 3800円（午前または午後参加）

レッスン料： A 12000円（2週連続参加） ／ B 6400円（午前+午後参加） ／ C 3800円（午前または午後参加）
※二次口頭試験対策の料金はBとCのみとなります。 
開催日： 

時間： 10h～13h と14h～17h
対象レベル： 5級 ・ 4級・ 3級 ・ 準2級 ・ 2級
内容： 過去問題プリント＋随時質問、解説
        口頭試験のシュミレーション（準2級 ・ 2級のみ）

☆一次試験 6月20日（日）
　 5級 ・ 4級・ 3級 ・ 準2級 ・ 2級

☆二次試験 7月18日（日）
　 　　準2級 ・ 2級のみ

☆筆記・口頭試験
5月16日（日）

Mettez les couleurs qui conviennent.　空欄に色を入れるとフランス語表現になります。（答えは8ページ）

1. Aujourd’hui, c’est la fête de la musique. Je m’amuse toute la nuit. Je fais une nuit  (             ) .
2. Au restaurant,
    A: Que désirez-vous comme cuisson pour votre steak?
    B:  (             ) s’il vous plaît.
3. Deux étrangers parlent...
    A: Je n’ai pas de visa de travail mais je dois travailler pour gagner ma vie.
    B: Si tu travaillais au (             ) ?
    A: Mais non! Je n’ai pas envie de travailler illégalement.
4. Les élèves étaient si bruyants que le professeur a vu (             ) et s’est mis à crier.
5. A: Est-ce que tu connais un restaurant chinois dans ce quartier?
    B: Non, mais je vais en chercher un dans les pages (             ) .

ブイヤベース

FA♪SI♪LA♪ Atelier de Chansons　フランス語で歌おう！
大好評につき4～6月も開講決定！！

春の麗らかな陽気に、思わず鼻歌を口ずさんでしまう…そんな時にフランス語で歌えたらちょっと素敵！
フランス語は話せないけれど歌からなら入りやすいという方も、ぜひご参加下さい。
詳細は教室HPで近日中に発表です！お楽しみに☆

一次筆記試験対策 6月6日（日）、13日（日）
二次筆記試験対策 7月11日（日）



◎ワーキングホリデー（以下WH）をした理由は？
友禅染の会社で働いていた時にパリで行われるインテリアの展示会に出展
する事になり、仕事で１０日間ほどの滞在しました。おそらくその時にパリと
いう街に一目惚れしたんだと思います。戻ってきてから、もう一度行きたいと
思いながら悶 と々仕事をしていました。元々ものを作る事とアンティークへ
の興味もあったので、バイヤーのような仕事をしていきたいと思い、フランス
にもWHの制度がある事を知り応募しました。

◎パリに来た感想は？
素っ気ないようで、人懐っこいというか、陽気な人達が多い。日本よりも親切
だと思う事が結構ありました。歩きながら食べてても浮かないところも良いですね。そして歩こうと思えばいくらでも歩けます。
マルシェも楽しい！でもとりあえず冬は寒いです！

◎仕事先での様子、エピソードを教えて下さい。
クリニャンクールにあるお店を手伝っています。日本人観光客の方がく
るので、その時に通訳したり。といっても値段やいつの時代のものか、
何に使うものかくらいです。でも、おかげで数字(フランス語の)には強
くなりました。よく日本人のお客さんから道を聞かれたり、こういうも
のが欲しいけどどこの店にあるか？など聞かれます。日本人がいて助
かったと言ってくださる方が多いですが、せっかくフランスに来ている
のだから、フランス人と接したいお客さんもいるのではないかなぁー
という事がたまに気になります。クリニャンクールは、アンティークの
お店が集合しているので、自然に周りのお店の人とも顔見知りになり
ますし、仲良くなりました。ある日、別のお店のマダムに２週間ほどお
店に来れないから、代わりに店番をしてほしいと言われ、それなら…と

引き受けました。彼女のお店には日
本人がよく来るとの事だったので、
私に声をかけてくれたのだと思うの
ですが、あとあと考えるとお客さんは
日本人だけではないし、そんなにフ
ランス語が話せないのに、よく任して
くれたな…と。でも周りのお店の方
も助けてくださったので、なんとか乗
り切れました。あと、フランス！！ってわけではないのですが、クリニャンクールにドリカムの吉
田美和さんが来た事が衝撃的でした。仕事で来られていたようですが、私の働いているお店
にも来てくれて、少し話しました。「頑張るんだよ！」と最後に一声かけていただいたのが、心に
染みました。

L’école d’AJF ‘‘INFO’’   教室情報
　  Atelier d’écriture　書く書くアトリエ
ご自身の文章スタイルを変えたい、筆記レベルを上げたい、でもその前にフランス語を書く機会が全然ない、とい
う方、とにかく始めてみましょう。アトリエ終了後は書くことが楽しくなるはず。在日フランス人へのインタビューの
質問内容を考え、実際にインタビュー、その後記事をまと
めて書いてみます。
記事はAJ-Journal 2010年10月号に掲載します。

　Soirée Cinema   『ソワレ シネマ』
映画が好きで見るけれど、見終わった後に？？？が残ってしまう方、今年はアトリエで一緒に
鑑賞してみましょう。 

　 GWフランス語漬けコース　ゴールデンウィーク中にひとっ飛び！
普段仕事が忙しく、集中して勉強できない方向きです。この機会に大きく前進しましょう。　※全レベル対応
レッスン料：45000円（在校生） ／ 50000円（在校生外）
開催日：5月1日（土）、2日（日）、3日（月）の3日間　10h～17h
☆Langue 語学→ 参加者のレベルにあわせてプログラムを組みます。参加者が決定次第ご連絡致します。
☆Cuisine 料理→ 簡単なテーブルマナーやフランスの習慣などを体感しながら、1日目はフランス風サンドイッチ、
   2日目はレストランでの昼食、3日めはキッシュを一緒に作ってみましょう。
☆Petit-déjeuner 朝食→ 最終日3日目の朝は少し早めに来てフランスの朝食を体験しましょう。
   これでホームステイもこわくなくなります。
☆Fête 乾杯→ 最終日のレッスンの後は、3日間頑張ったご褒美にシャンパンで乾杯！
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Mlle KANAYA Natsumi

«Ryugaku» :Informations  留学情報

今回の留学特派員は、ワーキングホリデーを終えて
帰国されたばかりの金谷奈津美さん。
フランスに1年滞在し、そして今年3月に再びフラン
スに出発する彼女に突撃しました。

留学先：Paris（パリ）
期間：1年間（2008年12月～）
2010年3月から再び長期留学!

レッスン料：24000円
開催日：隔週土曜日 14h～15h30
4月10日、24日、5月15日、29日、6月12日、26日

1回目：新聞、雑誌などのインタビュー記事を勉強
2回目：インタビュー質問を考える
3回目：インタビュー
4回目～6回目：記事作成
*毎回作文の宿題が出されます。
*インタビューの関係で進行に多少変更がでる可能性があります。

クリニャンクールでの１枚。私のいるお店から見える風景。

パリマラソンの様子

マルシェで売られていた野菜で、カリフラワーと
ブロッコリーの合いの子。

レッスン料：12000円（全4回）
開催日： 隔週金曜日 19h15～20h45　4月9日、23日、5月14日、28日

＊渡仏前のフランス語歴：
　　　　　AJ-Franceで1年2ヶ月学習
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　 お菓子レッスン

＜4月24日(土) 14h～17h ＞  
　『バターキャラメル』
　申込み〆：4月22日(木)

フランスでは友人を招いてのちょっとした食事では、必ずと言っていいほどApéritifを楽しみます。飲み物や簡単な
おつまみ、会話を楽しみながら、美味しい食事に向けて胃袋も雰囲気も準備する大切なひと時です。
日本でもすっかり定着したアペリティフという言葉ですが、フランス式Apéritifを実際に楽しんでみませんか？
お気軽にお問い合わせ下さい。
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＜6月26日(土) 14h～17h ＞  
　『コンフィチュール・ド・レ*＆フレンチトースト』
　申込み〆：6月24日(木)              

※＜5月のレッスンはお休みです＞  

費用：未定   日時：2010年6月12日（土）（予定）
場所：AJ-France教室にて ＊詳細はお問い合わせ下さい。

◎費用：￥3800（材料費込み）　
　＊生徒登録されている方は￥3500

4月のスペシャルイベント
Festipâques 2010 『フェスティパック2010』

費用：未定   日時：2010年4月17日（土）（予定）
場所：AJ-France教室にて ＊詳細はお問い合わせ下さい。

無料体験レッスン受付中！お気軽にお問い合わせ下さい。

リーズナブルで丁寧なわかりやすいレッスンを楽しく行います。まずは体験レッスンで教室の
雰囲気を感じて下さい。お友達同士でのセミプライベートレッスンも受け付けております。
【 1レッスン 55分】 レッスン料：☆1ヶ月4回 ￥14000　☆3ヶ月6回 ￥22000

◎普段の生活スタイルは？
ホームステイしていた時は朝７時に起床して、8時過ぎに家を出て、９時から１２時過ぎま
で授業。その後は学校で残って勉強したり、街中をうろうろしたり。１８時くらいには帰宅
していました。独り暮らしを始めてからは、帰宅時間などはまちまちです。学校に行ってい
ない今は、土日月はクリニャンクールなので、７時くらいに起床して家事やらメールやらを
済まし、１０時頃に着くように家を出ます。だいたい１８～１９時くらいまでいて、その後買
い物などをして帰宅。（土曜日の夜は友達とよく私の家で飲んでいました。）他の日は色々
です。エシャンジュをしたり、商品の仕入れに行ったり(日本のお店へアンティークのものを
送っているので)、映画を観にいったり、水曜日はベビーシッターのアルバイトをしていまし
た。よく街中をうろうろしています。家に一日中いるという事はあまりなかったです。

◎一番楽しかったエピソードは？
フランスではないですが、学生の時から行きたかったモロッコに行けた事です。
渡仏して９ヶ月目くらいに行ったのですが、フランス語圏であるモロッコで自分のフランス語がちゃんと通じた事です。

モロッコはイスラム教なので、朝５時くらいにモスケから流れる大音量のアザ̶ン(お祈り
をしましょうと知らせる為の掛け声)で起こされたりお土産などを買う時に値段交渉(モロ
ッコは値段交渉次第)をしたり、ちょうどラマダン(断食)の真っただ中に行った事など、フラ
ンス語は通じるけれど、文化も宗教も全く違い、街並みも違うので、なんだか不思議な体験
でした。あとはやっぱり、クリニャンクールのお店で手伝いをできた事です。この地域はあま

り治安がよくないのですが、蚤の市のある地域に入る
と、とても穏やかな時間が流れています。夏などはお
店の外にテーブルをひろげてお昼ご飯を食べたり、他
のお店の人と話したり。もちろん仕事ですし、お客さん
もいるのでゆっくりしてるばかりではないのですが。
自分が仕入れた商品も置かせてもらっているので、そ
れが売れた時はやっぱりうれしいです。

◎これから留学される方にアドバイスを！
生活や勉強においては、自分のペースでやっていけば大丈夫だと思います。あとは、生活に慣れたら、フランス語をめちゃくちゃで
もいいので使ってみる事。パリには日本人が多いので、日本人コミュニティの情報はとても役に立ちます。フランス人ではわから
ない事などもあるので、日本人の友達がいると心強く、情報を交換できたり、何か目的があって来ている人ばかりなので、お互い
に刺激しあえる仲間ができます。

フランス語＋お菓子のレッスンを開催しています。もちろんフランス語未経験の方でも大丈夫！
◎場所：AJ-France キッチン

モロッコ・フェズでの写真 モロッコ写真 その2

家の近所に来た研ぎ屋さん。
ナイフを研いでもらいました。

Pâqueはイエス・キリストが復活した日として、また春を迎えるお祭りとしてフランス
でも盛大に祝われます。AJ-Franceでも皆さんと一緒に盛り上がりましょう！
フランス語未経験の方でもご参加頂けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

6月のスペシャルイベント
Fête de l’apéritif français 『アペリティフの集い』

プライベートレッスン

＜4月3日(土) 14h～17h ＞  
　『メイン料理とデザート』
　申込み〆：4月1日(木)

＜6月19日(土) 14h～17h ＞  
　『コース料理（前菜・メイン・デザート）』
　申込み〆：6月17日(木) *ミルクジャム

金谷さん、お話を聞かせて頂きありがとうございました。
留学・ワーキングホリデーに興味がある！フランスに行ってみたい！という方は.....

AJ-France フランス留学サポート: www.france-ryugaku.com
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Qu’est-ce que c’est ?   これなんですか？

この曲がったフォーク、誰かイタズラでもしたのかしら？？というような形ですが、実はこの曲がり
具合が最大のポイント。 これは茹でたジャガイモを食べる時に使
うフォークなのです。
指の代わりに熱々のジャガイモを突き刺して安定させ、皮を剥き
やすくします。 ラクレット（溶かしたチーズをジャガイモやハムにかけて食べる
料理）などではこのフォークは欠かせません。 

Fourchette à Pomme de terre

5ページのクイズの解答              1)blanche    2)Bleue    3)noir    4)rouge    5) jaunes 

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

無料配布
2010年4・5・6月号
発行：AJ-France
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La France à Kyoto
AU GRENIER D’OR 西原シェフを迎えてのFestipiphanieをレポート！
先日1月16日にAJ-Franceで開催しましたFestipiphanieは、西原シェフの楽しい
お話であっという間に時間が過ぎました。お菓子作りはもちろんですが、きっとこんな
にシェフがお話し上手だったとは！と驚かれた方も多かったのではないでしょうか。
皆さんからたくさんの質問を頂き、そのひとつひとつに丁寧に答えてくださるシェフ。
その様子は、シェフが作るお菓子の丁寧さにも繋がっている気がしました。
お店の誕生秘話やガレットにまつわるお話の中で、「これから留学する方にとって、や
はりフランス語は大切ですか？」という質問がありました。参加頂いた方の中にはパテ
ィシエ留学を考える方もおられ、体験談としての「私は何も仏語の勉強をして行かな

かったので、本当に苦労しました」という西原シェフの一言には重みを感じます。
パティシエとしても、そして留学の大先輩としてもたくさんのお話を聞け、そしてもちろんシェフ特製のガレッ
トも皆さんで頂き、美味しくて楽しいひと時となりました。
トークショーの後も、多くの方がガレットを食べに来て下さ
り、Festipiphanieは今年も皆様のおかげで盛況に終わりま
した。また来年も皆さんで楽しみましょう！　
※この様子は教室HPからもご覧頂けます。

 京都で見つけるフランス   

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。

■4～6月は特別アトリエがいっぱい！！
　-書く書くアトリエ　　  -DELF対策コース
　-ソワレシネマ　 　　　-仏検集中対策コース
■GWフランス語漬けコース
■突撃☆留学特派員 ワーキングホリデー体験談
■4月のイベント Festipâques2010


