4ページのクイズの解答

1) yeux, tête

2) pieds, mains

3) bouche, oreille

4) main

5) pouces

6) coudes

7) langue

8) oreilles

9) dents

10) doigts, nez

11) jambes, cou

12) cheveux

いくつか直訳すると…
4) それについては自信があります。手を火の中に入れても良い!（=確信がある。誓っても良い。）
7) その言葉知っているけど思い出せないな。舌の先にあるんだけど。
（=言葉が出かかって出てこない。)
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9）彼はとても野心が強い人だ。彼の歯は長い。
（=野心家）
南仏でオリジナル香水を作る

Créez votre parfum
フランスで自分だけの香水が作れたら、素敵なお土産になると思いませんか？
コート・ダジュールのグラースにある工房で作れると聞き、突撃取材！香水メーカー
Galimardの工房Le Studio des Fragrancesは予約制で、
フランス語や英語の他に
日本語の説明もあります。

無料配布
2010年7・8・9月号
発行：AJ-France

こじんまりとした工房は、香水やフレグランスソープの香りがあふれる心地よい空間。
いよいよ香水作りスタート！一人一人の机の上には小瓶がずらーり。調香師のアドバイスを受けながら自分の
好みの香りを調合します。小瓶のラベルには、花や果物の名前はもちろん
「蓮の葉」
「タバコ」
さらには
「真夏の街」
「メトロ」
「少年」
なんて香りまで。
でも調香師の方から
「ラベルを見ずに香りを確かめた方が、先入観なく好みの
香りがわかるよ」
とのアドバイス。
なるほど…とお気に入り
「菩提樹」
の香りをベースに約15種類の香りを混ぜて
いきます。
自分で香りを選び、調香師さんが適した量を教えてくれます。
周りの皆さんも真剣！作り進めていくう
ちに、香りが分からなくなってくると
「外の空気を吸いに行っておいで」
と調香師さんから助言。一日に何種類くら
い香りを確認するの？と聞くと
「100種類くらいかな。
でも僕たちも香りが曖昧になってきたら一度リセットする
よ。
バニラの香りを匂ぐんだ。」
と言っていました。
完成した香水には、
自分で名前を付けます。配合レシピは保管され、
インターネットから同じ香水を何度でも注文できます。
まさに世界に
一つだけの香水。約2時間の調香体験と100mlの香水、
オリジナルの
小瓶がついて、参加料は45ユーロ。帰りはグラースの香水工場をいくつ
か見学し、香水三昧な一日となりました。
LE STUDIO DES FRAGRANCES
Tél : 04.93.09.20.00
HP : www.galimard.com
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フランス語教室

フランス留学サポート
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。

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：
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■夏休みは
「AJ-キャンプ」
！■
■新開講！アトリエ
「シャドーイング」■
■9月のイベント Festibière2010 ■
■突撃☆留学特派員＆プチ留学のススメ ■
■フランス発：南仏でオリジナル香水を作る ■
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個人レッスン＆グループレッスン 無料体験レッスン受付中！

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。
レベル別のグループレッスン、
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。
個人：
【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）

7月開講

超入門グループレッスン
（毎週金曜19h15-20h45）

お菓子＆お料理レッスン

フランスでTGVや電車、
トラムに乗る時に忘れてはいけないのがcomposter（刻印）。
駅には色んなところにcomposteur（刻印機）
があります。
この機械に買った切符を
挟むように入れます。
ガチャンと日付などの刻印が刻まれたらOK。
日本でいう改札の
役割ですね。
「ちゃんと切符も買えたし、安心、安心」
と思ってうっかり刻印を忘れてしまうと大変な
ことに。
というのは、車内でコントロールと呼ばれる車掌さんがチェックに来た時に、切
符に刻印がされていないと、罰金を請求されてしまうのです。
（外国人なのでよくわから
ないというフリをしても見逃してくれません。）
バスやメトロなど公共交通機関は必要な
ことがほとんど。忘れないように、気をつけましょう！

フランス語未経験の方でも大丈夫！

◎費用：￥3800（材料費込み）
①アフリカ風フランス料理
＜7月3日(土) 14h〜17h＞
『タブレ
（クスクスのサラダ）』
②フランス版ドーナツ
＜7月8日(木) 14h〜17h＞
『フルーツのベニエ』
③夏休み特別企画！
＜7月17日(土) 14h〜17h＞
『子どものお菓子レッスン』
④伝統のお菓子
＜7月24日(土) 14h〜17h＞
『サントノレ』

留学マメちしき « Composteur 刻印機 »

＊生徒登録されている方は￥3500

◎場所：AJ-France キッチン
◎申込〆：レッスンの2日前までにお申込下さい。
⑤カリッとした食感
＜8月5日(木) 14h〜17h＞
『ガトー・オ・プラリヌ』
⑥レモンでさっぱり
＜8月14日(土) 14h〜17h＞
『カレ・シトロン』
⑦アニーおばさんのケーキ
＜8月28日(土) 14h〜17h＞
『ガトー・ダニー』

メ
スス
の
留学
プチ

⑧前菜＋メイン＋デザート
＜9月4日(土) 14h〜17h＞
『秋のコース料理』
⑨定番のお菓子
＜9月11日(土) 14h〜17h＞
『リンゴのタルト』
⑩トマトのひき肉詰め
＜9月16日(木) 14h〜17h＞
『トマト・ファーシ』

例：2週間南仏の語学学校に通ってホーム
OL
ステイをした場合。
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-語学学校
300ユーロ
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パリの料理・製菓学校は短期
プログラムも開講しています。
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例1：プチフールとマカロン講座
AT
P
6時間 3日間 料金：915ユーロ
E
例2：本格フランス料理 前菜＋メイン＋デザート
ED

OL
EC

3時間 1日間

料金：100ユーロ

アマチュア〜プロの方まで。
あなたにぴったりの
プログラムをご紹介します。

留学に興味がある！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

2009年参加者の感想
「フランスに留学してるみたいな時間を
過ごせてすごく楽しかったです。」
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費用： 50000円
（レッスン代、宿泊、全食事代、保険料込み）
＊生徒登録されている方は45000円
日時： 2010年8月13日
（金）朝〜8月14日
（土）
夕方 1泊2日
場所： 京都市 鞍馬北部
人数： 5〜15名
〆切： 2010年7月13日
（火）
内容： 語学レッスン・アクティビティ・朝食レッスン・料理レッスンなど
（予定）

「普段の生活でフランス語を使う機会
がないので勉強になりました。」
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8月の特別レッスン AJ-Camping 2010『AJキャンプ2010』
もうすぐ夏休み！ご予定はお決まりですか？
昨年、大好評だった林間学校を、今年も開催！
「普段は忙しくて時間がない」
「お休みだからフランスに行きたいけど、
お財布が気になる」
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！

語学学校は1週間から入学可能。午前中はフランス語を
勉強し、午後は街散策。夜はホームステイで団らん。
きっと旅行とはひと味違う楽しみ方ができるはず！
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Atelier de shadowing フランス語をもっと流暢に！
『シャドーイング』

Madame Rika HIRATA
今回の留学特派員は、今年の始めに１ヶ月パ
リに短期留学された平田さん。
「長期の留学
は無理だけど…」
という方も、短期滞在なら手
軽にフランス気分が味わえるはず！

留学先：Paris（パリ）
期間：1ヶ月
（2010年1月〜2月）
学校：Institut Parisien

シャドーイングは、効果的に語学を上達させるメソッド。
シャドー（影）
のように、
フランス人
が話す文章を数秒遅れて繰り返します。
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。

滞在：家具付アパルトマン

レッスン料：14000円
（全6回）
		

開催日：隔週土曜日 13h50〜14h50

2010年7月10日、24日、8月7日、28日、9月11日、25日
以前に日本文化を紹介するイベントで初めてパリを訪れた平田さん。
その時は時間がな
くあまり観光できなかったので、
ゆっくりとパリで過ごしたいと今回留学を決意されまし
た。
また現在は現在は通訳ガイドを目指してフランス語を勉強中！
語学学校でフランス語を勉強したその様子を写真と共にリポートします！
平田さんの通った学校はInstitut Parisien。
オペラ座の近くに引越したこちらの学校は
アクセスも良く、
また先生がとても優しいのが自慢です。一週目は個人レッスンだった
平田さんが先生へプレゼントをされたところ、先生もお返しにカレンダーをくださったと
か。食事やカフェにも誘ってもらって一緒におでかけもされました。
語学学校Institut Parisien
二週目からはグループレッスンがスタート。最初は心配していたものの、
お互い片言でコミュニケーションしな
がらすぐ仲良くなったそうです。国籍や年齢を問わずフランス語を勉強しようとする姿勢が励みにもなり、世
界観が広がったと語って下さいました。
パリでは５区のアパルトマンで一人暮らし。不運にも騒音で近
所の方とトラブルになったりシャワーしていたらお湯が水にな
った
（注：フランスではお湯を貯水して使うのでよくある！）
など
で一時はホテルに避難することも考えたそうですが、
こんなこと
もアパルトマン生活だから経験すること。
プラス思考に考え、
ま
た界隈の雰囲気の良さが気に入って最後まで過ごされました。
わずかの滞在の間にアパルトマンにお友達もできたそう。初日
に建物の入口で困っていた平田さんを助けてくれたフランス人
前菜のフォアグラ
ムッシューとは今でも手紙のやりとりをされているなんて、素敵
ですね！またお友達といえば、近くのスーパーマーケットの方とも仲良くなり、落ち込んだ時はなぐさめてもら
ったり、常連さんのお家に遊びに行ったりと、
たくさんのお友達を作って帰国しました。
ただ滞在中にはフランス人に冷
たくされたり、一人暮らしなので
寂しくなることもあったそうです。
そんな時に支えになったのが
「人
とのつながり」。
日本のご家族や
お友達、
フランスで出会った人々
に励まされ、
ありがたみを感じら
れたことも大きな収穫となりまし
た。
もう一度フランスに行きたい
ですか？との問いには
「OUI!!」
と
モンサンミッシェルは圧巻のたたずまい
のお返事。
留学だからできること、知れることはたくさんあります。
ちなみに語学学校は一
週間からでも登録可能。皆さんも旅行気分でプチ留学してみませんか？

パリのショーウィンドウの前で

Soirée Cinéma 『ソワレ シネマ』
好評にお応えして夏も開講！映画が好きで見るけれど、見終わった後
に？？？という方も多いのでは？一緒にアトリエで鑑賞しましょう。
レッスン料：12000円
（全4回）
開催日： 隔週金曜日 19h15〜20h45 7月9日、23日、8月6日、20日

FA♪SI♪LA♪ Atelier de Chanson 『フランス語で歌おう！』
フランス語で歌えたら、気分も盛り上がってちょっと素敵！歌詞と発音を楽しく学び、歌いましょう！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。
レッスン料：18000円
（全6回）
開催日：隔週土曜日 11h15〜12h45

2010年7月10日、24日、8月7日、21日、9月11日、25日

9月のスペシャルイベント
Fêstibière 『フェスティビエール』
地ビールで有名なベルギーは、
フランス語を話す国。昨年大盛り上がりだった
ベルギービールのパーティーを、今年も楽しみましょう！
日時：2010年9月4日夜（予定）		

場所：AJ-France教室にて

費用：未定				

協力：株式会社ベルギービールな生活

京都で見つけるフランス

La France à Kyoto

Les parties du corps dans les expressions françaises
Mettez les parties du corps qui conviennent.
1. Cette robe est très chère. Elle vaut les (

空欄には体の部分の名前が入ります。

) de la (

).

2. Jʼai eu beaucoup de mal à trouver son adresse. Jʼai fait des (
trouver.
3. Il sʼest fait connaitre grâce au (

)à(

4. Jʼen suis sûre, jʼen mettrai ma (

) au feu!

5. Il ne fait rien. Il se tourne les (

) et des (

).

).

6. Il faut sʼentre aider. Se serrer les (

).

7. Je connais ce mot mais je nʼarrive pas à mʼen souvenir. Je lʼai sur le bout de la (
8. Ne tʼinquiète pas. Tu peux dormir sur tes deux (
9. Il est très ambitieux. Il a les (

).

) longues.

10. Le test était trop facile! Jʼai réussi les (

) dans le (

).

11. Jʼai eu tellement peur que jʼai pris mes (

) à mon (

).

12. Cette histoire est très bizarre. Elle est vraiment tirée par les (
Choix 選択肢
tête（頭）

cheveux（髪） yeux（目）

nez（鼻）

langue（舌）

) pour la

oreille（耳）

bouche（口） dent（歯）

main（手） doigt（指）

pouce（親指） cou（首）

coude（肘） jambe（脚）

pied（足）

AJ-Franceのブログが新登場。
日本語＆フランス語で更新中。
BLOG DʼAJ-FRANCE
教室

http://aj-france.com/blog/

留学

http://france-ryugaku.com/wordpress/

)!

).

AJ-Franceで開催したフランコフォニー祭の様子をリポート！
フランス語は世界中で話されており、
その国や地域の総称をFrancophonie（フラン
コフォニー）と呼びます。
フランス語を公用語とする国は50数カ国あり、英語に次ぐ
国数！3月の一週間はフランコフォニー週間と呼ばれ、
フランス文化を通じた連帯と
協力を目的としたお祭りです。

AJ-Franceでも、
フランスコフォニー週間を記念して3月21日
（日）
に
「フランコフォニ
ー祭り2010」
を開催しました。
フランコフォニーにちなんだ料理を皆さんに一品ずつ
持ち寄ってもらったり、
フランコフォニーに関するクイズも！
持ちよりビュッフェでは、
ベトナムの“バイン・ミー”やショコラ、
スイスのクッキーなど、
色々な料理やお菓子がテーブルに並びました。
AJ-Franceからは、
Zéliaさ
んがモロッコのクレープ“Crèpes marocaines”、Jean-Jacquesさんは
同じくモロッコの“Taboulet”というクスクスのサラダを準備。
少人数ながら、楽しいひとときが過ごせました。今回のパーティーで、
フランス語圏は意外にたくさんある事が皆さんに知って頂ける機会となれ
ば嬉しいです。
フランス語が話せると世界もぐん！と広がりますね！

Qu’est-ce que c’est ?

これなんですか？

Pince à sucre
フランスのカフェや古い家庭の台所でよく見かけるこの器具。先端についているのは、四角くて、甘くて、
コー
ヒーに入れる… そう！
「角砂糖」
をつまむ道具です。注射のように上部を押すと、
まるでUFOキャッチャーのように下部が開きます。
フランスではコーヒーに入れるのはさらさらのグラニュー糖ではなく、
角砂糖が
一般的。
もちろんフランスでもグラニュー糖はお菓子やヨーグルトに入れたりと
よく見かけますが、
コーヒーには角砂糖がつきもののようです。
これがあれば、
お砂糖のポットから、清潔で簡単に砂糖をつまむことができますね。

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
ディナー

1600円〜
2400円・4000円〜

◎旬の食材たっぷり
6月 あゆのコンフィ 南仏風
7月 ラタトィユ、カペリーニ
8月 子羊グリエ、ガスパチョ
9月 松たけ、ジビエ 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

ブルターニュ産
ホロホロ鳥

Les Amoureuses レ・ザムルーズ
フランス料理＆ワイン

Tel: 075-722-6433
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La France à Kyoto

AJ-Franceで開催したフランコフォニー祭の様子をリポート！
フランス語は世界中で話されており、
その国や地域の総称をFrancophonie（フラン
コフォニー）と呼びます。
フランス語を公用語とする国は50数カ国あり、英語に次ぐ
国数！3月の一週間はフランコフォニー週間と呼ばれ、
フランス文化を通じた連帯と
協力を目的としたお祭りです。

AJ-Franceでも、
フランスコフォニー週間を記念して3月21日
（日）
に
「フランコフォニ
ー祭り2010」
を開催しました。
フランコフォニーにちなんだ料理を皆さんに一品ずつ
持ち寄ってもらったり、
フランコフォニーに関するクイズも！
持ちよりビュッフェでは、
ベトナムの“バイン・ミー”やショコラ、
スイスのクッキーなど、
色々な料理やお菓子がテーブルに並びました。
AJ-Franceからは、
Zéliaさ
んがモロッコのクレープ“Crèpes marocaines”、Jean-Jacquesさんは
同じくモロッコの“Taboulet”というクスクスのサラダを準備。
少人数ながら、楽しいひとときが過ごせました。今回のパーティーで、
フランス語圏は意外にたくさんある事が皆さんに知って頂ける機会となれ
ば嬉しいです。
フランス語が話せると世界もぐん！と広がりますね！

Qu’est-ce que c’est ?

これなんですか？

Pince à sucre
フランスのカフェや古い家庭の台所でよく見かけるこの器具。先端についているのは、四角くて、甘くて、
コー
ヒーに入れる… そう！
「角砂糖」
をつまむ道具です。注射のように上部を押すと、
まるでUFOキャッチャーのように下部が開きます。
フランスではコーヒーに入れるのはさらさらのグラニュー糖ではなく、
角砂糖が
一般的。
もちろんフランスでもグラニュー糖はお菓子やヨーグルトに入れたりと
よく見かけますが、
コーヒーには角砂糖がつきもののようです。
これがあれば、
お砂糖のポットから、清潔で簡単に砂糖をつまむことができますね。

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
ディナー

1600円〜
2400円・4000円〜

◎旬の食材たっぷり
6月 あゆのコンフィ 南仏風
7月 ラタトィユ、カペリーニ
8月 子羊グリエ、ガスパチョ
9月 松たけ、ジビエ 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

ブルターニュ産
ホロホロ鳥

Les Amoureuses レ・ザムルーズ
フランス料理＆ワイン

Tel: 075-722-6433

Atelier de shadowing フランス語をもっと流暢に！
『シャドーイング』

Madame Rika HIRATA
今回の留学特派員は、今年の始めに１ヶ月パ
リに短期留学された平田さん。
「長期の留学
は無理だけど…」
という方も、短期滞在なら手
軽にフランス気分が味わえるはず！

留学先：Paris（パリ）
期間：1ヶ月
（2010年1月〜2月）
学校：Institut Parisien

シャドーイングは、効果的に語学を上達させるメソッド。
シャドー（影）
のように、
フランス人
が話す文章を数秒遅れて繰り返します。
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。

滞在：家具付アパルトマン

レッスン料：14000円
（全6回）
		

開催日：隔週土曜日 13h50〜14h50

2010年7月10日、24日、8月7日、28日、9月11日、25日
以前に日本文化を紹介するイベントで初めてパリを訪れた平田さん。
その時は時間がな
くあまり観光できなかったので、
ゆっくりとパリで過ごしたいと今回留学を決意されまし
た。
また現在は現在は通訳ガイドを目指してフランス語を勉強中！
語学学校でフランス語を勉強したその様子を写真と共にリポートします！
平田さんの通った学校はInstitut Parisien。
オペラ座の近くに引越したこちらの学校は
アクセスも良く、
また先生がとても優しいのが自慢です。一週目は個人レッスンだった
平田さんが先生へプレゼントをされたところ、先生もお返しにカレンダーをくださったと
か。食事やカフェにも誘ってもらって一緒におでかけもされました。
語学学校Institut Parisien
二週目からはグループレッスンがスタート。最初は心配していたものの、
お互い片言でコミュニケーションしな
がらすぐ仲良くなったそうです。国籍や年齢を問わずフランス語を勉強しようとする姿勢が励みにもなり、世
界観が広がったと語って下さいました。
パリでは５区のアパルトマンで一人暮らし。不運にも騒音で近
所の方とトラブルになったりシャワーしていたらお湯が水にな
った
（注：フランスではお湯を貯水して使うのでよくある！）
など
で一時はホテルに避難することも考えたそうですが、
こんなこと
もアパルトマン生活だから経験すること。
プラス思考に考え、
ま
た界隈の雰囲気の良さが気に入って最後まで過ごされました。
わずかの滞在の間にアパルトマンにお友達もできたそう。初日
に建物の入口で困っていた平田さんを助けてくれたフランス人
前菜のフォアグラ
ムッシューとは今でも手紙のやりとりをされているなんて、素敵
ですね！またお友達といえば、近くのスーパーマーケットの方とも仲良くなり、落ち込んだ時はなぐさめてもら
ったり、常連さんのお家に遊びに行ったりと、
たくさんのお友達を作って帰国しました。
ただ滞在中にはフランス人に冷
たくされたり、一人暮らしなので
寂しくなることもあったそうです。
そんな時に支えになったのが
「人
とのつながり」。
日本のご家族や
お友達、
フランスで出会った人々
に励まされ、
ありがたみを感じら
れたことも大きな収穫となりまし
た。
もう一度フランスに行きたい
ですか？との問いには
「OUI!!」
と
モンサンミッシェルは圧巻のたたずまい
のお返事。
留学だからできること、知れることはたくさんあります。
ちなみに語学学校は一
週間からでも登録可能。皆さんも旅行気分でプチ留学してみませんか？

パリのショーウィンドウの前で

Soirée Cinéma 『ソワレ シネマ』
好評にお応えして夏も開講！映画が好きで見るけれど、見終わった後
に？？？という方も多いのでは？一緒にアトリエで鑑賞しましょう。
レッスン料：12000円
（全4回）
開催日： 隔週金曜日 19h15〜20h45 7月9日、23日、8月6日、20日

FA♪SI♪LA♪ Atelier de Chanson 『フランス語で歌おう！』
フランス語で歌えたら、気分も盛り上がってちょっと素敵！歌詞と発音を楽しく学び、歌いましょう！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。
レッスン料：18000円
（全6回）
開催日：隔週土曜日 11h15〜12h45

2010年7月10日、24日、8月7日、21日、9月11日、25日

9月のスペシャルイベント
Fêstibière 『フェスティビエール』
地ビールで有名なベルギーは、
フランス語を話す国。昨年大盛り上がりだった
ベルギービールのパーティーを、今年も楽しみましょう！
日時：2010年9月4日夜（予定）		

場所：AJ-France教室にて

費用：未定				

協力：株式会社ベルギービールな生活

L’école d’AJF ‘‘INFO’’

教室情報

個人レッスン＆グループレッスン 無料体験レッスン受付中！

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。
レベル別のグループレッスン、
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。
個人：
【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）

7月開講

超入門グループレッスン
（毎週金曜19h15-20h45）

お菓子＆お料理レッスン

フランスでTGVや電車、
トラムに乗る時に忘れてはいけないのがcomposter（刻印）。
駅には色んなところにcomposteur（刻印機）
があります。
この機械に買った切符を
挟むように入れます。
ガチャンと日付などの刻印が刻まれたらOK。
日本でいう改札の
役割ですね。
「ちゃんと切符も買えたし、安心、安心」
と思ってうっかり刻印を忘れてしまうと大変な
ことに。
というのは、車内でコントロールと呼ばれる車掌さんがチェックに来た時に、切
符に刻印がされていないと、罰金を請求されてしまうのです。
（外国人なのでよくわから
ないというフリをしても見逃してくれません。）
バスやメトロなど公共交通機関は必要な
ことがほとんど。忘れないように、気をつけましょう！

フランス語未経験の方でも大丈夫！

◎費用：￥3800（材料費込み）
①アフリカ風フランス料理
＜7月3日(土) 14h〜17h＞
『タブレ
（クスクスのサラダ）』
②フランス版ドーナツ
＜7月8日(木) 14h〜17h＞
『フルーツのベニエ』
③夏休み特別企画！
＜7月17日(土) 14h〜17h＞
『子どものお菓子レッスン』
④伝統のお菓子
＜7月24日(土) 14h〜17h＞
『サントノレ』

留学マメちしき « Composteur 刻印機 »

＊生徒登録されている方は￥3500

◎場所：AJ-France キッチン
◎申込〆：レッスンの2日前までにお申込下さい。
⑤カリッとした食感
＜8月5日(木) 14h〜17h＞
『ガトー・オ・プラリヌ』
⑥レモンでさっぱり
＜8月14日(土) 14h〜17h＞
『カレ・シトロン』
⑦アニーおばさんのケーキ
＜8月28日(土) 14h〜17h＞
『ガトー・ダニー』

メ
スス
の
留学
プチ

⑧前菜＋メイン＋デザート
＜9月4日(土) 14h〜17h＞
『秋のコース料理』
⑨定番のお菓子
＜9月11日(土) 14h〜17h＞
『リンゴのタルト』
⑩トマトのひき肉詰め
＜9月16日(木) 14h〜17h＞
『トマト・ファーシ』

例：2週間南仏の語学学校に通ってホーム
OL
ステイをした場合。
EC
-語学学校
300ユーロ
-ホームステイ
350ユーロ
E
-おこずかい
150ユーロ
SIN

I

E
IE

パリの料理・製菓学校は短期
プログラムも開講しています。

ER
SS
I
例1：プチフールとマカロン講座
AT
P
6時間 3日間 料金：915ユーロ
E
例2：本格フランス料理 前菜＋メイン＋デザート
ED

OL
EC

3時間 1日間

料金：100ユーロ

アマチュア〜プロの方まで。
あなたにぴったりの
プログラムをご紹介します。

留学に興味がある！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

2009年参加者の感想
「フランスに留学してるみたいな時間を
過ごせてすごく楽しかったです。」

-2-

RA

EF
ED

費用： 50000円
（レッスン代、宿泊、全食事代、保険料込み）
＊生徒登録されている方は45000円
日時： 2010年8月13日
（金）朝〜8月14日
（土）
夕方 1泊2日
場所： 京都市 鞍馬北部
人数： 5〜15名
〆切： 2010年7月13日
（火）
内容： 語学レッスン・アクティビティ・朝食レッスン・料理レッスンなど
（予定）

「普段の生活でフランス語を使う機会
がないので勉強になりました。」

IS

A
NC

CU
E
TD

8月の特別レッスン AJ-Camping 2010『AJキャンプ2010』
もうすぐ夏休み！ご予定はお決まりですか？
昨年、大好評だった林間学校を、今年も開催！
「普段は忙しくて時間がない」
「お休みだからフランスに行きたいけど、
お財布が気になる」
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！

語学学校は1週間から入学可能。午前中はフランス語を
勉強し、午後は街散策。夜はホームステイで団らん。
きっと旅行とはひと味違う楽しみ方ができるはず！
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4ページのクイズの解答

1) yeux, tête

2) pieds, mains

3) bouche, oreille

4) main

5) pouces

6) coudes

7) langue

8) oreilles

9) dents

10) doigts, nez

11) jambes, cou

12) cheveux

いくつか直訳すると…

4) それについては自信があります。手を火の中に入れても良い!（=確信がある。誓っても良い。）
7) その言葉知っているけど思い出せないな。舌の先にあるんだけど。
（=言葉が出かかって出てこない。)

AJ-FRANCE
Le Journal no.10

9）彼はとても野心が強い人だ。彼の歯は長い。
（=野心家）
南仏でオリジナル香水を作る

Créez votre parfum

フランスで自分だけの香水が作れたら、素敵なお土産になると思いませんか？
コート・ダジュールのグラースにある工房で作れると聞き、突撃取材！香水メーカー
Galimardの工房Le Studio des Fragrancesは予約制で、
フランス語や英語の他に
日本語の説明もあります。

無料配布
2010年7・8・9月号
発行：AJ-France

こじんまりとした工房は、香水やフレグランスソープの香りがあふれる心地よい空間。
いよいよ香水作りスタート！一人一人の机の上には小瓶がずらーり。調香師のアドバイスを受けながら自分の
好みの香りを調合します。小瓶のラベルには、花や果物の名前はもちろん
「蓮の葉」
「タバコ」
さらには
「真夏の街」
「メトロ」
「少年」
なんて香りまで。
でも調香師の方から
「ラベルを見ずに香りを確かめた方が、先入観なく好みの
香りがわかるよ」
とのアドバイス。
なるほど…とお気に入り
「菩提樹」
の香りをベースに約15種類の香りを混ぜて
いきます。
自分で香りを選び、調香師さんが適した量を教えてくれます。
周りの皆さんも真剣！作り進めていくう
ちに、香りが分からなくなってくると
「外の空気を吸いに行っておいで」
と調香師さんから助言。一日に何種類くら
い香りを確認するの？と聞くと
「100種類くらいかな。
でも僕たちも香りが曖昧になってきたら一度リセットする
よ。
バニラの香りを匂ぐんだ。」
と言っていました。
完成した香水には、
自分で名前を付けます。配合レシピは保管され、
インターネットから同じ香水を何度でも注文できます。
まさに世界に
一つだけの香水。約2時間の調香体験と100mlの香水、
オリジナルの
小瓶がついて、参加料は45ユーロ。帰りはグラースの香水工場をいくつ
か見学し、香水三昧な一日となりました。
LE STUDIO DES FRAGRANCES
Tél : 04.93.09.20.00
HP : www.galimard.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
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。

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：
留学：
-8-

www.aj-france.com
ecole@aj-france.com

www.france-ryugaku.com
sejour@france-ryugaku.com

■夏休みは
「AJ-キャンプ」
！■
■新開講！アトリエ
「シャドーイング」■
■9月のイベント Festibière2010 ■
■突撃☆留学特派員＆プチ留学のススメ ■
■フランス発：南仏でオリジナル香水を作る ■

