季節を感じるチーズ

Mont d’Or モン・ドール

秋

になると思い出し、食べたくなるチーズがあります。
その名は、
モン・ドール
（黄金の山）。
モン・ドールはモミの木の一種エピセア
（epicéa）
の木箱に入っており、木のとても良い香りがします。
中のチーズがかなりやわらかいため、側面もエピセアの樹皮で巻かれていて、
この樹皮の器で丸い形を保って
います。熟成が進んだものは中身が流れてしまうので、
チーズ屋さんでは大理石で切り口を止めることも。

フランスとスイスの国境のジュラ山脈にあるモン・ドールという山。この山の渓谷の標高1000ｍ以上の一帯で

このチーズは作られてきました。毎年8月から翌年の3月までの期間限定で生産され、9月から翌年5月まで販売
される季節のチーズ。20ほどのアトリエで手作業で生産されています。製造4週間で出荷、
さらにチーズ屋さんで
2〜3週間熟成され、
やっと店頭に並びます。
パリでは
『ヴァシュラン
（vacherin）』
と
いう名でも呼ばれており、秋の訪れを知らせるこのチーズが店頭に並ぶのを大人も
子どもも心待ちにしているのだとか。時期になるとスーパーのチーズ売場などでも
モン・ドールコーナーを見かけます。

食
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べ方は、上の表皮をナイフで取り、
中のとろ〜りクリーミーなチーズをスプーン
ですくって食べます。
口に入れた瞬間、
まったりとしたミルクのコクとエピセアの爽
やかな香りが口いっぱいに広がり、何とも幸せな気持ちに。
パンやチーズ、
じゃがい
もにつけて食べるのも良し。若いボジョレーとの相性も良いです。
この時期にフランスへ行かれる方は、
ぜひモン・ドールを味わってみてくださいね。

Sejour en France
フランス留学サポート

フランスが大好き、
フランスにもっと近づきたい。
アージー・フランスはそんなあなたの夢を力強く応援します。
1週間の短期留学から専門学校への長期留学まで、
ホームステイ、
ワーホリ、
ビザ申請、翻訳等、
フランス留学のことなら何でもご相談ください。
事務所は京都にございますが、遠方にお住まいの方へは
メール・電話・スカイプにてサポート。
一緒に留学への第一歩を踏み出しましょう！
AJ-Franceのブログ日本語＆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 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

■スカイプレッスン始めました！■
■10〜12月は楽しいアトリエがいっぱい！ ■
■11月のイベント ボジョレーパーティー2010 ■
■突撃☆インタビュー フランス語教室受講生の声 ■

L’école d’AJF ‘‘INFO’’
個人レッスン＆グループレッスン

教室情報

無料体験レッスン受付中！

遠方の方の声にお応えして・・・

スカイプレッスン始めました！！
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。

Q:スカイプって何？
A:インターネットを使ったテレビ電話です。
簡単にダウンロードでき、通話料も無料。

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）

お菓子＆お料理レッスン

フランス語未経験の方も大歓迎！

◎費用：￥3800（材料費込み）

留学マメちしき « フランスで見つける日本語»

フランスで生活していると、信じられないところで日本語が定着していることがあります。
例えば、
日本でおなじみの«カニかま»ことカニかまぼこもそのひとつ。
フランスでは
«surimi»（スリミ=すり身！）。
パン屋では大きいカニかまをハムのように挟んだサンドイッ
チ、
スリミサンドイッチなるものが店頭に並びます。
ちなみに柿«kaki»、津波«Tsunami»、
盆栽«bonsaï»などの日本由来の単語もそのまま日本語で使われています。
フランスに
行く際はフランスで定着している日本語を探してみるのも面白いかもしれませんね。

フランス短期留学のススメ
-留学してみたいけど、長期留学は予算面で厳しい！
-旅行に行くついでにちょこっと習い事をしてみたい！
-本場フランスで専門知識を学んでみたい！
という方にぴったりな短期留学。
フランス語だけでなく料理、製菓、装花、刺繍など様々な分野があります。
フランス語を短期集中で学ぶ
-期間
-レッスン料

＊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。
◎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

ブルターニュでクレープ作りの修行をする
-期間
-レッスン料

①大好評につき再登場！
＜10月23日(土) 14h〜17h＞
『子どもお菓子レッスン』

③グラスに入ったアミューズ
＜11月13日(土) 14h〜17h＞
『ヴェリーヌ』

⑤季節のジャム
＜12月9日(木) 14h〜17h＞
『コンフィチュール』

②ブルゴーニュの伝統菓子
＜10月28日(木) 14h〜17h＞
『パン・デピス』

④前菜+メイン+デザート
＜12月4日(土) 14h〜17h＞
『冬のコース料理』

⑥フランスの冬の定番お菓子！
＜12月18日(土) 14h〜17h＞
『ピティビエ』

-期間
-レッスン料

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.....お気軽にお問い合わせください☆

AJ-France フランス留学サポート: www.france-ryugaku.com
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
10月 松たけ、セップ茸
11月 ジビエ（エゾ鹿、山うずら、山ばと・・）
12月 クリスマスディナー、トリュフ
1月 迎春コース

京都北山でワイワイ乾杯し、
ボジョレーを楽しみましょう！
たくさんの方のご参加をお待ちしています♪

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

日時：2010年11月20日夜（予定）		

-2-

1日
90ユーロ

上記はプログラムのほんの一例です。

昨年大盛況だった
『ボジョレー・ヌーボーを楽しむ会』
を今年も開催します！

★詳細は10月中にHPにてご案内します。お楽しみに！		

2週間
1425ユーロ

旅の思い出にパリで刺繍の作品を作る

11月のスペシャルイベント
Fête de Beaujolais nouveau『ボジョレーパーティー』

場所・費用：未定

1週間
190ユーロ

ジビエの王様
ベカス

Les Amoureuses レ・ザムルーズ
フランス料理＆ワイン
-7-

Tel: 075-722-6433

突撃☆インタビュー Interview aux élèves
AJ-Franceフランス語教室の生徒さんに
インタビュー。生の声をお届けします！

質問1：AJ-Franceはあなたにとってどんな場所？

フランスの食文化について楽しく学びましょう。
（試飲・試食あり☆）

質問2:AJ-Franceのレッスンはどんな感じ？

全4回のレッスンですが、1回だけ、2回だけの参加もOK！

質問3:フランス語が話せるようになったら何をしたい？

レッスン料：14000円
（全4回）／①③④は3500円／1回

1： おもしろくて、
フランス語習ったりお菓子作ったりするところ。
2: 学校の勉強と違って勉強という感じじゃない。
ゲームをしたり、
でもフランス語も覚えられるからレッスンが好きです。
3: 幼稚園の時のセネガル人の友達とおしゃべりしたい！
将来の夢は獣医だけど、
もし無理だったらフランスで
パティシエの修行がしたいな。
Monsieur M. Kazunari

1： 居心地が良く、
自然体でいられる場所です。

レッスン歴：6ヶ月

2: 自分のペースで進められてわからないところも聞きやすいですね。
先生が進み具合をわかってくれているのでとてもやりやすいです。
3: 来年4月からワーキングホリデーでフランスに行き、
ワイナリーで勉強したいと思っています。将来はワインの
輸入の仕事に携わることが目標です。

Madame K. Mami
レッスン歴：2年2ヶ月

11h15〜12h45（①③④）

①10月2日
（土）
『フランスのパン』 ②『フランスのパン教室』
※詳細は下記参照

Mademoiselle Y. Riko
レッスン歴：2年1ヶ月

Atelier de Gastronomie 『ガストロノミー』

③11月6日（土）
『フランスのワイン』 ④12月11日
（土）
『 フランスのチーズ』

フランスのパン教室 ☆AJ-France × L’AMI DU PAIN 特別企画☆
ラミデュパンさんのパンは生地の仕込みから焼き上げまで一貫して手作りで行っています。
フランスから仕入れ
たレンガで作り上げたこだわりの石釜も必見。
フランス人パン職人から本格パン作りを学んでみませんか？！
レッスン料：5000円
（材料費、
ランチ代込み☆）
日時：2010年10月16日
（土）11h〜17h頃

場所：L’ami du painさん
（最寄り駅：地下鉄烏丸線 北大路駅）

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

開催日：隔週土曜日 13h50〜14h50

2010年10月9日、23日、11月13日、27日、12月4日、18日

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。

1： AJ-Franceは内
（私自身）
から外（世界）
に向かって
開かれた窓のような場所。お父さん
（ジャン・ジャックさん）
と
お母さん
（Akiko先生）
がいて、
お姉さん・お兄さん
（フランス人講師、
受付スタッフ）
がいて、家族のように親しみやすいです。
2: 55歳でフランス語を始めましたが、
とても楽しみながら老化をくい止めています
（笑）
3: 息子がフランスに住んでいるのでいつか行くのが憧れ。
夢はシャンソンの授業で習った歌が生まれた場所を一人で
訪れてブラブラしながら、歌を口ずさんでみたい！

【番外編】
アトリエレッスンの感想
AJではお店の店頭みたいに楽しそうなアトリエレッスンがたくさん並んでいるので、
あれもやってみたいこれもやってみたいと思って、今はシャンソン、
シャドーイング、料理レッスンにも
参加しています。
シャンソンのレッスンでは歌の情景がイメージでき、歌を通して表現や語彙が覚えられる
ので、犬の散歩をしながら口ずさんだりしています。料理レッスンは新しいレシピが覚えられるし、
ジャン・ジャック先生との会話が練習になり、
おしゃべりがとても楽しいです。

作品：
『Château de Mon Père』

レッスン料：12000円
（全4回）

開催日： 隔週金曜日 19h15〜20h45 10月8日、22日、11月12日、26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！
レッスン料：18000円
（全6回）
開催日：隔週土曜日 11h15〜12h45

2010年10月9日、23日、11月13日、27日、12月4日、18日

Rencontre

2010年4月〜6月のテーマ別レッスン
『書く書くアトリエ』
では
レストラン
『パリビス』
さんにインタビューをしに行きました。
生徒さんによるインタビュー記事をご紹介します。

Atelier d’Ecriture

Le “Paris Bis”, un deuxième Paris à Kyoto

Le restaurant est à cinq minutes à pied de la station “Shiyakushomae” sur la ligne “Tozai” du métro.
Des boutiques chics réutilisent des vieilles maisons éparpillées dans
le quartier. Mais, le “Paris bis” est au premier étage d’un immeuble de
bureau. Remarquez l’enseigne sur l’entrée du bâtiment !
Le restaurant n’est pas grand, mais il a une ambiance familiale. Il y
a beaucoup de décorations dans la salle : des peintures, des cartes
d’autres restaurants, des bibelots divers, ... Les objets en forme d’escargot attirent particulièrement les yeux. L’escargot est non seulement
une spécialité de Paris, mais aussi le symbole des arrondissements de la
ville, car ils forment une spirale comme une coquille.(par N. Aki)

Biographie

Nathalie est la restauratrice du “Paris bis”.
Elle est née à Paris.
Elle a un mari et deux enfants. Elle est sympathique et gentille.
Après être sortie du lycée, elle a étudié a l’INALCO, puis elle est venue
au Japon pour étudier le japonais et l’économie politique du Japon.
A ce moment, elle a rencontré un homme, son futur mari !
Puis elle est rentrée à Paris.
En 1995, elle est revenue au Japon pour se marier.
Avec son mari, elle a ouvert un restaurant, le “Paris bis”, à Ishikiri.
En 2005, ils ont déménagé à Kyoto, près de l’école de leurs enfants.
(par I. Yuko)

Interview : Nathalie nous parle de sa seconde patrie, Kyoto

<< J’aime habiter au Japon, mais je ne suis pas japonaise.>>
I: De quoi avez-vous été surprise au début dans la vie au Japon?
N:Il y a une chose dont j’ai été très surprise. En regardant par la fenêtre,
c’était très diﬀérent. Au Japon, nous pouvons voir des câbles électriques
partout. Mais je n’aime pas tellement ça. Je pense que la France donne la
priorité au côté esthétique ; par contre, le Japon accorde de l’importance
plutôt au côté pratique.
I: Pour vous, qu’est-ce qui est le plus important dans la vie en pays étranger ? N: Je pense qu’il est important de bien connaître les gens, d’y avoir
des amis, de voir du pays, de parler la langue, et de retourner en France ...
pour voir ses amis, sa famille, et pour ne pas perdre ses racines !
I: Quels sont vos rêves ?
N: Je rêve de changer la localisation du Paris Bis, d’ouvrir une auberge, d’avoir une galerie pour les
artistes français, et un jardin pour faire des légumes.(par F. Yukiko et W. Maki)
RESTAURANT PARIS bis
AJ-Journal特典
こちらの広告をお見せ頂くと、
ワンドリンク1杯サービス！
★

ランチ 1500円~

ディナー

★

フランス料理教室生徒募集中

2500円~

〒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

京都で見つけるフランス

La France à Kyoto

2010年6月12日に開催した
『アペリティフ・パーティー』
の様子をリポート！
フランスでは食事の前に食前酒（アペリティフ）
を飲む習慣があり、食欲を増進させ
たり会話を弾ませる役割をします。
フランスでは、
その後の食事の邪魔にならない
よう、強めの甘いお酒を１、2杯程度飲むことが多いようです。
梅雨に入りそうな時でしたが、
お天気にも恵まれ30名を超えるたくさんの方々が
参加してくれました。
ジャン・ジャックさんのあいさつからパーティーは始まりキール
やモナコ等フランスの定番カクテルで乾杯！その後はチーム対抗戦でフランスの地
域とお酒にまつわる３択クイズ！クイズはフランス語＆日本語同時通訳で進み、大盛
り上がり！優勝チームのみなさんにはスタッフ手作りのフランスを形どったクッキー
をプレゼント。
ひとり1品の持ち寄りビュッフェは寿司、手作りクッキー、
マンゴーなど食べきれな
いほどの料理が並び、
バラエティにとんだビュッフェとなりました。
なんと、大きな
スイカを丸ごと１個差し入れてくれた方も！アージー・フランスからはジャン・ジャ
ックさんがその日にお菓子レッスンで作ったカナッペとデザートを用意。
クイズの後はそれぞれ食べたり、飲んだり、
お話をしたりして思い思いの時間を楽
しみ、
イベントは最後まで大盛況のうちに終了。
ご参加してくださったみなさま、
本当にありがとうございました☆今回ご参加いただけなかった方も、次回のパー
ティーにはぜひ遊びに来てください！

Qu’est-ce que c’est ?
Carambar

これなんですか？

『カランバー』
はフランスのポピュラーなお菓子。小さなスティック状のキャラメルです。
カランバーは1954年に
生まれて以来『HARIBO』
に次ぐ人気の菓子メーカーで、
フランスでは年間460万人が
購入しているのだとか。
（ちなみにフランスの人口は2010年現在で6500万人。）
包み紙の裏には子どもから投稿された jeu de mot（クイズやジョーク）
が書かれて
います。
ここでそのひとつをご紹介。
Impertinentes:

Quand je dis: <<j’étais belle>> explique l’institutrice,

c’est le passé.

Quand je dis:<<je suis belle>> c’est quoi Julien?

<<un mensonge Madame>>
【生意気な生徒】「『私はきれいだった』
は、過去形ですね。」
と先生が生徒に説明しています。
「ではジュリアン君、
『私はきれいです』
この表現は
何ですか？」
「先生、
それは大嘘です。」

Rencontre

2010年4月〜6月のテーマ別レッスン
『書く書くアトリエ』
では
レストラン
『パリビス』
さんにインタビューをしに行きました。
生徒さんによるインタビュー記事をご紹介します。

Atelier d’Ecriture

Le “Paris Bis”, un deuxième Paris à Kyoto

Le restaurant est à cinq minutes à pied de la station “Shiyakushomae” sur la ligne “Tozai” du métro.
Des boutiques chics réutilisent des vieilles maisons éparpillées dans
le quartier. Mais, le “Paris bis” est au premier étage d’un immeuble de
bureau. Remarquez l’enseigne sur l’entrée du bâtiment !
Le restaurant n’est pas grand, mais il a une ambiance familiale. Il y
a beaucoup de décorations dans la salle : des peintures, des cartes
d’autres restaurants, des bibelots divers, ... Les objets en forme d’escargot attirent particulièrement les yeux. L’escargot est non seulement
une spécialité de Paris, mais aussi le symbole des arrondissements de la
ville, car ils forment une spirale comme une coquille.(par N. Aki)

Biographie

Nathalie est la restauratrice du “Paris bis”.
Elle est née à Paris.
Elle a un mari et deux enfants. Elle est sympathique et gentille.
Après être sortie du lycée, elle a étudié a l’INALCO, puis elle est venue
au Japon pour étudier le japonais et l’économie politique du Japon.
A ce moment, elle a rencontré un homme, son futur mari !
Puis elle est rentrée à Paris.
En 1995, elle est revenue au Japon pour se marier.
Avec son mari, elle a ouvert un restaurant, le “Paris bis”, à Ishikiri.
En 2005, ils ont déménagé à Kyoto, près de l’école de leurs enfants.
(par I. Yuko)

Interview : Nathalie nous parle de sa seconde patrie, Kyoto

<< J’aime habiter au Japon, mais je ne suis pas japonaise.>>
I: De quoi avez-vous été surprise au début dans la vie au Japon?
N:Il y a une chose dont j’ai été très surprise. En regardant par la fenêtre,
c’était très diﬀérent. Au Japon, nous pouvons voir des câbles électriques
partout. Mais je n’aime pas tellement ça. Je pense que la France donne la
priorité au côté esthétique ; par contre, le Japon accorde de l’importance
plutôt au côté pratique.
I: Pour vous, qu’est-ce qui est le plus important dans la vie en pays étranger ? N: Je pense qu’il est important de bien connaître les gens, d’y avoir
des amis, de voir du pays, de parler la langue, et de retourner en France ...
pour voir ses amis, sa famille, et pour ne pas perdre ses racines !
I: Quels sont vos rêves ?
N: Je rêve de changer la localisation du Paris Bis, d’ouvrir une auberge, d’avoir une galerie pour les
artistes français, et un jardin pour faire des légumes.(par F. Yukiko et W. Maki)
RESTAURANT PARIS bis
AJ-Journal特典
こちらの広告をお見せ頂くと、
ワンドリンク1杯サービス！
★

ランチ 1500円~

ディナー

★

フランス料理教室生徒募集中

2500円~

〒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

京都で見つけるフランス

La France à Kyoto

2010年6月12日に開催した
『アペリティフ・パーティー』
の様子をリポート！
フランスでは食事の前に食前酒（アペリティフ）
を飲む習慣があり、食欲を増進させ
たり会話を弾ませる役割をします。
フランスでは、
その後の食事の邪魔にならない
よう、強めの甘いお酒を１、2杯程度飲むことが多いようです。
梅雨に入りそうな時でしたが、
お天気にも恵まれ30名を超えるたくさんの方々が
参加してくれました。
ジャン・ジャックさんのあいさつからパーティーは始まりキール
やモナコ等フランスの定番カクテルで乾杯！その後はチーム対抗戦でフランスの地
域とお酒にまつわる３択クイズ！クイズはフランス語＆日本語同時通訳で進み、大盛
り上がり！優勝チームのみなさんにはスタッフ手作りのフランスを形どったクッキー
をプレゼント。
ひとり1品の持ち寄りビュッフェは寿司、手作りクッキー、
マンゴーなど食べきれな
いほどの料理が並び、
バラエティにとんだビュッフェとなりました。
なんと、大きな
スイカを丸ごと１個差し入れてくれた方も！アージー・フランスからはジャン・ジャ
ックさんがその日にお菓子レッスンで作ったカナッペとデザートを用意。
クイズの後はそれぞれ食べたり、飲んだり、
お話をしたりして思い思いの時間を楽
しみ、
イベントは最後まで大盛況のうちに終了。
ご参加してくださったみなさま、
本当にありがとうございました☆今回ご参加いただけなかった方も、次回のパー
ティーにはぜひ遊びに来てください！

Qu’est-ce que c’est ?
Carambar

これなんですか？

『カランバー』
はフランスのポピュラーなお菓子。小さなスティック状のキャラメルです。
カランバーは1954年に
生まれて以来『HARIBO』
に次ぐ人気の菓子メーカーで、
フランスでは年間460万人が
購入しているのだとか。
（ちなみにフランスの人口は2010年現在で6500万人。）
包み紙の裏には子どもから投稿された jeu de mot（クイズやジョーク）
が書かれて
います。
ここでそのひとつをご紹介。
Impertinentes:

Quand je dis: <<j’étais belle>> explique l’institutrice,

c’est le passé.

Quand je dis:<<je suis belle>> c’est quoi Julien?

<<un mensonge Madame>>
【生意気な生徒】「『私はきれいだった』
は、過去形ですね。」
と先生が生徒に説明しています。
「ではジュリアン君、
『私はきれいです』
この表現は
何ですか？」
「先生、
それは大嘘です。」

突撃☆インタビュー Interview aux élèves
AJ-Franceフランス語教室の生徒さんに
インタビュー。生の声をお届けします！

質問1：AJ-Franceはあなたにとってどんな場所？

フランスの食文化について楽しく学びましょう。
（試飲・試食あり☆）

質問2:AJ-Franceのレッスンはどんな感じ？

全4回のレッスンですが、1回だけ、2回だけの参加もOK！

質問3:フランス語が話せるようになったら何をしたい？

レッスン料：14000円
（全4回）／①③④は3500円／1回

1： おもしろくて、
フランス語習ったりお菓子作ったりするところ。
2: 学校の勉強と違って勉強という感じじゃない。
ゲームをしたり、
でもフランス語も覚えられるからレッスンが好きです。
3: 幼稚園の時のセネガル人の友達とおしゃべりしたい！
将来の夢は獣医だけど、
もし無理だったらフランスで
パティシエの修行がしたいな。
Monsieur M. Kazunari

1： 居心地が良く、
自然体でいられる場所です。

レッスン歴：6ヶ月

2: 自分のペースで進められてわからないところも聞きやすいですね。
先生が進み具合をわかってくれているのでとてもやりやすいです。
3: 来年4月からワーキングホリデーでフランスに行き、
ワイナリーで勉強したいと思っています。将来はワインの
輸入の仕事に携わることが目標です。

Madame K. Mami
レッスン歴：2年2ヶ月

11h15〜12h45（①③④）

①10月2日
（土）
『フランスのパン』 ②『フランスのパン教室』
※詳細は下記参照

Mademoiselle Y. Riko
レッスン歴：2年1ヶ月

Atelier de Gastronomie 『ガストロノミー』

③11月6日（土）
『フランスのワイン』 ④12月11日
（土）
『 フランスのチーズ』

フランスのパン教室 ☆AJ-France × L’AMI DU PAIN 特別企画☆
ラミデュパンさんのパンは生地の仕込みから焼き上げまで一貫して手作りで行っています。
フランスから仕入れ
たレンガで作り上げたこだわりの石釜も必見。
フランス人パン職人から本格パン作りを学んでみませんか？！
レッスン料：5000円
（材料費、
ランチ代込み☆）
日時：2010年10月16日
（土）11h〜17h頃

場所：L’ami du painさん
（最寄り駅：地下鉄烏丸線 北大路駅）

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

開催日：隔週土曜日 13h50〜14h50

2010年10月9日、23日、11月13日、27日、12月4日、18日

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。

1： AJ-Franceは内
（私自身）
から外（世界）
に向かって
開かれた窓のような場所。お父さん
（ジャン・ジャックさん）
と
お母さん
（Akiko先生）
がいて、
お姉さん・お兄さん
（フランス人講師、
受付スタッフ）
がいて、家族のように親しみやすいです。
2: 55歳でフランス語を始めましたが、
とても楽しみながら老化をくい止めています
（笑）
3: 息子がフランスに住んでいるのでいつか行くのが憧れ。
夢はシャンソンの授業で習った歌が生まれた場所を一人で
訪れてブラブラしながら、歌を口ずさんでみたい！

【番外編】
アトリエレッスンの感想
AJではお店の店頭みたいに楽しそうなアトリエレッスンがたくさん並んでいるので、
あれもやってみたいこれもやってみたいと思って、今はシャンソン、
シャドーイング、料理レッスンにも
参加しています。
シャンソンのレッスンでは歌の情景がイメージでき、歌を通して表現や語彙が覚えられる
ので、犬の散歩をしながら口ずさんだりしています。料理レッスンは新しいレシピが覚えられるし、
ジャン・ジャック先生との会話が練習になり、
おしゃべりがとても楽しいです。

作品：
『Château de Mon Père』

レッスン料：12000円
（全4回）

開催日： 隔週金曜日 19h15〜20h45 10月8日、22日、11月12日、26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！
レッスン料：18000円
（全6回）
開催日：隔週土曜日 11h15〜12h45

2010年10月9日、23日、11月13日、27日、12月4日、18日

L’école d’AJF ‘‘INFO’’
個人レッスン＆グループレッスン

教室情報

無料体験レッスン受付中！

遠方の方の声にお応えして・・・

スカイプレッスン始めました！！
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。

Q:スカイプって何？
A:インターネットを使ったテレビ電話です。
簡単にダウンロードでき、通話料も無料。

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）

お菓子＆お料理レッスン

フランス語未経験の方も大歓迎！

◎費用：￥3800（材料費込み）

留学マメちしき « フランスで見つける日本語»

フランスで生活していると、信じられないところで日本語が定着していることがあります。
例えば、
日本でおなじみの«カニかま»ことカニかまぼこもそのひとつ。
フランスでは
«surimi»（スリミ=すり身！）。
パン屋では大きいカニかまをハムのように挟んだサンドイッ
チ、
スリミサンドイッチなるものが店頭に並びます。
ちなみに柿«kaki»、津波«Tsunami»、
盆栽«bonsaï»などの日本由来の単語もそのまま日本語で使われています。
フランスに
行く際はフランスで定着している日本語を探してみるのも面白いかもしれませんね。

フランス短期留学のススメ
-留学してみたいけど、長期留学は予算面で厳しい！
-旅行に行くついでにちょこっと習い事をしてみたい！
-本場フランスで専門知識を学んでみたい！
という方にぴったりな短期留学。
フランス語だけでなく料理、製菓、装花、刺繍など様々な分野があります。
フランス語を短期集中で学ぶ
-期間
-レッスン料

＊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。
◎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

ブルターニュでクレープ作りの修行をする
-期間
-レッスン料

①大好評につき再登場！
＜10月23日(土) 14h〜17h＞
『子どもお菓子レッスン』

③グラスに入ったアミューズ
＜11月13日(土) 14h〜17h＞
『ヴェリーヌ』

⑤季節のジャム
＜12月9日(木) 14h〜17h＞
『コンフィチュール』

②ブルゴーニュの伝統菓子
＜10月28日(木) 14h〜17h＞
『パン・デピス』

④前菜+メイン+デザート
＜12月4日(土) 14h〜17h＞
『冬のコース料理』

⑥フランスの冬の定番お菓子！
＜12月18日(土) 14h〜17h＞
『ピティビエ』

-期間
-レッスン料

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.....お気軽にお問い合わせください☆

AJ-France フランス留学サポート: www.france-ryugaku.com
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
10月 松たけ、セップ茸
11月 ジビエ（エゾ鹿、山うずら、山ばと・・）
12月 クリスマスディナー、トリュフ
1月 迎春コース

京都北山でワイワイ乾杯し、
ボジョレーを楽しみましょう！
たくさんの方のご参加をお待ちしています♪

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

日時：2010年11月20日夜（予定）		
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1日
90ユーロ

上記はプログラムのほんの一例です。

昨年大盛況だった
『ボジョレー・ヌーボーを楽しむ会』
を今年も開催します！

★詳細は10月中にHPにてご案内します。お楽しみに！		

2週間
1425ユーロ

旅の思い出にパリで刺繍の作品を作る

11月のスペシャルイベント
Fête de Beaujolais nouveau『ボジョレーパーティー』

場所・費用：未定

1週間
190ユーロ

ジビエの王様
ベカス

Les Amoureuses レ・ザムルーズ
フランス料理＆ワイン
-7-

Tel: 075-722-6433

季節を感じるチーズ

Mont d’Or モン・ドール

秋

になると思い出し、食べたくなるチーズがあります。
その名は、
モン・ドール
（黄金の山）。
モン・ドールはモミの木の一種エピセア
（epicéa）
の木箱に入っており、木のとても良い香りがします。
中のチーズがかなりやわらかいため、側面もエピセアの樹皮で巻かれていて、
この樹皮の器で丸い形を保って
います。熟成が進んだものは中身が流れてしまうので、
チーズ屋さんでは大理石で切り口を止めることも。

フランスとスイスの国境のジュラ山脈にあるモン・ドールという山。この山の渓谷の標高1000ｍ以上の一帯で

このチーズは作られてきました。毎年8月から翌年の3月までの期間限定で生産され、9月から翌年5月まで販売
される季節のチーズ。20ほどのアトリエで手作業で生産されています。製造4週間で出荷、
さらにチーズ屋さんで
2〜3週間熟成され、
やっと店頭に並びます。
パリでは
『ヴァシュラン
（vacherin）』
と
いう名でも呼ばれており、秋の訪れを知らせるこのチーズが店頭に並ぶのを大人も
子どもも心待ちにしているのだとか。時期になるとスーパーのチーズ売場などでも
モン・ドールコーナーを見かけます。

食
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べ方は、上の表皮をナイフで取り、
中のとろ〜りクリーミーなチーズをスプーン
ですくって食べます。
口に入れた瞬間、
まったりとしたミルクのコクとエピセアの爽
やかな香りが口いっぱいに広がり、何とも幸せな気持ちに。
パンやチーズ、
じゃがい
もにつけて食べるのも良し。若いボジョレーとの相性も良いです。
この時期にフランスへ行かれる方は、
ぜひモン・ドールを味わってみてくださいね。

Sejour en France
フランス留学サポート

フランスが大好き、
フランスにもっと近づきたい。
アージー・フランスはそんなあなたの夢を力強く応援します。
1週間の短期留学から専門学校への長期留学まで、
ホームステイ、
ワーホリ、
ビザ申請、翻訳等、
フランス留学のことなら何でもご相談ください。
事務所は京都にございますが、遠方にお住まいの方へは
メール・電話・スカイプにてサポート。
一緒に留学への第一歩を踏み出しましょう！
AJ-Franceのブログ日本語＆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 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

■スカイプレッスン始めました！■
■10〜12月は楽しいアトリエがいっぱい！ ■
■11月のイベント ボジョレーパーティー2010 ■
■突撃☆インタビュー フランス語教室受講生の声 ■

