4ページのクイズの解答

1) langue au chat

2) posé un lapin		

3) raconter des salades

4) dans les nuages

5) mettre sur ton 31

6) ma main au feu

Qu’est-ce que c’est ?

		

これなんですか？

Pince à Asperge
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このきれいな物は一体何でしょうか・・・テーブルデコレーション？
じつはこちら、
フランス料理には欠かせない
「ソース」
に関係する物なの
です。
アスパラやアーティチョークを食べる食べる時に、
お皿のくぼみに
常に適量のソースをためておくために、
お皿の下に入れてその傾きを調

無料配布
2011年4・5・6月号
発行：AJ-France

節できる様にデザインされています。
アスパラやアーティチョークを美味
しく頂くためには、
ソースは欠く事のできない大事な要素。
さすが、
フラ
ンス料理ならではの発想ですね。

Séjour en France フランス留学サポート
AJ-Franceはフランス各地に50校以上の提携校があります。1週間の短期留学から長期留学、
ホームステイ、
ワ
ーホリ、
ビザ申請、翻訳等、
フランス留学の事なら何でもご相談ください。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・スカイプにてサポートいたします。一緒に留学への第一歩を踏み出しましょう！

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

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：

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：

réalisé par Ayako IWAI

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

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

ほんまもんの・・・
上質フレンチにリニューアル！
ランチ
ディナー

ステーキコース

2800円〜
5500円〜

Les Amoureuses レ・ザムルーズ

北山の上質フレンチを

■留学リポート オーペア留学 ■
■NEW!「赤ちゃんと一緒！ お母さんのためのフランス語」■

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

シニアソムリエのワインと
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フランス料理
Tel: 075-722-6433

■4月のスペシャルイベント パック2011 ■
■GWフランス語漬けコース■

«Ryugaku»:Information

留学情報

Mademoiselle Rie NAKANISHI
留学先：パリ
今回の留学特派員は、AJ-Franceが斡旋し、
昨年に約半年間オーペア留学を実行された
中西さん。
日本ではまだあまり馴染みのない
オーペア留学とはどのようなものなのでしょ
うか。
中西さんに聞いてみましょう！

期間：半年（2009年12月〜2010年6月）
滞在：フランス人家庭

教室情報

４月のスペシャルイベント
Pâques 『☆イースター☆』
フランスではのこの時期、街中にたくさんの卵型チョコがあふれます。
AJ-Franceでもイースターにちなんだイベントを開催します♪

出発前予算：約150万円
AJ-Franceでの学習期間：1年9ヶ月

										
【オーペア留学】
とは。。。
						
ヨーロッパでは人気の高い留学スタイルで、学校に通
いながら住み込みのベビーシッター（＋簡単な家事）
と
してアルバイトができます。
フランスでの求人は28才以
下の女性のみです。節約しながら滞在できる留学スタイ
ルで、
ハードではありますが生きたフランス文化を習得
できる制度です。

日時：2011年4月2日
（土）
（予定）
場所・費用：未定

★詳細は3月にHPにてご案内します。お楽しみに！		

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！
普段忙しくてなかなか集中して勉強できない方におすすめ。
この機会に
大きくレベルアップしましょう！ ※全レベル対応
☆開催日：4月29日(金)、30日(土)、5月1日(日)の3日間 10h〜17h
☆レッスン料：未定
☆場所：AJ-Franceフランス語教室

留学中のある1日を見てみましょう。
7:00 起床、子ども達を起こす
8:00 朝食
8:30 子ども達を学校へ送る
自由時間(火・金は語学学校へ)
11:45 学校へお迎え、
お昼を食べさせて一緒に遊ぶ
13:30 再び学校へ送る
自由時間、簡単な家事
16:45 学校へお迎え
17:00 おやつ、宿題をみてあげる
18:00 子どもたちをシャワーに入れる
19:30 両親帰宅、
夕食の手伝い
20:00 夕食
自由時間(自分の宿題、
メールチェックなど)
21:00 子ども達におやすみを言って就寝準備
23:00 就寝

☆内容：フランスの地方と世界中にあるフランス語圏の国々の魅力を発
見しましょう！
☆最終日：ゲストをお迎えして、
フランス海外県のひとつ、
マルチニーク
風パーティを行います。
たっぷり勉強した後は存分に楽しんでください！
カリブ海に浮かぶ美しい島、
マルチニーク島

☆詳細はHPにてご案内します。
お楽しみに！

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 ★毎月第２土曜に開催中★

★

ランチ 1500円~

★

フランス料理教室生徒募集中

ディナー

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/
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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

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。

ホームページ
新しくなりました！

http://www.happyhomelab.com
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☆ゼリア先生のおすすめDVD☆
『Ghibli ジブリシリーズ』

«Ryugaku»:Information

Etudions le français avec le studio Ghibli!
Les français connaissent les dessins animés du studio Ghibli depuis 1987

◆楽しかったことは何ですか？

avec «Nausicaa de la vallée du vent». En 2002, «Le voyage de Chihiro» a

子供達とお菓子を作ったり、
いろんな話をする時間がとて

fait 1,500,000 entrés au cinéma! Les français adorent leurs univers fan-

も好きでした。言葉が伝わりにくかった事もあり、最初の

tastiques, leurs personnages attachants et bien sûr leurs musiques. C’est

1〜2ヶ月はしんどかったですが、
だんだん私の話を聞いて

d’ailleurs une française, Cécile Corbel, qui compose la musique aux accents

くれるようになり、
それにつれてお互いの信頼関係が作れ

celtiques de «Arietty, le petit monde des chapardeurs».

てきているのを実感できました。

AJ-France propose quatre DVD du studo Ghibli : «Nausicaa de la valée du vent», «Porco
Rosso», «Princesse Mononoke», et «le voyage de Chihiro». Vous connaissez déjà sûrement ces
dessins animés, alors pourquoi ne pas essayer de les regarder en français?

◆つらかった事は何ですか？
両親の帰りが遅く、一日の間で子供達が両親と顔を合わせるのは夜
の２時間ほどでした。
日中は自分ひとりで子供達の世話をするため、

ジブリ作品でフランス語を勉強してみましょう！
1987年の
「風の谷のナウシカ」以来、
ジブリ作品はフランス人にもよく知られています。2002年の
「千と千尋の神

その分何かあってはいけないと責任を感じていました。
また、両親と

隠し」
はなんと150万人もの動員を達成しました！ ジブリ作品の幻想的な世界観、魅力的な登場人物、
そしても

もに多忙なせいもあって、
月々のお給料を渡してもらうために毎回こ

ちろん音楽がフランス人の間でもとっても人気です。一方では、
「借り暮らしのアリエッティ」
のケルト風音楽を作曲

ちらから申し出ないといけない事がストレスに感じました。

したのはセシル・コルベルというフランス人でした。AJ-Franceのメディアテックでは４つのジブリ作品をご鑑賞い

◆振り返ってみていかがでしたか？

ただけます。
「風の谷のナウシカ」、
「紅の豚」、
「もののけ姫」、
「千と千尋の神隠し」
です。
もちろんみなさま既にご存

出発前は言葉の面での心配が大きかったのですが、子供達や現地で出

知の作品だと思いますが、
ぜひフランス語でも観てみてください！

会った友達のおかげで、伝えたい事を自分のフランス語で言えるように
なり、会話がはずむようになるととても嬉しかったです。言葉だけでなく、

フランス語練習問題
Mettez les mots qui conviennent.

人とのつながりや思いやりなど、
自分が望んでいた以上に得るものが多
く、次につながるとても良い経験になりました。
ストレスを感じる時は、週

空欄に入る単語を選んでください。

1. Est-ce que tu as trouvé la réponse?
Non, je ne sais vraiment pas. Je donne ma (

)(

)(

２回パリの語学学校France Langueに行って、帰りにパリの街を散歩し
たり友人と食事をしたりする事が何よりのリフレッシュでした。
クラスの

).

ほとんどはオペール留学に来ている子たちばかりで、互いに情報交換が

2. J’avais rendez-vous avec Jean hier soir mais il n’est pas venu.
Ah bon? Il t’a (
)(
)(
)!

できました。
やはりオーペア留学は楽しい事だけではなく、各家庭でそれ

3. Ce que tu dis n’est pas vrai! C’est des mensonges. Arrête de (
4. Pierre tu m’écoutes?
Pardon? Ah non, je suis désolé. J’avais la tête (

)(

)(

)(

)(

)(

)(

).

raconter des salades / posé un lapin
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/

ました。
ただ経済的に留学ができるからと考えている人には厳しいと思

).

Choix 選択肢 dans les nuages / ma main au feu / langue au chat / mettre sur ton 31 /

BLOG D’AJ-FRANCE

ぞれの辛い事があるようで、
そんな話を聞く事で自分への励みにもなり

)!

5. Demain je vais à une grande soirée. Je vais mettre mes plus beaux vêtements!
Oh! Tu vas te (
)(
)(
).
6. La France est plus grande que le Japon.
Tu es sûr?
J’en suis sûr! J’en mettrai (
)(

留学情報

☆
「フランス語練習問題」
の日本語訳をブログで公開中！

います。
でもこの経験を次に活かすためなら、期待以上の成果が得られ
ると思います。
◆何か今後の目標はありますか？
今後はワーキングホリデービザを取得し、
フランスでの暮らしをもっと知って現地での生活を体験したいと思
っています。

Au Pair en France フランスオーペア留学サポート
オーペア留学体験記、
いかがでしたでしょうか。
中西さんは渡仏前だけでなく、帰国されてからもフランス語
レベルを維持するためにAJ-Franceフランス語教室に通われています。オーペア留学にご興味がございま
したら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。AJ-Franceでサポートさせていただきます！

«Ecole»:Information

教室情報

Atelier avec Bébés
『赤ちゃんと一緒！ お母さんのためのさらっとフランス語』
赤ちゃんや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、
他のお母さん方と交流したい方など、
お母さん対象のレッス

«Ecole»:Information
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！

遠方の方にも大好評！

スカイプレッスン受付中！！

ンです。
（お子様のレッスンではありません） お母さんは赤ちゃんやお子様と一緒にお越しいただけます。
レッ

これからフランスへ留学に行かれる方の

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。
またレッスン中にお子様が泣いたりぐずったり

準備にもぴったりです！！

してもお互い様ということでご了承ください。

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。

レッスン料：21000円
（全6回）入会金：5000円
対象レベル：超入門
開催日：月２回
2011年4月13日(水)、27日(水)、5月11日(水)、24日(火)、6月22日(水)、29(水)
時間：14h00〜15h30
（ただし16hまで教室を開放しますので、
ご自由におくつろぎください）
担当講師：Akiko先生 (講師も現役ママです！)

Atelier de shadowing フランス語をもっと流暢に！
『シャドーイング』
大好評につき春も開講！

開催日①：隔週土曜日13h50〜14h50
2011年4月9日、23日、5月14日、28日、6月4日、18日
開催日②：隔週月曜日11h00〜12h00
2011年4月11日、25日、5月9日、23日、6月6日、20日
担当講師：Zelia先生

『かんたん♪シネマ』

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いくつかの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）
開催日：隔週土曜日 11h15〜12h45

フランス語未経験の方も大歓迎！

＊生徒登録されている方は￥3500

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や発音が身に付き、
自然な

Atelier de Cinéma

簡単にダウンロードでき、通話料も無料。

◎費用：￥3800（材料費込み）

★その他詳細はどうぞお気軽にお問い合わせください！★

イントネーションで話せるようになります。

A:インターネットを使ったテレビ電話です。

DELF/DALF、仏検対策も行ってます！

お菓子＆お料理レッスン

お連れいただく赤ちゃんの年齢：１歳未満 (１歳以上の場合は応相談)

Q:スカイプって何？

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）

持ち物：筆記用具、
お子様のおむつやおむつ替えシート、必要な方はミルクなど

レッスン料：14000円
（全6回）

教室情報

2011年4月9日、23日、5月7日、21日、6月4日、18日

担当講師：Florian先生
★授業で取り扱う映画など詳細は3月にHPでアップします。
お楽しみに！

◎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
①フランス風家庭料理
＜4月16日(土) 14h〜17h＞
『キッシュ』
②白ワイン風味のケーキ
＜4月23日(土) 14h〜17h＞
『白ワインのガトー』

③ 前菜+メイン+デザート
＜5月7日(土) 14h〜17h＞
『初夏のコース料理』
④初夏の果物と一緒に
＜5月25日(水) 14h〜17h＞
『季節のタルト』

⑤フランス風ブランチの定番
＜6月25日(土) 14h〜17h＞
『フレンチトースト』
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お子様のおむつやおむつ替えシート、必要な方はミルクなど

レッスン料：14000円
（全6回）

教室情報

2011年4月9日、23日、5月7日、21日、6月4日、18日

担当講師：Florian先生
★授業で取り扱う映画など詳細は3月にHPでアップします。
お楽しみに！

◎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
①フランス風家庭料理
＜4月16日(土) 14h〜17h＞
『キッシュ』
②白ワイン風味のケーキ
＜4月23日(土) 14h〜17h＞
『白ワインのガトー』

③ 前菜+メイン+デザート
＜5月7日(土) 14h〜17h＞
『初夏のコース料理』
④初夏の果物と一緒に
＜5月25日(水) 14h〜17h＞
『季節のタルト』

⑤フランス風ブランチの定番
＜6月25日(土) 14h〜17h＞
『フレンチトースト』

☆ゼリア先生のおすすめDVD☆
『Ghibli ジブリシリーズ』

«Ryugaku»:Information

Etudions le français avec le studio Ghibli!
Les français connaissent les dessins animés du studio Ghibli depuis 1987

◆楽しかったことは何ですか？

avec «Nausicaa de la vallée du vent». En 2002, «Le voyage de Chihiro» a

子供達とお菓子を作ったり、
いろんな話をする時間がとて

fait 1,500,000 entrés au cinéma! Les français adorent leurs univers fan-

も好きでした。言葉が伝わりにくかった事もあり、最初の

tastiques, leurs personnages attachants et bien sûr leurs musiques. C’est

1〜2ヶ月はしんどかったですが、
だんだん私の話を聞いて

d’ailleurs une française, Cécile Corbel, qui compose la musique aux accents

くれるようになり、
それにつれてお互いの信頼関係が作れ

celtiques de «Arietty, le petit monde des chapardeurs».

てきているのを実感できました。

AJ-France propose quatre DVD du studo Ghibli : «Nausicaa de la valée du vent», «Porco
Rosso», «Princesse Mononoke», et «le voyage de Chihiro». Vous connaissez déjà sûrement ces
dessins animés, alors pourquoi ne pas essayer de les regarder en français?

◆つらかった事は何ですか？
両親の帰りが遅く、一日の間で子供達が両親と顔を合わせるのは夜
の２時間ほどでした。
日中は自分ひとりで子供達の世話をするため、

ジブリ作品でフランス語を勉強してみましょう！
1987年の
「風の谷のナウシカ」以来、
ジブリ作品はフランス人にもよく知られています。2002年の
「千と千尋の神

その分何かあってはいけないと責任を感じていました。
また、両親と

隠し」
はなんと150万人もの動員を達成しました！ ジブリ作品の幻想的な世界観、魅力的な登場人物、
そしても

もに多忙なせいもあって、
月々のお給料を渡してもらうために毎回こ

ちろん音楽がフランス人の間でもとっても人気です。一方では、
「借り暮らしのアリエッティ」
のケルト風音楽を作曲

ちらから申し出ないといけない事がストレスに感じました。

したのはセシル・コルベルというフランス人でした。AJ-Franceのメディアテックでは４つのジブリ作品をご鑑賞い

◆振り返ってみていかがでしたか？

ただけます。
「風の谷のナウシカ」、
「紅の豚」、
「もののけ姫」、
「千と千尋の神隠し」
です。
もちろんみなさま既にご存

出発前は言葉の面での心配が大きかったのですが、子供達や現地で出

知の作品だと思いますが、
ぜひフランス語でも観てみてください！

会った友達のおかげで、伝えたい事を自分のフランス語で言えるように
なり、会話がはずむようになるととても嬉しかったです。言葉だけでなく、

フランス語練習問題
Mettez les mots qui conviennent.

人とのつながりや思いやりなど、
自分が望んでいた以上に得るものが多
く、次につながるとても良い経験になりました。
ストレスを感じる時は、週

空欄に入る単語を選んでください。

1. Est-ce que tu as trouvé la réponse?
Non, je ne sais vraiment pas. Je donne ma (

)(

)(

２回パリの語学学校France Langueに行って、帰りにパリの街を散歩し
たり友人と食事をしたりする事が何よりのリフレッシュでした。
クラスの

).

ほとんどはオペール留学に来ている子たちばかりで、互いに情報交換が

2. J’avais rendez-vous avec Jean hier soir mais il n’est pas venu.
Ah bon? Il t’a (
)(
)(
)!

できました。
やはりオーペア留学は楽しい事だけではなく、各家庭でそれ

3. Ce que tu dis n’est pas vrai! C’est des mensonges. Arrête de (
4. Pierre tu m’écoutes?
Pardon? Ah non, je suis désolé. J’avais la tête (

)(

)(

)(

)(

)(

)(

).

raconter des salades / posé un lapin
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/

ました。
ただ経済的に留学ができるからと考えている人には厳しいと思

).

Choix 選択肢 dans les nuages / ma main au feu / langue au chat / mettre sur ton 31 /

BLOG D’AJ-FRANCE

ぞれの辛い事があるようで、
そんな話を聞く事で自分への励みにもなり

)!

5. Demain je vais à une grande soirée. Je vais mettre mes plus beaux vêtements!
Oh! Tu vas te (
)(
)(
).
6. La France est plus grande que le Japon.
Tu es sûr?
J’en suis sûr! J’en mettrai (
)(

留学情報

☆
「フランス語練習問題」
の日本語訳をブログで公開中！

います。
でもこの経験を次に活かすためなら、期待以上の成果が得られ
ると思います。
◆何か今後の目標はありますか？
今後はワーキングホリデービザを取得し、
フランスでの暮らしをもっと知って現地での生活を体験したいと思
っています。

Au Pair en France フランスオーペア留学サポート
オーペア留学体験記、
いかがでしたでしょうか。
中西さんは渡仏前だけでなく、帰国されてからもフランス語
レベルを維持するためにAJ-Franceフランス語教室に通われています。オーペア留学にご興味がございま
したら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。AJ-Franceでサポートさせていただきます！

«Ryugaku»:Information

留学情報

Mademoiselle Rie NAKANISHI
留学先：パリ
今回の留学特派員は、AJ-Franceが斡旋し、
昨年に約半年間オーペア留学を実行された
中西さん。
日本ではまだあまり馴染みのない
オーペア留学とはどのようなものなのでしょ
うか。
中西さんに聞いてみましょう！

期間：半年（2009年12月〜2010年6月）
滞在：フランス人家庭

教室情報

４月のスペシャルイベント
Pâques 『☆イースター☆』
フランスではのこの時期、街中にたくさんの卵型チョコがあふれます。
AJ-Franceでもイースターにちなんだイベントを開催します♪

出発前予算：約150万円
AJ-Franceでの学習期間：1年9ヶ月

										
【オーペア留学】
とは。。。
						
ヨーロッパでは人気の高い留学スタイルで、学校に通
いながら住み込みのベビーシッター（＋簡単な家事）
と
してアルバイトができます。
フランスでの求人は28才以
下の女性のみです。節約しながら滞在できる留学スタイ
ルで、
ハードではありますが生きたフランス文化を習得
できる制度です。

日時：2011年4月2日
（土）
（予定）
場所・費用：未定

★詳細は3月にHPにてご案内します。お楽しみに！		

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！
普段忙しくてなかなか集中して勉強できない方におすすめ。
この機会に
大きくレベルアップしましょう！ ※全レベル対応
☆開催日：4月29日(金)、30日(土)、5月1日(日)の3日間 10h〜17h
☆レッスン料：未定
☆場所：AJ-Franceフランス語教室

留学中のある1日を見てみましょう。
7:00 起床、子ども達を起こす
8:00 朝食
8:30 子ども達を学校へ送る
自由時間(火・金は語学学校へ)
11:45 学校へお迎え、
お昼を食べさせて一緒に遊ぶ
13:30 再び学校へ送る
自由時間、簡単な家事
16:45 学校へお迎え
17:00 おやつ、宿題をみてあげる
18:00 子どもたちをシャワーに入れる
19:30 両親帰宅、
夕食の手伝い
20:00 夕食
自由時間(自分の宿題、
メールチェックなど)
21:00 子ども達におやすみを言って就寝準備
23:00 就寝

☆内容：フランスの地方と世界中にあるフランス語圏の国々の魅力を発
見しましょう！
☆最終日：ゲストをお迎えして、
フランス海外県のひとつ、
マルチニーク
風パーティを行います。
たっぷり勉強した後は存分に楽しんでください！
カリブ海に浮かぶ美しい島、
マルチニーク島

☆詳細はHPにてご案内します。
お楽しみに！

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 ★毎月第２土曜に開催中★

★

ランチ 1500円~

★

フランス料理教室生徒募集中

ディナー

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/
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«Ecole»:Information

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

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。

ホームページ
新しくなりました！

http://www.happyhomelab.com
-7-

4ページのクイズの解答

1) langue au chat

2) posé un lapin		

3) raconter des salades

4) dans les nuages

5) mettre sur ton 31

6) ma main au feu

Qu’est-ce que c’est ?

		

これなんですか？

Pince à Asperge

AJ-FRANCE
Le Journal no.13

このきれいな物は一体何でしょうか・・・テーブルデコレーション？
じつはこちら、
フランス料理には欠かせない
「ソース」
に関係する物なの
です。
アスパラやアーティチョークを食べる食べる時に、
お皿のくぼみに
常に適量のソースをためておくために、
お皿の下に入れてその傾きを調

無料配布
2011年4・5・6月号
発行：AJ-France

節できる様にデザインされています。
アスパラやアーティチョークを美味
しく頂くためには、
ソースは欠く事のできない大事な要素。
さすが、
フラ
ンス料理ならではの発想ですね。

Séjour en France フランス留学サポート
AJ-Franceはフランス各地に50校以上の提携校があります。1週間の短期留学から長期留学、
ホームステイ、
ワ
ーホリ、
ビザ申請、翻訳等、
フランス留学の事なら何でもご相談ください。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・スカイプにてサポートいたします。一緒に留学への第一歩を踏み出しましょう！

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

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：

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：

réalisé par Ayako IWAI

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

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

ほんまもんの・・・
上質フレンチにリニューアル！
ランチ
ディナー

ステーキコース

2800円〜
5500円〜

Les Amoureuses レ・ザムルーズ

北山の上質フレンチを

■留学リポート オーペア留学 ■
■NEW!「赤ちゃんと一緒！ お母さんのためのフランス語」■

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

シニアソムリエのワインと
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フランス料理
Tel: 075-722-6433

■4月のスペシャルイベント パック2011 ■
■GWフランス語漬けコース■

