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講師

ジャン-ジャック・ボルヌ氏
(M. Jean-Jacques BORNE)

M.O.F.(フランス国家最優秀技術者)の称号を受ける(1994 年 2 月)
メイユール･アプランティ･ド･フランス(1988・89・91・92年各回１位)
1992年以来、フランス国立イッサンジョー高等製菓技術学校教授
1996年以来、インターナショナル･キュリネリー･スクール(パリ郊外)教授
◆略歴◆
1959 年 1 月 リヨンの近くサン・テティエンヌに生まれる
1975年−77年 レノー氏のもとで見習い（サン・テティエンヌ）
1977年
パティシエ、コンフィスール、ショコラティエ、グラシエの職業適性証を
取得
ドレヴェ氏（サン・テティエンヌ）でパティシエ
1977年―79年 デュシャン氏（サン・テティエンヌ）でラボ責任者
1979年―80年 ペレックス氏（エクス・レ・バン）でシェフ・パティシエ
1981年―84年 ルレ・シャトー｢ボー・リヴァージュ｣(コンドリュー)でシェフ･パティシエ
1984年―85年 ３ヶ所の製菓店における責任者（オヨナックス）
1985年―現在 パティシエ、ショコラティエ、コンフィズール、グラシエの教授として製
菓技術とその理論を通して若者の育成に努める。その他多岐にわたるフラ
ンス製菓関係の技術研修や多くの企業のコンサルタント、アドヴァイザー
として国際的に活躍している。
＜そのプ ロ の 製 菓 技 術 者 の た め の 様 々 な 研 修 他＞
☆アントルメ・モデルヌ
（技術革新による現代的なアントルメのレアリザシオン。合理的で独創的な新しい軽い食感の
ビスキュイやクレーム、パルファン。素早く出来て仕事し易いデコール）
☆アントルメ・グラッセ又はブッシュ・グラッセ
（軽い食感で独創的な新しい組成のアントルメ・グラッセ。
素早く出来て目にも美しいシンプルなデコール）
☆アシエット・ド・デセール（冷製、温製、デセール・グラッセ）
☆氷の彫刻とポリスチレン製の台を使ったプレゼンテーション
☆タルト・モデルヌ（現代的なタルト）、パート・ダマンドの成型
＜ヴォランティア活動＞
☆筋障害者のための活動
☆ピエール神父が主宰する社会福祉財団＜Emaüs＞のための活動
☆子供達の味覚を養う為に学校で行われている「スメーヌ･ド･グー」週間への参加

◇メッサージュ◇
日 本 に 招 聘 さ れ 、皆 様 に お 会 い 出 来 る こ と は 私 に と っ て 大 き な 歓 び で す 。そ れ は 単 な る 喜 び で
はなく、パティシエという職業に情熱を傾けている日本の皆様に私の技術と知識の全てを分か
ち合うことが出来るという歓びなのです。
ご紹介する全てのルセットは本講習のために製作した私のオリジナルで、中には伝統的なフランス菓子
を今様に現代化させたルセット、今のフランスの傾向である少しスパイシーな菓子のルセットもスペシア
リテに含まれています。＜昔のパティスリーのような食感、質の良い素直な味、長すぎない簡潔なルセット、
シンプルで美しいデコール、合理的で早い作業、丁寧で清潔な仕事＞。これらは私のルセットの基礎を成す
もので、今や作業場で長い時間を費やすのではなく、合理的な制作方法で採算性が高く質の良い菓子を作る
ことが不可欠の条件となっています。
この講習中、どんな疑問でも私に質問を投げ掛けて下さい。それに答え講習会を通してより多く成果を得
られるよう、私は出来る限りのことをいたします。これからの時代は向上心と情熱を持って、常に良質で他
店では味わえないパティスリーを作り続づけている店だけが、発展していくことは間違いありません。
皆様とお会い出来ることに、私に信頼を寄せ下さることに感謝を込めて。
２００３年３月

Jean-Jacques BORNE
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SOMMAIRE
昔のパティスリーのような食感、素直で質の良い味、
少しスパイシーな風味（フランスの今の傾向）、
早く出来るシンプルで美しいデコール、長過ぎず簡潔なルセット、
制作時間を短縮する合理的で効率的な仕事、品質が良く採算性の高いフランス菓子。
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1. Rubis du Piémont (E)
ルビィ・デュ・ピエモン

2. Tarte abricao (T)
タルト・アブリカオ

3. Mini babas pamplemousse(F)
ミニ・ババ・パンプルムース

4. Tarte croustillante griottes au Gaillac(S)
タルト・クルスティアント・グリオット・オ・ガイアック

5. MOELLEUX CHOCOLAT AUX NECTAVIGNES(G)
モワルー・ショコラ・オ・ネクタヴィーニュ

6. PAIN D’EPICES FACON PAIN PERDU, GLACE CAFE BLANC, COULIS CARAMEL ABRICOT(D)
パン・デピス・ファソン・パン・ペルデュ、グラス・カフェ・ブラン、クーリ・カラメル・アブリコ

7. Le Troubadour(E)
ル・トルゥバドゥール

8. Tarte grand-mère, potiron et fruits secs(T)
タルト・グラン・メール、ポティロン・エ・フリュイ・セック

9. Canistrelli CORSE de mon ami José(F)
カニストレリ・コルス・ド・モネミ・ジョゼ

10. PATE A CHOUX PANEE, CAROTTES FRITES AU SUCRE (S)
パータ・シュー・パネ、キャロット・フリット・オ・シュークル

11. Cake à la Mangue aux épices(G)
ケーク・ア・ラ・マング・オ・ゼピス

12. Carré glacé au thé, salade d’agrumes (D)
カレ・グラッセ・オ・テ、サラダ・ダグリュンム

HH･II
(E)アントルメ
(T)タルト
(D)デセール・ア・ラシエット
(F)フール・セック
(G)ガトー・ド・ヴォワヤージュ

5. MOELLEUX CHOCOLAT AUX NECTAVIGNES(G)
モワルー・ショコラ・オ・ネクタヴィーニュ

Moelleux noisettes caramel aux nectavignes：
300g……… sucre vergeoise brune
220g……… crème
135g……… beurre noisette
150g……… poudre de noisettes
180g……… œufs
60g……… jaunes d’œufs
100g……… farine
300g……… nectavigne congelées
(cuites avec 60g sucre et une noix de beurre)

モワルー・ノワゼット・カラメル・オ・ネクタヴィーニュ：
300g……… ベルジョワーズ（カソナードで代用）
220g……… 生クリーム
135g……… 焦がしバター
150g……… ノワゼット・プードル
180g……… 全卵
60g……… 卵黄
100g……… 小麦粉
300g……… 冷凍ネクタヴィーニュ
（ペーシュ・ド・ヴィーニュ、Ｓｉｃｏｌｙ）
（60g砂糖＋バターひとかけでソテーしておく）

Pain de gènes pistache Grand Marnier：
250g……… pâte d’amandes 60%
200g……… jaunes d’œufs
60g……… œufs
100g……… pâte de pistache
50g……… Grand Marnier
145g……… farine
110g……… beurre noisette
200g……… blancs
140g……… sucre semoule

パン・ド・ジェーヌ・ピスターシュ・グランマルニエ：
250g……… パート・ダマンド60％
200g……… 卵黄
60g……… 全卵
100g……… パート・ド・ピスターシュ
50g……… グランマルニエ
145g……… 小麦粉
110g……… 焦がしバター
200g……… 卵白
140g……… グラニュー糖

SPECIMEN
実際のCDにはプロセスの概略が付いています。
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