
フランス語
通信・オンライン講座



1953年の設立から、その質の高い教育で信頼性と定評がある
アンスティチュ・フランセ日本の通信コース！
●自宅学習のサポート充実！
•課題や添削答案の復習で理解できないことがあったら… メール、Fax、書面で質問。自宅学習の
強い味方です！

•テレフォンサポートで、直接教師に質問、会話練習、発音チェック。自宅学習でもアウトプットとコミュ
ニケーションの機会をご用意しています。

●レベル・内容ともにバラエティに富んだコースラインナップ
50を超えるコース数で、入門レベルから準マスターレベルまで対応。アンスティチュ・フランセ日
本の通信講座は、日本最大です。
入門（A1）から初級（A2）レベルでは、フランス語の基礎をじっくり学び、中級（B1）以降は、学
習目的に合わせてコースをお選びいただけます。
充実の翻訳講座は、長期にわたり通信コースの中でも特に高い評価を受講生からいただいています。

信頼性が高く定評ある通信コース

ご自身の目的に合わせて教師とマンツーマンでじっくり学習！
●1レッスン25分または50分。1レッスンずつの購入が可能ですので、気
軽にご利用いただけます。
●苦手な部分の克服、試験資格準備、発音矯正、授業の補足、留学や
旅行前のブラッシュアップなどご自身の目的に合わせて教師とマンツーマ
ンでじっくり学習できます。

オンラインプライベートレッスン

フランス語ならアンスティチュ・フランセ日本
フランス語 通信・オンライン講座

フランス政府公式機関であるアンスティチュ・フランセ日本の通信コースは
1953 年に設立されました。

1.フランス政府公式機関

教育の質の高さとバラエティに富んだ講座の内容は、フランス国民教育省と外
務省のエキスパートに高く評価されています。

2.質の高い講座

通信コース：対応レベル、コースバラエティーともに日本最大のフランス語通
信教育。長年の実績と添削指導で自宅にいながら質の高いフランス語教育を
受けられます。
オンラインコースe-フランセ：今までの一般教材では実現できなかった音声
ファイルやビデオが満載の学習システムと個人指導で、初歩の段階からコミュ
ニケーション能力を養います。すべてのサービスをご利用いただけるフルバージョ
ン、オンライン学習システムのみの利用と3回の会話レッスンがセットになったe-
フランセ LITEの2つのタイプからお選びいただけます。
オンラインプライベートレッスン：自分のペースや目的に合わせて学びたい、苦
手な部分を克服したい、教師と個別にじっくり学習したい、こうした声にお応え
するために自宅でできるプライベートレッスンがスタート。

3. 3つのタイプの自宅学習

初級レベルまでは、総合的にフランス語の基礎を学習。B1（中級）レベル以
上は、学習目的にあわせてコースをお選びいただけます。文法とディクテコー
スから試験対策、翻訳講座まで、各レベル、多彩なコースをご用意しています。

4.多彩なコース

3つのタイプの学習方法を提案する自宅学習プログラム他、アンスティチュ・
フランセ日本は通学コース、留学など、フランス語学習をトータルでサポート
しています。
フランス語教育専門の教授資格を持つ教師陣による指導、さまざまな角度
からのフランス語学習と多彩な学習方法をご提供しています。DELF・DALF（フ
ランス国民教育省フランス語資格試験）の試験センターにもなっています。

5.フランス語学習をさまざまな角度から

アンスティチュ・フランセ日本で学ぶ、
それがフランス語上達への第一歩です！

語学教育だけでなく、映画、展覧会、講演会などフランスやフランス語圏
の文化イベントを各地で開催し、日本におけるフランス文化の発信拠点と
なっています。

6.フランスの文化を伝えるアンスティチュ・フランセ日本

●入門・初級の日本人学習者向けに考案されたオンライン学習システム
入門（A1）から初級（A2）レベル：多くの画像、動画、音声ファイルを使用。他の教材にはない
聞き取り量の多さです。自分の音声を録音してネイティブの発音と比べながら違いを確認し矯正す
る練習他、インタラクティブで楽しくフランス語を学習していただけます。文法、発音の解説など
総合的にフランス語の基礎を学べます。

●さらに、添削指導、スカイプでの会話レッスン、
　スクーリングで総合的に学習をサポート！
フルバージョン（P6を参照）では、インターネットでの学習に加え、添削、会話レッスンによ
る個人指導でフランス語をトータルでサポート！ご希望者は月1 回のスクーリング（無料）にご参
加いただけます。（A1-A2レベル）

インターネットでアンスティチュ・フランセ！

e-フランセ

Frantastique
楽しみながら学習できる新しいオンラインコース開講！
毎日メールで学習コンテンツが届きます。愉快な宇宙人たちによって蘇ったヴィクトル・
ユーゴーの奇想天外な冒険とともに1日15分、毎日フランス語の練習問題をこなします。

パソコンとインターネットがあれば、
いつでもどこでもフランス語学習！

2017年の
新開講講座

通信講座 A2レベル：フランス語で「飲む」「食べる」　 P. 14
通信講座 B1レベル：DELF B1準備対策レベル　 P. 21



通

信コース

信頼性が高く定評ある
アンスティチュ・フランセ日本の
通信コース

COURS PAR CORRESPONDANCE

フランス政府公式機関であるアンスティチュ・フランセ日本の通信コースは1953 
年に設立され、その教育の質の高さとバラエティに富んだ講座の内容は、フラン
ス国民教育省と外務省の専門家より高い評価を受けています。
高いレベルの資格を持つ教師陣による定期的な添削により、効果的にフランス
語を学習。
入門レベルから準マスターレベルまで対応、50を超えるコースからご自身のレベ
ルや学習目的に合わせてコースをお選びいただけます。

　自分で解決できない疑問は、
通信コース専属の教師がて
いねいにお答えします！質問
は、メール、Fax 、または書面で。
　テレフォンサポート
発音チェック、会話、エクスポ
ゼなど、アウトプットの機会としてご利用いただけます。
　通信ネット
付属のサービスとしてオンラインシステムを導入
◆外出先で、スマートフォンやタブレット、パソコンを使って、課
題やコース別の学習ガイド、その他資料をご覧いただいたり、
音声、ビデオ教材を聞いたり、見たりしていただくことができます。

◆通信ネットフォーラムをご利用いただけます。（フランス語に関す
る質問の投稿や答えの閲覧）

◆発音と動詞の活用練習

自宅学習の
サポート充実！

サポー
ト

いろい
ろ！サポー
ト

いろい
ろ！

● 上級レベル翻訳 仏文和訳／和文仏訳およびエキスパート
 レベル仏文和訳は、上位成績優秀者の発表と平均点など
 をお知らせいたします。

● すべてのコースで成績表をお送りします。
学期
終了後

…

サポートサービスの利用

入門（A1）～準マスター（C1）対象レベル

通信コースの1学期

添削された答案が戻ってきます。添削された答案を、模範解答を見
ながら復習。学習診断表で自分の弱点を確認。

各コース、指示に従って学習を開始し、決められたスケジュールで
課題を提出。2週間に1度、1学期間に5回の提出です。
（コースまたは課題により異なる場合があります。）

1学期分の課題（コースによりCD・DVD含）とコースガイド、
受講生ガイド、提出用封筒が届きます。

一部コースの課題見本は、サイトからご覧いただけます。一部コースの課題見本は、サイトからご覧いただけます。 www.institutfrancais.jp/cadwww.institutfrancais.jp/cad

通信コース教材通信コース教材
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パソコンとインターネットがあれば、
いつでもどこでもフランス語
オンラインコース

C O U R S  P A R  I N T E R N E T

日本人へのフランス語教育に精通したアンスティチュ・フランセ日本の教師が、
インターネットを使ったフランス語オンライン学習システムを開発。今までの一般
教材では実現できなかった豊富な音声ファイルを使った学習内容で、インタラク
ティブで楽しいフランス語学習が可能になりました。
ヨーロッパ共通参照枠に準じたカリキュラムで、通学コースに通うのと同じフラン
ス語のスキルを習得できます。

フランセ日本の教師が、

www.e-francais.jp
3ヶ月LITE

1学期（3ヶ月）
いつでも申込可能
学期ごとフルバージョン

学習
期間

申込
み

スク
ーリ
ング
（A1/A

2の
み）

テレ
フォ
ンサ
ポー
ト

会話
レッ
スン
（電
話・
スカ
イプ
）

添削
指導

オン
ライ
ン学
習シ
ステ
ム

＊スクーリングは無料です。お時間のご都合がつく方は是非ご参加ください。 

e-フランセ フルバージョン
e-フランセのご提供内容を全てご利用いただけます！
インターネットでの定期的な学習に加え、担当教師
による添削指導やスカイプまたは電話による会話
レッスンなど。（A1-A2 / B1）
対象コース：全コース

学習システムの3ヶ月間のご利用と3回の会話レッスンがセットになっています。
お申込みは、学期ごとの受付期間に限らずいつでもOK!
フランス語をはじめたいときに、すぐにお申込みいただけます。
課題の添削、スクーリングは含まれません。
対象コース：A1、A2レベルのすべてのコース

■フルバージョンのみの新サービス
通信コースと同じようにテレフォンサポートをご利用いただけるようになりました。
発音チェックや会話など、アウトプットの機会としてご活用ください。
（会話レッスンとは別枠）

e-フランセ LITE

ふたつのタイプ
のe-フランセ

  まず
は、

デモレ
ッスン

を

お試し
くださ

い！

Frantastiqueでの学習

楽しみながら学習できる新しいオンラインコース開講！

オンラインコース 

frantastique
新
開
講

愉快な宇宙人たちによって蘇ったヴィクトル・ユーゴーの奇想天外な冒険とともに
1日15分、毎日フランス語の練習問題をこなします。
空き時間を使って、パソコンやタブレット、スマートフォンで気軽にフランス語の
練習ができる新しいコースです。（対象：A2レベル以上）

❶ メールで届く学習コンテンツ　週5回メールで学習用のパッケージ（練習問題など）が届
きます。動画や、会話文、練習問題や、ミニレッスン、復習など、様々なコンテンツにより、
いろいろな角度からフランス語を練習できるようになっています。
❷スピーディーな採点と解説　練習問題の解答を送信すると、即時に結果を受け取るこ
とができます。解答の正誤の結果が、点数、学習者にあわせた解説、ボキャブラリー、
トランスクリプションなどとともに返信されます。
❸学習者にあわせた練習課題　コース内容は、学習者それぞれのレベルや解答、ニーズ、
希望にあわせて構成され、プログラムが提供されます。
お申込みは登録期間に限らず、いつでも可能です。
まずは1週間の体験レッスンをご利用ください！ institutfrancais.jp/frantastique

入門（A1）～中級（B1）対象レベル

e-フランセの1学期

会話、構文、単語、文法をバランス良く総合的に学習し、コミュニケーショ
ンに必要な基礎力が身につきます。フルバージョン（P6参照）ではオンライン
システムでの総合的な学習に加え、電話またはスカイプによる個人指導の会
話レッスンとスクーリング（希望者のみ・無料）により、学習した内容をさら
に確実なものにし、初歩の段階からコミュニケーション能力を養います。
学習は、現代のフランスでの実生活に密着したさまざまなシチュエーション
での会話文や資料を使って進めていきますので、「すぐに使える実践的なフラ
ンス語」が身につきます。

通信コースをオンラインでも学習できるようになりました。（対象コース限定）
課題と添削が中心のコースです。同じ内容で通信コースまたはオンライン
コースの2つの学習タイプから選択していただけます。

A1-A2
レベル

（全10コース）

B1
レベル

オンラインでの5回の課題と添削指導

クラス別の教師とのフォーラム、チャットへのアクセス
スクーリング＊3回（希望者のみ・無料）

電話またはスカイプを使った担当教師との会話レッスン3回
（発音・会話練習サポート）

5 回の課題と添削指導

オンラインでの学習 5 レッスン（1レッスン約8時間、1学期
で40時間の学習）

A1-A2
レベル

B1
レベル
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学習テーマを自由に選べる！
オンラインプライベートレッスン

COURS PARTICULIERS À DISTANCE

自分のペースや目的に合わせて学びたい、苦手
な部分を克服したい、教師と個別にじっくり
学習したい、プライベートレッスンは、そんな
方におススメです！
オンラインプライベートレッスンは、お忙しい方でも、
ご自宅や移動先でスカイプや電話を使って受講が可能です！
週末や夜も多くのレッスンが設定されていますので、空いている時間を使ってフラ
ンス語レッスン！1レッスン、1レッスン25分からですので、ちょっとした空き時間
も利用できます。（25分または50分からお選びいただけます。）
予約は48 時間前まで、キャンセルは24時間前までとご利用しやすいシステム
になっています。
学習したい内容をあらかじめ専用サイトのフォームに入力しておくと、それに従っ
て担当教師がレッスンの準備をしますので、充実したレッスンを受講いただけま
す。教師を選べるのもおすすめポイントです。
レッスンの学習テーマはご自身で選んで自分だけのレッスンにしましょう！

オンラインプライベートレッスン

●お申込み手続き
1. 以下のいずれかの方法で受講料をお支払いください（P.30参照）。
■ お申込み専用サイト通信ブティック
■ アンスティチュ・フランセ東京受付窓口（執務終了時刻30分前まで受付）
■ 現金書留

2.  レッスン料のお支払い確認後、メールで予約専用サイトへのログイン情報をお送り
します。

3.  専用webサイトにログイン後、レッスンを予約する前にまず学習目的やご希望のレッ
スン内容をご入力ください。

4.  予約：ログイン後、専用ページで予約表を確認し、レッスン日時の48時間前までに
予約してください。お電話でも承ります。（03-5206-2860 月～土 09：30-18：00 /  日・
祝 休み）

5.  スカイプまたは電話にてレッスンを受講してください。

●レッスン料

25分 × 10回
または

50分×5回
￥29,500

25分レッスン10回分
または

50分レッスン5回分
7CCP-250

50分 × 1回￥6,9007CCP-50

25分￥3,5001レッスン（25分）
1レッスン（50分）

7CCP-25

レッスン時間料金申込タイプ申込コード

【ご注意】
■ レッスン日時の変更は、専用サイトまたはお電話（03-5206-2860  月～土 09：30-18：00 / 日・祝
休み）にて、レッスン日時の24 時間前まで可能です。それ以降は変更不可、受講料は返金されま
せん。

■ レッスンの予約は1 回ずつとなります。複数回を一括購入されている場合も、予約されたレッスン
が終了した時点で次の予約が可能になります。

■ 電話で受講を希望の場合は、専用サイトでレッスンを予約後、電話で受講される旨を必ず事務局
にお知らせください。

■ 購入されたレッスンの有効期限は1年です。有効期限内に購入回数分のレッスンを完了してください。

会話力をアップさせたい！毎日少しでもフランス語を話す機
会を持ちたい。
新聞記事などをテーマに、積極的に教師と意見を交わしたい。

まもなくフランス旅行に出発。レストランやショッピング、ホテ
ルで役立つ会話表現を学習したい、実際にロールプレイング
をしながらそれらの表現を習得したい。

仏検の二次やDELF・DALFの口頭試験に備えて、実試験
と同じように練習したい。
テーマを設定し、模擬試験のようにレッスンをしたい。

きちんと正しく発音できているかネイティブにチェックしても
らい、矯正したい。
おろそかになっていた発音をもう一度基礎から学習したい。

定期的に通学コースや通信コースを受講しているが、リストアッ
プしてある疑問点をまとめて解決したい、学習した内容を実際
に使えるように、練習量を増やしたい。

独学でフランス語学習しているが、アウトプットの機会がな
いので、学習した内容を実際に使って話す練習をしたい。
きちんと基礎力がついているか、教師にチェック・指導して
ほしい。

会話レッスン

旅行会話

仏検二次

発音矯正

授業補足

総合フランス語

学習テーマ学習テーマ
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B1
（中級）

3CGD1

文法とディクテ B13CGD2

3CGD3

3CLE1

読み書き中心：フランスに滞在！3CLE2

3CLE3

3CEC1

聞き取り中心
3CEC2

3CEC3

3CEC4

3CRF1

フランスの地方発見3CRF2

3CRF3

3CAE1
作文のアトリエ

3CAE2

3CCV1
フランス語会話 B1

3CCV2

3CTC1
ビジネスフランス語 B1

3CTC2

3CFK1
仏検 2級 準備対策

3CFK2

3CDE DELF B1 準備対策

B2
（上級）

4CGD1

文法とディクテ B24CGD2

4CGD3

4CTV1
TV5で学ぶフランス語

4CTV2

4CEC インフォグラフィック動画で学ぶフランス語
4CFA1

ビジネスフランス語 B2
4CFA2

4CFK1
仏検準 1級準備対策

4CFK2

4CDE DELF B2準備対策

C1
（準マスター）

5CGI1
通訳案内士フランス語筆記試験準備対策

5CGI2

5CDA DALF C1準備対策

Traduction
（翻訳）

3CVT1

翻訳入門 仏文和訳／和文仏訳
3CVT2

3CVT3

3CVT4

CVEA 上級レベル翻訳仏文和訳
CVEX エキスパートレベル翻訳仏文和訳
4CTH 上級レベル翻訳和文仏訳

3LGD1

3LGD2

3LGD3

3LRF1

3LRF2

3LRF3

コース一覧

超入門～A1
（入門）

総合フランス語

A2
（初級）

1CFR1
1CFR2
1CFR3
2CFR1
2CFR2
2CFR3
2CCV1

フランス語会話 A2
2CCV2
2CBM1 フランス語で「飲む」「食べる」

OCEL1
OCEL2
1CEL1
1CEL2
2CEL1
2CEL2
2CEL3
2CEL4
2CEL5
2CEL6

通信コース オンラインコース

通信コース オンラインコース

総合フ
ランス

語  

「コレ
クショ

ンフラ
ンス語

 入門」
 全3コース

（入門
レベル

）では
､ 日常

生活に
欠かせ

ない表
現や簡

単な文
の習得

を目指
します

。

自分や
他人の

紹介､
住んで

いると
ころや

人間関
係､ 持

ちもの
などに

関する
質問し

､

それに
答える

ことな
どを学

びます
。学習

ガイド
とCD付き

、全3コー
ス。

0CFR1 　①
入門（

第1章～
第3章）／

③文法
  

A1

名前・
住んで

いると
ころを

言う、
たずね

る。国
籍・話

せるこ
とばを

言う、
たずね

る。

家族・
職業に

ついて
話す。

数（0 ～ 11）。身
近なも

のの位
置を言

う、た
ずねる

。

日の行
動を話

す。時
間を聞

いたり
、答え

たりす
る。1週

またそ
の理由

　　を
言う。

移動に
関する

表現。

地域と
気候に

ついて
話す。

国や都
市の位

置関係
。すで

にした
こと、

これか
らする

こ

 DÉBUTANT  超入
門～入

門

たずね
る。

オンラインコース
の0CEL1

通信コース
の0CFR1

各コース説明のレベル表示を
参考にしてください。

http://www.institutfrancais.jp/level

Web サイトで自宅学習
プログラム専用の
レベルチェック

フランス語学習ははじめて？

レベルチェックの
結果を目安に
コースを選択

レベルチェックの
結果を目安に
コースを選択

 一部コースは課題見本がサイトで
ご覧いただけます。

オンライン
プライベートレッスン

CHOISIR VOTRE COURSコース選択

0CFR1

0CFR2

0CFR3

：新開講コース ：課題リニューアルコース
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コースコード コース名 受講料
0CFR1

総合フランス語 入門
「コレクションフランス語 入門」

￥22,000
0CFR2 ￥22,000
0CFR3 ￥22,000

別売り教科書（教科書のご購入はP.29参照）
商品コード 使用教科書 販売価格

COL1 「コレクションフランス語 ①   入門」 ￥3,100
COL3 「コレクションフランス語 ③   文法」 ￥3,100

総合フランス語 入門 
「コレクションフランス語 入門」 

A1（入門）レベルでは､ 日常生活に欠かせない表現や簡単な文の習得を目指します。自
分や他人の紹介､ 住んでいるところや人間関係､ 持ちものなどに関する質問をし、そ
れに答えることなどを学びます。学習ガイドとCD付き。

0CFR1 　①入門（第1章～第3章）／③文法  A1
名前・住んでいるところを言う、たずねる。国籍・話せることばを言う、たずねる。
あいさつ。家族・職業について話す。数（0 ～ 11）。身近なものの位置を言う、たずねる。
道順をたずねる、教える。1日の行動を話す。時間を聞いたり、答えたりする。1週間
の生活について話す。

0CFR2 　①入門（第4章～第6章）／③文法  A1
人や物を描写する。好き嫌いを言う、またその理由を言う。移動に関する表現。地域
と気候について話す。国や都市の位置関係。すでにしたこと、これからすることを言う。
月、数（11～ 100）。予定・義務・目的を述べる。

0CFR3　 ①入門（第7章～第8章）／③文法  A1+

意見、感想を言う。賛成・反対の表現。レストランやカフェでの注文。丁寧な頼み方。
値段を聞く。要望や提案の仕方。親しい人への手紙。

A1 DÉBUTANT  超入門～入門

e-フランセ 総合フランス語入門
OCEL1　超入門1 A1
フランス語学習のはじめに、まず初歩のコミュニケーションに必要な力をつけます。
最初の一学期は、フランス語学習への第一歩です。あいさつ、自己紹介、他の人を
紹介することを学習し、自分の好き嫌いや好みについて述べたり、意見を言うこと
もできるようになります。

OCEL2　超入門2 A1
この学期は、具体的な話題についてフランス語で表現できるよう、より実践的な内容
を理解、使えるように学習を進めます。場所や自分の住んでいる地域、国について話す、
所有の表現、自分の職業について話す、人を招待する、会う約束をすることなどを学
習します。またスポーツをすることや美術館に行くことなどを話せるようになります。

1CEL1　入門1 A1+

会話に参加する、また自分自身や、よく知っている場所や人についての情報を提供で
きるようになります。この学期は、家族や友達、一日の過ごし方やスケジュールにつ
いて話す、予定について理解、また説明することを学習します。さらに、レストラン
でオーダーする、食べ物の名前を言う、店で買い物をすることができるようになります。

1CEL2　入門2 A1+

日常的なことがらについて話せるよう、日頃よく使われる表現への理解を深めます。
この学期は、自分の住まいについて説明する、地図で自分のいる位置を示す、道を
たずねる、教えることを学習します。旅行や、交通機関を利用するときに必要なこ
とが話せるようになります。また、このレベルでは過去のことを話したり自分のし
たことを説明する簡単な手紙を書く学習もはじめます。

コースコード コース名 受講料
フル ＊LITE

OCEL1

総合フランス語

超入門1 ￥38,500 ￥19,500
OCEL2 超入門2 ￥38,500 ￥19,500
1CEL1 入門1 ￥38,500 ￥19,500
1CEL2 入門2 ￥38,500 ￥19,500

＊フルバージョンとLITEバージョンについては、P.6をご参照ください。

CD付CD付

●オンラインコース e-フランセ学習画面の見本
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コースコード コース名 受講料

2CBM1 2017年秋学期新規開講 フランス語で
「飲む」「食べる」A2 ¥22,000

フランス語会話  A2
通信コースで学ぶフランス語会話コースです。会話の学習ができるのは通学コー
スだけではありません！
オラルコミュニケーションのスペシャリストであるアンスティチュ・フランセ日本の
教師が考案した、通信コースで開講のオリジナリティーに富んだコースです。
日常生活によくあるシチュエーション（最近あったことをたずねる、謝る、旅行につ
いて話す、など）で、すぐに使える表現を音声と練習問題で学習します。
また、学習した内容を実際に使えるように、1学期に5回各20分の電話またはス
カイプを使った会話練習を先生と1対1で行います。

2CCV1　フランス語会話 A2　2013年春学期新開講 A2
90時間以上の学習者を対象とします。
主な学習内容：自己紹介をする、謝る、日常生活について話す。

2CCV2　フランス語会話 A2　2013 A2+

120時間以上の学習者を対象とします。
主な学習内容：住居について話す、食事を注文する、買い物をする。

Boire et manger en français
フランス語で「飲む」「食べる」
「食べる」のは好きですか？「飲む」のは好きですか？フランス語は好きですか？この
コースは、その全部を満足させてくれるコースです！
好きなものを言う、レストランに行く、友人の家で夕食をする、レシピを伝えるなど、
食材や食事に関わるさまざまなシチュエーションで、口頭、筆記でのコミュニケー
ション能力を養います。この他、マルシェに買い物に行く、ブドウ畑の見学、食材
を使った静物画もテーマとして扱います。食べ物は生活のいろいろな場面で関わっ
ているからです。このコースは、フランス語だけでなく、文化にも触れながらフラ
ンス語を学習していただけます。 A2

A2 ÉLÉMENTAIRE  初級
総合フランス語 初級 《前半》
「コレクションフランス語 初級」 

A2（初級）レベル前半では､ A1（入門）レベルで学んだことをさらに深めます。
できごとを述べたり、過去にしたことや未来について話すことにより、フランス語
圏の人たちと話せるようになります。実用的な文章を書く練習も始めます。学習ガ
イドとCD付き。

1CFR1 　②初級（第1章～第2章）／③文法  A2
助言・提案をする。義務や可能性の表現。許可を求める。誘う。過去のことについて話す。
過去と現在を対比する。謝る。家の中の描写。

1CFR2 　②初級（第2章～第4章）／③文法 A2
過去にしたことを話す。できごととその背景について話す。経歴を言う。確実な未来、
これからすること、旅行の計画、将来の計画について話す。条件つきの予定を言う。時
の表現。頻度、習慣について話す。

1CFR3 　②初級（第4章～第5章）／③文法 A2
過去・未来に視点をずらして話す。親しい人に手紙を書く。電話で話す。未来のことを話す。
助けを求める。公的な手紙を書く。目的の表現。原因と理由、対立と譲歩の表現。

2CFR1
総合フランス語 初級（後半）

「コレクションフランス語 初級」

￥22,000
2CFR2 ￥22,000
2CFR3 ￥22,000

別売り教科書（教科書のご購入はP.29参照）
商品コード 使用教科書 販売価格

COL2 「コレクションフランス語 ②   初級」 ￥3,100
COL3 「コレクションフランス語 ③   文法」 ￥3,100

コースコード コース名 受講料
1CFR1

総合フランス語 初級（前半）
「コレクションフランス語 初級」

￥22,000
1CFR2 ￥22,000
1CFR3 ￥22,000

コースコード コース名 受講料
2CCV1 フランス語会話 A2

￥30,000
2CCV2 ￥30,000

CD付CD付
CD付CD付

CD付CD付

総合フランス語 初級 《後半》
「コレクションフランス語 初級」 

A1からA2前半と続けてきたフランス語文法の習得がこのA2後半で終了し、自分の
意見や気持ちを言い表すことができるようになります。学習ガイドとCD付き。

2CFR1 　②初級（第6章）/  ③文法  A2
好みを言う。興味のあること、ないことを言う、たずねる。自分の気持ち、喜び・怒り
などの感情を表現する。意見を言う、求める。

2CFR2 　②初級（第7章）/  ③文法 A2+

疑念や確実・不確実なことについて述べる。現在や過去の事実に反することを仮定する。

2CFR3 　②初級（第8章）/   ③文法 A2+

聞かれたこと、頼まれたことを伝える。過去に聞いた話を伝える。

CD付CD付
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e-フランセ 総合フランス語 初級 

2CEL1　初級1 A2
これまでより少し複雑、抽象的な状況で、今まで学習した内容への理解をさらに深め
ていきます。この学期の終わりには、身近なことがら（住んでいる場所、家族、学業、
仕事など）について話したり、自己紹介や、簡単な情報を伝える手紙を書くこともでき
るようになります。また、人から聞いた話の要点を理解し、情報を伝えることができ
るようになります。 

2CEL2　初級2 A2
ここでの学習を通して、簡単な会話に参加したり、書くことでも口頭でも仕事や家族の
ことを取り上げて言えるようになります。この学期では、主に好き嫌いや好みの表現を
学習します。何に関心があるのかを明確に表現し、丁寧な表現を使い、より正確に説明
することができるようになります。また、ものを選ぶときや質と量の比較をするときの
表現を学習します。

2CEL3　初級3 A2
このレベルでは、さらに複雑で抽象的な状況（自分の身近な話題ではないこともあります）
で、これまで学習した基礎力を固めていきます。これまでの学習でできるようになった
ことを、さまざまな実践的なシチュエーション（住居に関わることから、外出、パーティ、
旅行、電話でのコミュニケーションにいたるまで）で応用します。また、提案する、提案
されたことを承諾する、断ることができるようになります。前の段階に比べ、より正確
にニュアンスを表現できるフランス語を使えるようになります。

2CEL4　初級4 A2+

ここでの学習を通して、積極的に会話に参加することができるようになり、文章を読むとき
やリスニングでもより理解できるようになります。この学期の内容は実践的で盛りだくさん
です。旅行をするときの多くのシチュエーションをカバーします。ホテル、旅行代理店、観
光案内所、そしてフランス人医師のクリニック。さらに過去に経験した面白いできごとを話
すこともできるようになりますから、周りのフランス人が喜んで聞いてくれるでしょう。

2CEL5　初級5 A2+

過去に起こった出来事や未来を話題にしたり、自分の身近にいる人や自分の経験また
は今後の計画について説明したりすることが、前のレベルよりずっと楽になります。
確実性を伝える、問題となっていることがらとその原因を説明する、またそれについ
ての自分の見解を伝えることを学びます。さらに、感想を伝え合う、感動や驚き、怒
りを表現し、不満も言うことができるようになります。

2CEL6　初級6 A2+

フランス語の基礎を習得し、コミュニケーションのレベルは満足できるものになります。
この学期の終わりには、助言をしたり、人を励ましたり安心させることもできます。さ
らに、意見を明確に述べる、楽しさ、悲しみ、喜び、心配、希望、安堵などの感情の表現が、
日常の会話で表現できるようになります。このレベルになれば、これまでに習得したフ
ランス語を使って、あらゆる分野において他の役立つ知識を得ることができるようにな
ります。

コースコード コース名 受講料
フル ＊LITE

2CEL1

総合フランス語

初級1 ￥38,500 ￥19,500
2CEL2 初級2 ￥38,500 ￥19,500
2CEL3 初級3 ￥38,500 ￥19,500
2CEL4 初級4 ￥38,500 ￥19,500
2CEL5 初級5 ￥38,500 ￥19,500
2CEL6 初級6 ￥38,500 ￥19,500

＊フルバージョンとLITEバージョンについては、P.6をご参照ください。

● 試験日程や出願に関する詳細とお問い合わせ：
 DELF・DALF ：www.delfdalf.jp　delfdalf＠ institutfrancais.jp
 TCF：www.delfdalf.jp/tcf_jp.htm　examens@institutfrancais.jp

言語に関する
欧州共通基準
（CECRL）

TCF
DELF
DALF

DAPF
（仏検）＊ 対応コース

A1 レベル 1 
100～199点 DELF A1 仏検3級 オンラインプライベートレッスン 

（p.7）

A2 レベル 2 
200～299点 DELF A2 仏検準2級 オンラインプライベートレッスン 

（p.7）

B1 レベル 3 
300～399点

DELF B1
DELF Pro B1

仏検2級
DELF B1準備対策 （p.21）
仏検 2級準備対策 （p.21）

B2 レベル 4 
400～499点

DELF B2
DELF Pro B2

仏検準1級
DELF B2準備対策 （p.25）
仏検準1級準備対策（p.24）

C1 レベル 5 
500～599点 DALF C1 仏検1級 DALF C1準備対策（p.26）

C2 レベル 6 
600～699点 DALF C2

オンラインプライベートレッスン
（p.7）

＊  DELF・DALFと仏検は異なる試験ですので、上記表による比較はあくまでも目安であることをご了承下さい。

資格試験

 オンラインプライベートレッスンで DELF・DALF、 
仏検 口頭模擬試験！
DELF・DALFおよび仏検口頭試験対策にはプライベートレッスンをご
利用ください。前もって実際の試験と同じように練習をしておくことに
よって、自信がつき、実際の口頭試験では何倍も有利になります。
プライベートレッスンによる口頭模擬試験を受けていただくと、改善
点やアドバイスが書かれた診断書をお送りしますので、効率よくご自
身の試験勉強、準備ができます。

 DELF B1、B2、DALF C1試験対策および仏検2級、 
準 1級の試験対策講座をお申し込みの方への特典
口頭模擬試験オプションとセットでお申込いただくとプライベートレッ
スンの料金がお得になります！（1回分）各コースの該当ページをご覧
ください。
1回の口頭模擬試験で足りない場合は、追加でプライベートレッスン
をお申込ください。

DELF/DALF試験対策講座
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Compréhension orale（聞き取り中心）
見て、聞いて、フランス語を理解する、聞き取り力を強化するコースです。
アンスティチュ・フランセ日本の教師セドリック・リヴォが考案、フランスのニュース
番組（TF1、France2）の抜粋を使って聞き取り力をトレーニングします。
話されている情報を理解することは、次のステップで聞き取りのコツをつかめば、思っ
ているほど難しくはありません。自分の知識を使う、聞き取りの的を絞る、理解の手
助けとなる手がかりをさがす、少しずつ全体から詳細まで、易しいものから難しいも
のまで理解できるようになります。
さらに現代のフランス社会をさまざまな見方で直接触れる、知る機会にもなります。

3CEC1　聞き取り中心  2017年春学期課題リニューアル    B1/B1+

テーマ（2017年冬学期まで）：un objet du quotidien, une première !, le caviar de la 
viande, la haine, un polo et un crocodile.
テーマ（2017年春学期以降）：une nuit à Disneyland Paris, l’orthographe française, 
l’Organisation des Nations Unies, la lithographie, les canettes en aluminium.

3CEC2　聞き取り中心  2017年秋学期課題リニューアル    B1/B1+

テーマ（2017年夏学期まで）：un homme comblé, les 50 ans du Shinkansen, les 80 ans 
de Brigitte Bardot, Rosetta et Philae, le stylo Bic.
テーマ（2017年秋学期以降）：リニューアル

3CEC3　聞き取り中心  2016年春学期課題リニューアル    B1/B1+

テーマ： le parfum, le pâtisser Pierre Hermé, les copistes au Louvre, le marathon,  
Twitter en politique

3CEC4　聞き取り中心  2016年秋学期課題リニューアル    B1/B1+

テーマ：le carré Hermès, les vacances à la plage, les émojis, la Bibliothèque nationale 
de France, histoire de la baguette

コースコード コース名 受講料
3CLE1

Lire et écrire 
（読み書き中心：フランスに滞在！）

￥22,000
3CLE2 ￥22,000
3CLE3 ￥22,000

Lire et écrire : mes aventures en France
（読み書き中心：フランスに滞在！）
このコースでは、難易度の低いものから高いものへ、いろいろなシチュエーションで、
フランスの日常生活で役立つ実践的なドキュメントを読んだり、テキストを書いたり
します。たとえば、個人的な手紙やメールのやり取り、語学学校の申し込みや学校生活、
住居を探す、旅行を企画する、観光する、新聞記事を読む、など。
このコースは、受講生にとってひとつの冒険になります。フランスに滞在するという
設定で、いろいろなシチュエーションに身を置き、さまざまな経験をします。ホーム
ステイ先の家族に会う、友達をつくる、美術作品を鑑賞する、すばらしい景観を見に
行く。そして、恋をする･･･こともあるかもしれません！
【課題の構成】1. ドキュメントの読解と分析　2. ポイントの解説と練習問題　3. 作文

3CLE1     B1+

日常生活：自己紹介する、滞在する、勉強する、買い物をする、不満を言う

3CLE2     B1+

文化生活：訪問する、旅行する、話す、教養を高める、情報を得る

3CLE3     B1+

社会生活：招待する、人を迎える、祝う、働く、意見を言う、別れる

DVD付DVD付Grammaire et dictée B1 （文法とディクテB1）
このコースは、基本文法全般の復習と強化を目的としています。
各課題は、その単元が理解できたかどうかを確認する文法問題（70点）と聞き取り能力
をつけるためのディクテ（30点）からなっています。
学習ガイドとＣＤ付き、全3コース。

3CGD1/3LGD1 B1/B1+

（教科書1～ 7）名詞と形容詞の性・数一致、前置詞（1）、疑問文の作り方と疑問詞、代
名詞（関係代名詞、その他）、動詞の直説法

3CGD2/3LGD2 B1/B1+

（教科書8～ 12）条件法、接続法、受動態、代名動詞、非人称動詞、現在・過去分詞、ジェ
ロンディフ

3CGD3/3LGD3 B1/B1+

（教科書13～20）直接・間接話法、品詞の転換（副詞の作り方、名詞化）、前置詞（2）、音
声学の基礎、動詞の復習、総合復習　

B1 INTERMÉDIAIRE  中級
CD付CD付

コースコード コース名 受講料
3CEC1 2017年春学期課題リニューアル

Compréhension orale
（聞き取り中心）

￥22,000
3CEC2 2017年秋学期課題リニューアル ￥22,000
3CEC3 2016年春学期課題リニューアル ￥22,000
3CEC4 2016年秋学期課題リニューアル ￥22,000

コースコード コース名 受講料
3CGD1

Grammaire et dictée B1
（文法とディクテ B1）

￥22,000
3CGD2 ￥22,000
3CGD3 ￥22,000
3LGD1 ￥22,000
3LGD2 ￥22,000
3LGD3 ￥22,000

別売り教科書（教科書のご購入はP.29参照）
商品コード 使用教科書 販売価格

3GDM 「フランス語文法問題の解き方 解説編」 ¥2,300
3GDE 「フランス語文法問題の解き方 練習問題」 ¥1,600

3GDME 2冊同時購入 ¥3,400
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Conversation B1（フランス語会話 B1）

通信コースで学ぶフランス語会話コースです！会話の学習ができるのは通学コースだけ
ではありません！
オラルコミュニケーションのスペシャリストであるアンスティチュ・フランセ日本の教
師が考案した、通信コースで開講のオリジナリティに富んだコースです。
日常生活によくあるシチュエーション（心配事を話す、相手を安心させる、自分の意見を
述べるなど）で、すぐに使える表現を音声と練習問題で学習します。
また、学習した内容を実際に使えるように、1学期に5回各20分の電話またはスカイプ
を使った会話練習を先生と1対1で行います。

3CCV1　フランス語会話 B1 B1
300時間以上の学習者を対象とします。
主な学習内容：苦情を言う、願望、感情を表現する、旅の行き先について語る、提
案する、過去の経験について話す、物を描写する、など。

3CCV2　フランス語会話 B1 B1+

400時間以上の学習者を対象とします。
主な学習内容：映画について話す、意図や希望、目的を表現する、人物を描写する、
伝える、意見を求める、述べる、住まいについて話す、問題の解決策を提案する、など。

コースコード コース名 受講料
3CCV1 Conversation B1

（フランス語会話 B1）
￥30,000

3CCV2 ￥30,000

CD付CD付
Régions françaises （フランスの地方発見）
フランスの各地方の魅力を発見するコースです。このコースで、地方特有の風土や大衆
的な文化、また未知なるフランス各地の魅力を発見する旅に出かけましょう！歴史的な
観点からだけではなく、現代の新しいフランスの魅力についても学習しましょう。そこ
で暮らす人々やその地方特有の文化、食文化や美食、建築物、風景、工芸品にいたるまで、
知識を広げていきます。
3CRF1/3LRF1では、太陽の光溢れる南フランスの地方（プロヴァンス、ラングドック、
南西部）を、3CRF2/3LRF2にはフランス北部（アルザス、ノルマンディー、ブルターニュ）、
3CRF3/3LRF3はロワール、ブルゴーニュ、サヴォワの魅力溢れる美しさを探索します。
このコースではDVDに収録されたオリジナルビデオを使用し、ヴァリエーション豊かな

文化や自然遺産、そして魅力満載の土地や小
さな村々について発見していきます。
目と耳から入る情報を分析する力、論理的な
思考、そして今までの国内、海外旅行の経験
をフルに活用してください。語彙力、聞き取
り力、書く力を養いながら、世界でもっとも
美しい国のひとつであるフランスの文化につ
いての知識を豊かにします。
Bon voyage !
 

B1+

コースコード コース名 受講料
3CRF1

Régions françaises 
（フランスの地方発見）

￥22,000
3CRF2 ￥22,000
3CRF3 ￥22,000
3LRF1 ￥22,000
3LRF2 ￥22,000
3LRF3 ￥22,000

DVD付DVD付

Français des affaires B1 （ビジネスフランス語 B1）
このコースは、B1（中級）レベルに向けて学習中で、フランスや日本企業でフランス
語を使って仕事をしている、または今後仕事をしたいと考えている方、あるいはフ
ランスのビジネス界に興味があり、ビジネスフランス語を勉強しながら語学力を上
達させたい方に適しています。
語学レベルを上げるために必要な用語や文法に加え、聞き取りや簡単な文書の作成、
いろいろなタイプのビジネス文書を読み、理解する練習をします。
またこのコースはDELF Proの聞き取り、読解、筆記の試験準備にも適しています。
コースは2学期で構成されており、1学期目に5課題で教科書の前半を、2学期目にさ
らに5課題で後半を学習します。 

B1
コースコード コース名 受講料

3CTC1 Français des affaires  B1
（ビジネスフランス語 B1）

￥22,000
3CTC2 ￥22,000

別売り教科書（教科書のご購入はP.29参照）
商品コード 使用教科書 販売価格

TFE Travailler en français en entreprise 2 ¥4,300

Atelier d’écriture （作文のアトリエ）
このコースでは、信頼度の高いメソッドに沿って、いろいろなテーマで、楽しみなが
らフランス語で文学的に「書く」ことを学習します。短いテキストと、楽しみながら答
えられる読解と文法問題から学習をはじめ、次に学習したテキストからヒントを得て、
1つまたは2つの課題で作文をします。
編集者そして作家でもあるこのコースを考案した教師が、答案を添削、評価します。
創造力とフランス語の表現力を養います。
テーマ：
3CAE1：思い出、将来の夢について書く、物語（フィクション）を書く 
3CAE2：自分を取り巻く環境について書く、例えば通りの風景、なじみの情景や人物
の描写、見たり聞いたりしたことなど。 

B1/B1+

コースコード コース名 受講料
3CAE1 Atelier d’écriture 

（作文のアトリエ）
￥23,000

3CAE2 ￥23,000
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Grammaire et dictée B2 （文法とディクテ B2）
このコースは、文法知識の強化を目的としています。さまざまなタイプの練習問題
に加え、実践的なシチュエーションでの文章作成（フォーマルな手紙、友人宛のメー
ル、レジュメ、スピーチなど）を通して、コミュニケーションツールとしての文法力
が身につきます。各課題は詳しい文法説明と学習した内容に沿った練習問題で構成
されています。練習問題をこなすことで学習した文法事項への理解を深めます。（教
科書購入の必要はありません。）音声教材を使ったディクテにより（CD 付）、聞き取り
力を強化し、各課題の重要な学習ポイントの習得をさらに確実なものにします。

4CGD1 B2
このコースでは、主に過去の表現、条件法、考えを述べる（意見、疑念、確信、確実性）、
間接話法、関係代名詞、原因と結果の表現を学習します。

4CGD2 B2
このコースでは、冠詞（定冠詞、不定冠詞、部分冠詞）、否定表現、接続法、不定法、
受動態、現在分詞、ジェロンディフ、前置詞、不定代名詞、頭語反復、疑問文、位
置を示す表現を学習します。

4CGD3 B2
このコースでは、異なるフランス語の表現（くだけた表現、スタンダードな表現、
改まった表現）、時間に関する表現、形容詞（不定形容詞、形容詞の位置による意味
の違い）、副詞を用いたニュアンスの表現、補語人称代名詞、過去分詞の一致、句
読法を取り上げます。

コースコード コース名 受講料
4CGD1

Grammaire et dictée B2 
（文法とディクテ B2）

￥22,000
4CGD2 ￥22,000
4CGD3 ￥22,000

B2 AVANCÉ  上級
CD付CD付Préparation au DAPF 2 （仏検2級準備対策）

仏検（実用フランス語技能検定試験）2級（学習時間400時間以
上、大学のフランス語専門課程で4年程度）では、日常生活
や社会生活に必要なフランス語を理解し、口頭で表現でき
ることが要求されます。読む力はもとより、聞き、話し、ある程度の書く力も必要
です。

仏検2級は「フランス語学習者にとってのひとつの壁」とも言われています。本コース
の課題は仏検の本試験と同じ形式で構成されていますので、試験対策の総仕上げ（模
擬試験）として、またこれから仏検2級の勉強を始めようという方の実力（弱点）チェッ
クとしてご活用いただけます。

内容が異なる2つのコース（難易度は同等）3CFK1と3CFK2がありますので、1学期に
1つずついずれかのコース、または同じ学期に2コース同時に受講し集中的に学習し
ていただくことも可能です。

オプション：口頭模擬試験

 仏検が実施される春学期と秋学期は、2週間に1度の通常の締切日でご提出、または試
験日までに課題の答案添削をお受け取りいただけるよう、指定日までに答案をご提出
いただくことが可能です。

 B1+

コースコード コース名 受講料 受講料＋OB

3CFK1
Préparation au DAPF 2
  （仏検2級準備対策）

￥22,000 ￥25,000

3CFK2 ￥22,000 ￥25,000

口頭模擬試験をご希望の方は＋OBでお申込みください。

CD付CD付

Préparation au DELF B1（DELF B1準備対策）

「仏検」とは試験形式がまったく違うDELF/DALF試験。試験勉強をするだけでもフ
ランス語力が格段にアップするといっても過言ではないでしょう。
このコースでは、DELF B1試験合格のコツを身に付けます。

合格のためには、フランス語力を全体的にアップさせるだけでなく、出題傾向につ
いて知ることが重要です。またB1レベルで必要とされる筆記・口頭によるコミュ
ニケーション能力を養うこともこのコースの目的としています。

コースに含まれるもの：
• 模擬試験形式の課題 5回分（聞き取り、読解、筆記）
• 学習ガイド（DELF B1試験についての説明を含む）

オプション：DELF/DALF試験官の資格を持つ教師との口頭模擬試験

コースコード コース名 受講料 受講料＋OB

3CDE1 2017年夏学期新規開講
Préparation au 

DELF B1
（DELF B1準備対策）

￥22,000 ￥27,000

口頭模擬試験をご希望の方は＋OBでお申込みください。

CD付CD付
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Actualités télévisées avec TV5 : 
analyser l’actualité en français（TV5で学ぶフランス語）

ニュースのフランス語を聞き取るのは難しいと
感じることがあるでしょう。このコースはフラ
ンス語圏のテレビ局TV5 モンドのニュース番組 
«7 Jours sur la Planète »から選んだ短いルポル
タージュを使い学習をすすめていきます。各課
題は段階的に理解が深まるよう構成されていま
すので、フランス語圏で視聴されている生きた
フランス語の資料で効果的に聞き取り力を養う
ことができます。

また学習ガイドは、「ルポルタージュの内容を分析する」「重要なポイントを要約す
る」「一文で内容をまとめる」「自分の意見を表現する」テクニックを習得できるように
なっています。
4CTV1テーマ：Du vin au Sénégal / la Picardie, nouvelle destination touristique / la 
statue de la Liberté : un cadeau de la France / le dictionnaire de la langue des ados et les 
émoticônes / les mystères du cerveau

4CTV2テーマ：未定（2017年春学期新開講） B2
コースコード コース名 受講料

4CTV1 Actualités télévisées avec TV5 : 
Analyser l’actualité en français
（TV5で学ぶフランス語）

￥22,000

4CTV2 2017年春学期新規開講 ￥22,000

Français des affaires B2 （ビジネスフランス語   B2）

このコースは、ビジネスで使うフランス語を集中的に学習できるように構成されて
います。特にビジネスや商業、経済の分野で使われる用語、ビジネス文書の理解、
そして商業文の作成に重点を置いています。毎日の業務ですぐに使えるビジネスに
必要なフランス語力が身につきます。2つのコースは、さらに集中的に学習するため
に同じ学期に同時に受講することも可能です。
コースに含まれるもの：
•  添削課題5回分（用語に関する練習問題、経済分野の資料の読解、要約、ビジネス
文書の作成）

• 学習ガイド（課題を始める前の練習問題を含む）
• 学習ガイドの聞き取り練習用CD

コースコード コース名 受講料

4CFA1
Français des affaires B2 

（ビジネスフランス語  B2）

￥22,000

4CFA2 ￥22,000

別売り教科書（教科書のご購入はP.29参照）
商品コード 使用教科書 販売価格

FMT Le français du monde du travail ¥4,500

CD付CD付DVD付DVD付

Compréhension orale approfondie 
（インフォグラフィック動画で学ぶフランス語）

さまざまなテーマの解説で、視覚的に表現するのに使われ
るインフォグラフィック動画。フランスの新聞社のインター
ネットサイトやテレビ番組でも頻繁に使われています。
このインフォグラフィック動画を使って、聞き取り力を高
めると同時にフランスの社会的なテーマについて知識を深
めましょう。5つの課題では違う分野を取り上げ、ひとつま
たは複数の動画を使って学習を進めます。聞き取りだけで
なく、ボキャブラリーや文法も学習します。またライティ
ング練習もありますので、総合的にフランス語を学習できます。
過去の出来事：Victor Lustig brade la dame de fer – Michel de Rosier fait la bombe – 
Bonassoli et de Villegas sont dans un avion 
環境：Le déclin des abeilles expliqué en 3 minutes – 4 minutes pour comprendre le vrai 
poids de la viande sur l’environnement
地理：Comprendre l’étrange découpage des fuseaux horaires en 5 minutes
経済：Dessine-moi l’économie – L’élaboration du budget de l’état
政治：Migrants : crise européenne expliquée en cartes – Comprendre l’espace 
Schengen en 4 minutes B2

コースコード コース名 受講料

4CEC Compréhension orale approfondie 
（インフォグラフィック動画で学ぶフランス語） ￥22,000

DVD付DVD付

Préparation au DAPF 1-bis（仏検準1 級準備対策）
仏検準1級の出題傾向に沿って学習することにより、実
際の試験でフランス語力をじゅうぶんに発揮できるよう
準備を行うことを目的にしたコースです。
各課題は一次試験（筆記）の模擬試験形式になっています。テレフォンサポート
を利用いただくことで、二次試験（約7分間の口答試験）の対策も可能です。
仏検準1級の試験問題には、2級試験と同様、前置詞の選択や読解穴埋め問題（必
要な動詞を選択し適切な時制にする）、読解と聞き取り、ディクテがありますが、
動詞の名詞化、多義語、フランス語の文章を日本語で要約、仏文和訳に関する
設問が加わります。
コースに含まれるもの：
•  筆記模擬試験形式の課題5回分
•  聞き取り・書き取り問題用CD
•  学習ガイド

オプション：口頭模擬試験

仏検が実施される秋学期は、2週間に1度の通常の締切日でご提出、または試験日まで
に課題の答案添削をお受け取りいただけるよう、指定日までに答案をご提出いただく
ことが可能です。

 B2
コースコード コース名 受講料 受講料＋OB

4CFK1
Préparation au DAPF 1-bis
（仏検準1級準備対策）

￥22,000 ￥25,000

4CFK2 ￥22,000 ￥25,000

口頭模擬試験をご希望の方は＋OBでお申込みください。

CD付CD付
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Préparation au DELF B2 （DELF B2準備対策）

DELF B2を取得すれば、フランス語をマスターした証明になるだけでなく、フラン
ス留学や就職にも有利になるでしょう。このコースでは、DELF B2試験合格のコツ
を身に付けます。
合格のためにはフランス語だけでなく、出題傾向（試験の構成と性質、避けたい間違
いなど）について知ることが重要です。また上級レベルの筆記・口頭によるコミュニ
ケーション能力、特に論証するテクニックを身に付けることもこのコースの目的で
す。
コースに含まれるもの：
• 模擬試験形式の課題 5回分（聞き取り、読解、筆記）
• 学習ガイド（DELF B2試験についての説明を含む）
オプション：DELF/DALF試験官の資格を持つ教師との口頭模擬試験 B2

コースコード コース名 受講料 受講料＋OB

4CDE Préparation à l’unité B2 du DELF
（DELF B2準備対策） ￥22,000 ￥27,000

口頭模擬試験をご希望の方は4CDE＋OBでお申込みください。

CD付CD付 Cours de préparation à l’épreuve 
de français de l’examen national de 
guide-interprète
（通訳案内士フランス語筆記試験 準備対策）
このコースは、通訳ガイド国家試験の筆記試験対策を目
的としていますが、読解、筆記のレベルアップを図りた
い方にもご利用いただけます。模擬試験形式の課題によ
り学習を進めます。各課題（3回）は、読解問題6問、仏文
和訳3問、和文仏訳3問、筆記問題3問）で構成されています。
学習ガイドには、試験日に役立つコツやポイントがまと
められています。通訳ガイド国家試験の出題傾向につい
て、また試験合格への準備に役立つ内容が盛り込まれて
います。

5CGI1 C1

5CGI2 C1
内容が異なる２つのコース（難易度は同等）5CGI1と5CGD2がありますので、1学期
に1つずついずれかのコース、または同じ学期に2コース同時に受講し集中的に学
習していただくことも可能です。 

コースコード コース名 受講料
5CGI1 Cours de préparation à l’épreuve de français de 

l’examen national de guide-interprète
（通訳案内士フランス語筆記試験 準備対策）

￥26,000

5CGI2 ￥26,000

C1 SUPÉRIEUR  準マスター

Préparation au DALF C1 （DALF C1準備対策）
DALF試験の公式機関CIEPの推奨により選り抜かれた資料を使用し、実際の試験と同
じ出題傾向の問題をこなします。試験内容に則し、論拠のあるエッセイ、総論（サン
テーズ）、読解、エクスポゼ（口頭模擬試験オプション）について学習を進めます。こ
のコースは、DELF B2試験にすでに合格した人だけでなく、口頭、筆記によるコミュ
ニケーション能力のアップを目標としている方にも適しています。
コースに含まれるもの：
• 模擬試験形式の課題5回分（聴解、総論、エッセイの3つで構成）
• 学習ガイド（DALF C1試験についての説明を含む。段階的に準備できるよう構成さ
れています。）
オプション：DELF/DALF試験官の資格を持つ教師との口頭模擬試験。 C1

コースコード コース名 受講料 受講料＋OB

5CDA Préparation à l’unité C1 du DALF 
（DALF C1 準備対策） ￥22,000 ￥27,000

口頭模擬試験をご希望の方は5CDA＋OBでお申し込み下さい。

CD付CD付
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Traduction initiale 翻訳入門（仏文和訳・和文仏訳）
このコースは本格的な翻訳に入る前の準備講座です。
B1レベルのいずれかのコースを3段階目まで終えられた方、あるいは同等のフ
ランス語力を有する方を対象としています。
仏和・和仏ともそれぞれ5課題で、合計10課題をこなします。（2週間に1度、2
課題ずつの提出）

3CVT1　　 2017年春学期課題リニューアル       B1+-B2

3CVT2　　 B1+-B2

3CVT3      B1+-B2

3CVT4 B1+-B2

翻訳入門 仏文和訳・和文仏訳（各5題 合計10課題）

コースコード 課 題 コース名 課題数 受講料

3CVT1 2017年春学期
課題リニューアル

翻訳入門 仏文和訳・ 
和文仏訳

10 ￥22,000

3CVT2 – 10 ￥22,000

3CVT3 – 10 ￥22,000

3CVT4 – 10 ￥22,000

CVEA 毎学期新課題 Version 
上級レベル翻訳 仏文和訳 10 ￥23,000

4CTH 毎学期新課題 Thème 
上級レベル翻訳 和文仏訳 10 ￥23,000

CVEX 毎学期新課題 Version 
エキスパートレベル翻訳 仏文和訳 5 ￥21,000

翻訳講座
信頼性が高く定評のある通信コースの翻訳講座
歴史の長いアンスティチュ・フランセ日本の通信コースの中でも、長期にわたり
特に受講生の評価が高い翻訳講座です。

Version 仏文和訳
アンスティチュ・フランセ日本 通信コースで、長年高い評価と人気を誇る仏文和訳
コースです。受講生にはプロレベルの方も多い、レベルの高いコースです。
仏文和訳コースでは、フランス語のレベルだけではなく、フランス語にできるだけ
忠実にかつこなれた日本語を使って訳すことができているかどうかなど、日本語力
についても評価の対象となります。
通信コースの仏文和訳講座では、翻訳学習の各レベルは次の点を指針としています。

翻訳入門（3CVT） 仏和辞典から仏仏辞典に慣れることを目標とします。

上級レベル翻訳（CVEA） 仏和辞典だけに頼らず仏仏辞典を使いこなせるようになるこ
とを目標とします。

エキスパートレベル翻訳（CVEX） 仏仏辞典を使用し、じゅうぶんに使いこなせるレベル。

上級レベル、エキスパートレベルともにさまざまなジャンルから出題され、エキスパー
トレベルでは、専門的な内容も含まれます。
フランス語の原文のニュアンスを日本語できちんと表現することが求められ、フランス
語力だけではなく、日本語の使い方についても評価の対象となります。
上級レベル以上は、仏和辞典の訳語をそのまま引用せず、難解な語彙は仏仏辞典を使って、
ニュアンスを理解しながらこなれた日本語にする訓練を行ないます。

 CVEA 　上級レベル翻訳 仏文和訳（10課題） B2-C1

CVEX 　 エキスパートレベル翻訳 仏文和訳（5課題） C1以上

毎学期課題が変わります。

毎学期課題が変わります。

Thème 和文仏訳
アンスティチュ・フランセで長年に亘り高い評価と人気を誇り、上級レベルの多く
の方に受講いただいている和文仏訳コースです。
• 新聞・雑誌の記事、現代、古典の文学作品からの抜粋など、バラエティーに富ん
だ和文テキストの仏訳。

• 芸術・文化、世界経済、文学・語学、科学技術、人文科学、法学、スポーツなど
多様な分野に渡るテーマ。

• 和文仏訳に役立つポイントを解説した学習ガイド付き。
• 1学期に10課題をこなします。毎学期課題が変わりますので、何学期でも続けて
受講いただけます。

 4CTH  　上級レベル翻訳 和文仏訳（10課題） B2以上

毎学期課題が変わります。
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●お申込み方法

 1 専用サイト「通信ブティック」でのお申込み
通信コースとオンラインコースのお申込みに
ご利用いただける専用サイトです。
通信ブティックの会員登録をしていただくと、
次回の申込み時には住所などの入力が不要に。
カンタン・スピーディー、お申込みは通信ブティックで！

tsushinboutique.com
 2 アンスティチュ・フランセ東京でのお申込み

総合窓口受付時間（終了時刻30分前までにお越しください。）
月曜日 ： 12：00 – 19：30 火～金曜日 ： 9：30 – 19：30

土曜日 ： 9：30 – 19：00 日曜日 ： 9：30 – 18：00

 3 現金書留でのお申込み
上記 1、2の方法でお申込みが難しい場合は、P.33の現金書留用の申込
用紙にご記入いただくか、下記の必要事項を別紙に明記いただき、現
金書留でコース代金と教科書（必要な場合）代金をご郵送ください。
お申込用紙は、アンスティチュ・フランセ日本のwebサイトからダウンロー
ドしていただくことも可能です。

• 氏名（漢字、ローマ字）とMme （Madame）、M. （Monsieur）の区別
• ご住所（漢字、ふりがな）
• 電話番号（ご自宅・携帯）
• 生年月日（西暦）
• ご職業（会社員、教師、学生、主婦、自由業、退職者、その他）
• メールアドレス（e-フランセにお申込みの方はパソコン用のメールアドレスを必ずご記
入ください。）

• 受講生コード（はじめてお申込みの場合は、「新規」とご記入ください。）
• お申込みのコースコード（例 : 0CFR1, 3CGD1, 1CEL1など）
• 別売り教科書をご購入希望の方は教科書名
• ご送金額の明細と合計額
 （例：3CGD1 22,000 円×1、3CVT2 22,000円×1、フランス語文法問題の解き方2 冊セッ
ト 3,400円×1 合計47,400 円）

• 郵送またはメールでのアンスティチュ・フランセ日本からのお知らせの受け取りの可否

●開講・受付期間

通信コース オンラインコース

冬学期
期間  1月6日（金） ～   3月27日（月）  1月6日（金） ～ 3月27日（月）

お申込み受付 2016年11月28日（月）～ 2016年11月28日（月）～

春学期
期間  4月3日（月） ～   6月22日（木）  4月3日（月） ～   6月22日（木）

お申込み受付 3月4日（土）～ 3月4日（土）～

夏学期
期間  6月26日（月） ～   9月21日（木）  6月26日（月） ～   9月14日（木）

お申込み受付 5月27日（土）～ 5月27日（土）～

秋学期
期間   9月29日（金） ～ 12月21日（木）   9月29日（金） ～ 12月18日（月）

お申込み受付 9月2日（土）～ 9月2日（土）～

よりよい条件で受講していただくために、開講日の一週間前までにお申込みください。

●受講料
コースにより受講料が異なりますので、各コース説明のページをご覧
いただきご確認ください。

●  課題一式のほか、受講の手引きとなる「受講生ガイド」をお送りします。 
●  授業料には、メールや FAXでの質問、テレフォンサポート、通信ネットサービ
ス（P.4参照）へのアクセス権が含まれます。 

●  授業料に含まれない教材については、下記の「別売教科書の購入方法と代金」
をご参照ください。

●  フルバージョン：ログインに必要なユーザー名とパスワードは、開講日にメール
で送信します。

●  LITEバージョン：お申込み後 3日以内（事務局執務時間外［日・祝およびアンス
ティチュ・フランセ東京の休館日］は除く）に、ユーザー名とパスワードをメー
ルで送信します。

●  Frantastique：無料体験レッスン受講終了時のメールに、お申込みに関するご
案内がございます。継続をご希望の方は Frantastiqueのサイトでの決済となり
ますので、ご希望の受講期間をお選びいただき、クレジットカードでお支払い
ください。

●  授業料に含まれない教材については、下記の「別売教科書の購入方法と代金」
をご参照ください。（B1レベルのみ）

●  オンラインプライベートレッスン：P.8参照

別売教科書の購入方法と代金
下記の別売教科書は、大型書店やフランス書籍専門店・欧明社（03-3262-7276）で直接ご
注文またはご購入いただくか、コースのお申込みと同時に事務局にご注文ください。ご
注文いただいた教科書は、課題とは別便で欧明社より発送となります。

授業料とお申込み

パソコン
環境

 • スピーカーまたはイヤホンとマイクの使用が可能なパソコン
 • ブロードバンドインターネット接続（高速通信）

パソコン
ソフト

 • OS：Windows（7,8 , 9, 10）または Mac（10.5以上）
 • fl ash player（フラッシュ プレーヤー）10以降
 • ブラウザ：Mozilla Firefox（モジラ ファイアフォックス）、Internet Explorer
（インターネット エクスプローラー）、Chrome（クローム）

パソコン

e-フランセ   パソコン環境とパソコンソフトについて

（お申込みにはクレジットカードが必要です。）

海外にお住まいの方への新サービス！
学期の初めにお送りする教材を、お住まいの国へ発送するサービスを開
始いたします。オプション代金 3 , 000円（国を問わず一律料金）
こちらのサービスをご希望の方は、お申込用紙に明記いただき、オプショ
ン代金をお支払いいただくか、通信ブティックでコースとともにオプショ
ンをご購入ください。（商品コード：VDI）
【注意】 添削答案は、従来どおり、ご登録いただいた国内のご住所宛て

に発送いたします。

レベル コース 使用教科書 商品
コード

代金
（税・送金・手数料込）

A1 総合フランス語
入門

「コレクションフランス語 ①入門」（白水社） COL1 ¥3,100

「コレクションフランス語 ③文法」（白水社） COL3 ¥3,100

A2 総合フランス語
初級

「コレクションフランス語 ②初級」（白水社） COL2 ¥3,100

「コレクションフランス語 ③文法」（白水社） COL3 ¥3,100

B1 文法とディクテ B1

「フランス語文法問題の解き方 解説編」
（駿河台出版社） 3GDM ¥2,300

「フランス語文法問題の解き方 練習問題」
（駿河台出版社） 3GDE ¥1,600

*2冊同時購入 3GDME ¥3,400

B1 ビジネスフランス語
初級 B1

Travailler en français en entreprise 2 
(Didier) TFE ¥4,300

B2 ビジネスフランス語
上級 B2 Le français du monde du travail (P.U.G.) FMT ¥4,500



31 32INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON アンスティチュ・フランセ日本

BERDER Agathe
Bretagne出身。パリ政治学院（Sciences-Po Paris）
卒。1998年に来日。独学で日本語を勉強し、2003年
に日本語能力試験1級取得。Thèmeを中心に添削し
ていますが、より分かりやすいcorrigéと個人アドバイ
スを書けるように頑張ります！

BERTHET Didier
私は食文化の都、そしてとても美しい街であるリヨン
地方で生まれました。
私は音楽と自然、そして人とふれあうことがとても好
きです。À bientôt ！

BOURGEOIS Rodolphe
1972年パリ生まれです。高校で英語とスペイン語、ド
イツ語を習いました。ナンテール大学院の文化人類
学科を卒業した後、E.H.E.S.S.（Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales）の博士課程に進
み、更に文化人類学の研究に励みました。現在は、
F.L.E.（Francais Langue Etrangère）を習得し、言
語学を研究中です。趣味は読書と音楽鑑賞です。日
本の文化も大好きです。

CANEVET Annick
法律の修士号を取得、保険業界でキャリアを積んだ
後、フランス語を教えるために改めて大学で学びまし
た。みなさんにフランス文化をいろいろな角度から学
んでいただけるようサポートいたします。３児の母で、
旅行や写真撮影、料理が大好きです。

CLOOSE Eliane
Bonjour！ 私はパリ出身で、東京に来るまでずっとパ
リに住んでいました。私は長期に亘り通信教育の添
削に携わっています。ビジネスフランス語が専門で、
なかでも、辞書には掲載されていないような新しい用
語や最新のコンセプトに関心があります。

DAIZEN Mariko
大善マリ子

フランス語教育に携わるようになって約20年になりま
す。語学学校や高校、大学での経験を元に、フランス
語にまだ慣れていない受講生の皆さんが上達するよ
う添削を通じてサポートしたいと思います。

HEUSCHLING Aurélie
20 06年に日本に来ました。フランス語教師の資格
（FLE）を取った後、イタリアやインドネシアや日本で
フランス語を教えていました。フランスの文化やフラ
ンス語のいい所をみなさんに紹介したいです。

JAFFRÉDO Sébastien
私はアンスティチュ・フランセ日本 通信・オンライン
コースの主任です。時間のある時には料理をしたり絵
を描いたりすることが好きです。アンスティチュ・フラ
ンセやNHKの「まいにちフランス語」のイラストを担
当したこともあります。

JULIEN Lucie
私は10年前からアンスティチュ・フランセ東京、そして
トゥールでフランス語を教えています。DELF/DALF
の試験官を担当していますので、試験合格に向けて
いっしょに学習しましょう。一般的なフランス語学
習や発音の矯正ももちろんお手伝いします。À très 
bientôt !

KATAGIRI Yu
片桐祐

大学でフランス語を解説しながら翻訳をこつこつやっ
てます。フランス語との接点は作家バルザックでした
が、最近は植民地の歴史のほうに関心を抱いていま
す。趣味はボクシング。きつい練習にはまるとやめら
れません。

LAVIGNASSE Christophe
私は千葉に住んでいますが、よくジョギングをします。
また読書、旅行そしてレストランを「開拓」するのが
好きです。フランスの生活で何が恋しいかと聞かれた
ら、夏の間、日が落ちるのがとても遅いことです。受
講生のみなさんが学習内容をよく理解し、課題をこな
せるようにサポートします。

LE CALVÉ Christelle
ブルターニュ地方ヴァンヌ市出身。アンジェ大学院卒
業（FLE・DESS）。アンスティチュ・フランセ東京で教
育コーディネーターや教員の養成も担当。趣味はボ
サノバ鑑賞や山歩きなど。

LEMAÎTRE Catherine
元編集責任者、翻訳家

Bonjour à tous ！ 私はプロとして編集と翻訳をして
おり、文化と文化間の比較、相違に関する分野を専
門としています。アンスティチュ・フランセ東京と通信
コースで4年前から教えていますが、和文仏訳と発想
力を生かす作文のアトリエコースを主に担当していま
す。フランス語で文章を書く、日本語からフランス語
に訳すことを楽しみながら、みなさんのフランス語が
レベルアップしていくことを願っています。

LETT François-Xavier
Bonjour. 私は1997年から日本に住んでいますが、東
京が大好きです！まだ日本語はあまり上手ではありま
せんが、ある卓球クラブのメンバーになっています。
私が好きなことは、料理と読書そして隅田川や中川沿
いを散歩することです。
通信・オンラインコースで是非フランス語を勉強して
ください！ Bon courage et à bientôt.

LEYMARIE Pierre
私はパリ生まれで、フランスの国立東洋言語大学
（INALCO）で勉強しました。
2012年からアンスティチュ・フランセ日本の講師になり
ました。よろしくお願いします！

LE YOUDEC Gwénaël
仙台でフランス語を教えて10年になります。私は母国
語を教えることはもちろん、外国語を学ぶのも大好き
です。新しい言葉を使えば、自分も新しい人になれる
と思います。是非皆さん、フランス語がんばって、フラ
ンス人バージョンの自分を発見してください！

MABILLOT Jean-François
Bonjour. ジャン･フランソワです。2007年から日本に滞
在し、アンスティチュ・フランセ東京では2011年から働
いています。日本で魅力を感じるものは、寺社の雰囲気
や美しさ、お祭り、そして寿司です。趣味は散歩や人と話
したり笑ったりすること、そして空手です。
皆さんのフランス語学習をお手伝いします！

NOMURA Masayo
野村昌代

通信コース添削者の野村昌代です。フランス語を始
めて？0年ですが、フランスとフランス語については飽
きることを知りません。皆さんもきっとそうだと思いま
す。気長に、でもいつまでも続く情熱をもって、一緒に
勉強しましょう。

OTANI Noriyo
大谷則代

仏文和訳を担当します。文章を通じて遠くフランスに
いる（いた）人の考えを理解できるというのはすごい
ことだなあと思います。二つの言語を行ったり来たり
する面白さを共有できたら嬉しいです。お茶の水女子
大学言語文化学科卒。

PELISSERO Christian
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、Formateur de 
jury DELF-DALF / TV5、HJD

PIQUET Benoît
ソルボンヌ大学（パリ第4大学）、INALCO卒。FLE修
士、記号学修士。
京都のアンスティチュ・フランセ関西で教師をはじめ、
アンスティチュ・フランセ東京に来てからまもなく10年
になります。フランス語を教える傍ら、フランスやフラ
ンス語圏の様々なメディアにおいて執筆活動に携わっ
ています。

PLAIN Coelien
私はボルドーの出身です。もちろんワインは大好き
ですが、絵画や文学にもとても興味があります。ボル
ドーで外国語（日本語、英語）を、グルノーブル大学に
て言語学（FLE専攻）を学びました。5年前から東京
でフランス語を教えています。みなさんのフランス語
力が上達するようサポートいたします！

RIVEAU Cédric
パリ生まれ。2001年から東京在住、2003年よりアンス
ティチュ・フランセ東京講師。国際的大企業で9年間
の勤務経験あり。写真家で、ブログを書くだけでなく
ウェブのデザインも手掛ける。

SASAKI Rie
佐々木 理恵

仏文和訳コースを担当しています。グローバル化の
今、仏語を学ぶことは多様性を学び、自らの世界を拡
げることだと思っています。翻訳は毎回がテキストと
の真剣勝負。私も受講生の皆さんといっしょに課題に
取り組んでいます。好きなことは古本屋＆古着屋通い
です。

TAKANO Yuko
高野裕子

Bonjour ! 生まれも育ちもフランス語を始めたのも異
国情緒あふれる長崎です。（だから昔から異文化に興
味があるのかも？）学生の頃、フランスのアンジェに留
学していました。フランス語は学ぶのも教えるのも大
好きです。フランス語を一緒に楽しみましょう！

TOKIWA Ryoko
常盤僚子

Bonjour ！ 私は2007年からアンスティチュ・フランセ
東京で教えています。カナダとフランスでの長期の滞
在経験があります。旅行をして、さまざまな文化を知る
のが好きです。Bon courage et à bientôt！

URSCHELL Nathalie
フランス文部省認定正教員有資格者、フランス文学（古
典・現代）教師、教育マネージメント修士（リヨン第2大
学）、HJT

VANSINTEJAN Cathy
INALCO卒、FLE修士(パリ3大学）、HJD
早稲田大学など講師

YAHYAOUI Cédric
みなさん、こんにちは！日本で文化交流できることが
うれしくてたまりません。私はパリ出身ですが、世界と
つながっていたいと思っています。私にとって、日本は
とても魅力的な国ですが、特に日本の歴史や社会に
興味をもっています。食べることが大好きで美味しい
ものに目がありません。そして、「自然大好き人間」な
ので、トレッキングにはまっています。

教師紹介 VOS PROFESSEURS



新規 受講生
コード

C
m

受講生
氏名

性別 氏 名

□ M.

□ Mme
　 Mlle

（漢字） （漢字）

（ローマ字） （ローマ字）

生年月日

退職者 その他自由業主婦学生教師会社員

　　　　　　　　年　　　   月　　　   日

ご職業

ご住所

フリガナ
〒

電話番号 ご自宅　　　　　　　　　　携帯電話

メールアドレス

おわかりになる方はご記入ください。

通信欄

必ずご記入ください。

アンスティチュ・フランセ日本からお知らせがある場合、郵送もしくはメールでの
ご連絡を希望されますか：　  □はい　　□いいえ

コースコード/商品コード

1

2

3

4

5

6

7

ご送金合計金額

 *教材の発送先が登録住所と異なる場合はこちらに住所をご記入ください。

金  額

円

円

円

円

円

円

円

円

初めてお申込みいただく方
は○で囲んでください。

アンスティチュ・フランセ東京 会員番号

現金書留お申込み専用  通信コース・オンラインコース 申込用紙 フランス語学習に「どっぷり浸かる」、
アンスティチュ・フランセ日本の
フランス語学留学サポート

■ フランス語学留学サポート東京
アンスティチュ・フランセ東京（旧東京日仏学院）
〒162-8415　東京都新宿区市谷船河原町15
Tel: 03-5206-2516　Fax: 03-5206-2501
Mail：tokyo.enfrance@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/tokyo/enfrance/osl/ 

カウンセリング受付時間：
火曜日～金曜日 ：14時～ 20時
土曜日 ：11時～ 18時

（予約制。日・月曜日、及び祝日は休業日です）

■ フランス語学留学サポート関西
アンスティチュ・フランセ関西（旧関西日仏学館）
〒606-8301　京都市左京区吉田泉殿町8
Tel: 075-761-2122　Fax: 075-761-2106
Mail：kansai.enfrance@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/kansai/enfrance/osl/

カウンセリング受付時間：
火曜日 ：15時～ 19時
水曜日～金曜日 ：11時～ 19時
土曜日 ：11時～ 18時

（予約制。日・月曜日、及び祝日は休業日です）

大阪でもカウンセリングを実施しております。
日程はホームページでご確認ください。

サービス内容は、厳選したフランス各地の語学学
校から、あなたにぴったりの学校・コースのご提案、
事務手続、そしてご出発までの個別フォローなど。
アンスティチュ・フランセ日本のフランス語学留学？
あなたの語学力アップを最優先に考えながら、
面倒な留学手続を簡単
にするサポートです。

OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES

あなたの語学力アップを最優先に考えながら、

にするサポートです。

OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES

075-761-2121
kyoto@campusfrance.org

関西オフィス

03-5798-6266
tokyo@campusfrance.org
東京メインオフィス 

留学が決まっている人も、
これから計画をたてる人も！

Campus Franceはフランスの高等教育機関への留学に関する総合
的な情報をご案内しています。
留学計画の準備、フランスの大学への応募申請や学生ビザ申請
前の必須手続に関する情報を提供します。
対面相談も可能です！お気軽にCampus Franceまでお問い合わ
せください。
www.japon.campusfrance.org
    ：www.facebook.com/cfjapon
    ：@CampusFrance_jp

Campus Franceは、フランスの高等教育機関への留学推進活動、
留学生受け入れ支援、国際学術交流のために設立された、フランス
外務省、および、国民教育・高等教育・研究省が所轄する公的機関
です。現在、世界119ヶ国に234の拠点を有しています。

FRANCE ALUMNI フランス留学経験者グローバルネットワーク   www.japon.francealumni.fr
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アンスティチュ・フランセ東京 〒162-8415 東京都新宿区市谷船河原町15

Institut français du Japon – Tokyo
15 Ichigaya-funagawara-cho Shinjuku-ku Tokyo 162-8415

Tel  : 03-5206-2860   Fax : 03-5206-2861

www.institutfrancais.jp

通信・オンライン講座事務局  Cours à distance

アンスティチュ・フランセ東京
Institut français du Japon – Tokyo
〒162-8415
東京都新宿区市谷船河原町15
Tél :  03-5206-2500 | Fax : 03-5206-2501
tokyo@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/tokyo

アンスティチュ・フランセ横浜
Institut français du Japon – Yokohama
〒231-0015
横浜市中区尾上町5-76  
明治屋尾上町ビル7階
Tél :  045-201-1514 | Fax : 045-201-7660
yokohama@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/yokohama

アンスティチュ・フランセ関西
Institut français du Japon – Kansai
［京都］
〒606-8301
京都市左京区吉田泉殿町8
Tél :  075-761-2105 | Fax : 075-761-2106
kansai@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/kansai

［大阪］
〒530-0041
大阪市北区天神橋2-2-11
阪急産業南森町ビル9階
Tél :  06-6358-7391 | Fax : 06-6358-7393
kansai.osaka@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/kansai

アンスティチュ・フランセ九州
Institut français du Japon – Kyushu
〒810-0041 福岡市中央区大名2-12-6
Tél :  092-712-0904 | Fax : 092-712-0916
kyushu@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/kyushu

東京／横浜／関西／九州

執務時間 月～土：09：30～18：00
 日・祝　休み

札幌アリアンス・フランセーズ
Alliance française de Sapporo
〒060ｰ0062
札幌市中央区南2条西5丁目10-2
南2西5ビル2階
Tél : 011-261-2771 | Fax : 011-261-1507
bureau@afsapporo.jp
www.afsapporo.jp　　
　
仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ
Alliance française de Sendai
〒980-0014
仙台市青葉区本町2-8-10　4・5 階
Tél : 022-225-1475 | Fax : 022-225-1407
contact@alliancefrancaise-sendai.org
www.alliancefrancaise-sendai.org

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会
Alliance française Association France Aichi
〒464ｰ0819
名古屋市千種区四ツ谷通り2-13
ルーツストーンファーストビル 3階
Tél : 052-781-2822 | Fax : 052-782-4971
afnagoya@afafa.jp
www.afafa.jp

アリアンス・フランセーズ 徳島
Alliance française de Tokushima
〒770-0852
徳島市徳島町２丁目59 仁田ビル2F
Tél : 088-655-8585 | Fax : Fax 088-655-8822
aftokushima@hotmail.com 
www.aftokushima.com

アリアンス・フランセーズ
札幌／仙台／名古屋／徳島




