
•  TCFには不合格はありません。全ての成績に対して公式証明書が発行されま
す。各分野に関する自分のフランス語の実力を、欧州共通基準（CECRL）の6

段階のレベル（A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2）で正確に把握することができま
す。

•  TCFの試験形式は日本人の学習習慣になじみやすいものです。解答選択方
式の答案はフランスでスキャナー読み取りによって採点され、シンプルで効
率的、かつ客観的なテストとなっています。補足試験（オプション）はCIEP（国
際教育研究センター）の研修を経て資格を取得した採点官チームによって、
二重点検方式で採点されます。

■ TCFのメリット

TCF (Test de Connaissance du Français) は、フランス国民教育省が認定し
た総合的なフランス語学力を測るテストです。点数に応じて受験者のレベルを、
言語に関する欧州共通基準 (CECRL) の6段階で判定します。TCFは、自分のフ
ランス語能力を英語のTOEICのように素早く確実に測ることを望む、16歳以上
の方全てを対象としています。また、DELF・DALFの受験に際し、どのレベルを
受験するべきかの判断基準にもなります。受験者にはテストの成績を記載した
証明書（有効期間2年）が発行されます。

TCFの結果はCIEPが発行する証明書によって通知されます。受験者は、個々の
試験に関する成績（必須試験は各分野699点満点のスコア、補足試験はそれぞ
れ20点満点の評点）と、欧州共通基準（CECRL）のレベルとを知ることができま
す。必須試験については、３分野全体の総合スコアおよび６段階中の総合レベル
も算定されます。結果は試験終了後約１ヶ月で通知されます。結果通知の手順に
ついては、各試験センターにお問い合わせください。

■ 結果通知

●試験内容の詳細は、試験管理センターホームページ（www.delfdalf.jp）のTCFを
ご覧ください。

●TV5MONDE （http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf）
でTCF を試してみることができます。

＊ アンスティチュ・フランセ（東京・横浜・関西・九州）とアリアンス・フランセーズ
 （札幌・仙台・名古屋・徳島）の受講生には、1000円の割引があります。
＊ 補足試験受験料は、各試験センターへお問い合わせください。
＊ 一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。

■ 受験料（必須試験）
TCF

12,000円
TCF SO
13,000円

TCF DAP
20,000円

TCFは国際基準・統一規格の語学試験で、3つの分野がある必須試験と
2種類の補足試験があります。

•  順応性とシンプルさをあわせ持つTCFは、フランス留学をお考えの方や海外
で活躍される方のご要望に最 適な試験です。

•  TCF Québec と TCF ANF は、TCF（一般）の必須試験と補足試験の口頭
表現試験の受験に相当します。

•  TEF (Test d’Evaluation de Français) は、パリ商工会議所が実施のフラン
ス語能力試験ですが、評価のレベル（A1~C2）は同じです。

必須試験 補足試験

聴解 口頭表現

語彙・文法 文書作成

読解

■ 2019年試験実施状況
•  16歳以上の方対象の試験です。
•  受験ご希望の試験 センターへ直接ご出願ください。
•  試験日程・試験時間等は試験センターによって異なります。受験ご希望の試
験センターへ直接ご確認ください。

•  一度ご出願された後、新たに出願される場合は、30日間の間隔を置く必要が
あります。試験当日欠席の場合も同じです。

・ 試験日程等の詳細は、試験管理センターホームページもしくは受験ご希望の
 試験センターへお問い合わせください。
・ 全ての試験センターで、補足試験も受験できます。
・ TCF Québec、TCF ANF は、名古屋で実施しています。

■ TCF受験にあたって

TCF
フランス語学力テスト

• 必須試験：テストは解答選択方式76問で実施され、聴解（29問）、語彙・文法（18
問）、読解（29問）の3分野で構成されます。試験時間は全体で1時間25分です。

• 口頭表現試験：面接官1名と12分間の面談を行います。面談は録音され、必須
試験の答案とともに採点者に送られます。

• 文書作成試験：試験時間は60分です。3つの課題に答える文書を作成しま
す。課題の難易度は、進むにつれて高くなります。

76問
1時間25分

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

口頭表現 12分
文書作成 1時間

補足試験

TCF（一般）

76問
1時間25分

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

文書作成 1時間

フランスの高等教育機関のうち、大学の学部1年次、あるいは建築大学への入学
を希望する方対象。TCF DAP は、フランス国民教育省、フランス高等教育研究
省、フランス文化通信省認定の試験です。DELF B2 もしくは DALF 取得はTCF 
DAP 取得とみなされます。ヨーロッパ内の国籍をお持ちの方は、TCF DAP を
免除されますが、一般のTCFは受験可能です。
• TCF DAP は、アンスティチュ・フランセ東京、アンスティチュ・フランセ関西
－京都、アンスティチュ・フランセ九州の3ヶ所でのみ実施しています。

予備登録フランス語学力試験TCF DAP

www.delfdalf.jp

口頭表現 12分補足試験

76問*
2時間

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

TCF SO のメリット
• 年間を通して、希望日に受験可能（日程詳細は試験センターにお尋ね
 ください）。
• 受験希望日の10日前まで出願受付可能（通常のTCFは試験日の1ヶ月前が
 出願締切）。
• 試験結果は試験終了後に受取可能（必須試験のみ）。証書は1ヶ月以内に発行
されます。

• 出願者が1名でも試験実施可能。

TCF SO
TCF（一般）の試験をオンラインで受験できます。

＊採点の観点から、試験は15問追加の全91問になりますが、試験結果は
76問で評価されます。

文書作成 1時間
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Diplôme d’études en langue française Diplôme approfondi de langue française

フランス国民教育省・フランス語資格試験

DELFDALF/TCF

2019

2月1日（金）
試験時間： 18時～20時30分
出願締切： 1月5日（土）

TCF DAP

東京
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SO

TCF
DAP

2月1日（金）

福岡
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SO
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横浜
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大阪
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SO

京都
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SO

TCF
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2月1日（金）

ANF

QUÉBEC

名古屋
TCF



DELF・DALF は、フランス語の能力を証明するためのフランス国民教育省により交
付されるディプロムです。DELFDALFの資格は、ALTE（Association of Language 

Testers in Europe, www.alte.org）の試験の見解と、言語に関する欧州共通基準
（CECRL: le Cadre européen commun de référence pour les langues, 

Conseil de l’Europe, www.coe.int）の国際基準を基調としています。フランス国民
教育省は、初心者から上級者までのフランス語学力を有効と認めるために、この一連
のフランス語資格を推奨しています。この資格は、６段階のレベルで対応しています。
国際的に広く認められていて、各国の教育に携わる省庁でよく採用されています。現
在世界175ヶ国1200以上の試験センターで実施されています。

DELF・DALFとは

DELF は独立した4つのディプロム、DALFは独立した2つのディプロムで構成されて
いて、言語に関する欧州共通基準（CECRL）の6つのレベルに対応しています。取得
したディプロムは、生涯を通して有効です。受験生はレベルに応じて、希望する試験
に出願できます。
それぞれのレベルでは、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの能力が評価されます。
DELF B2以上を取得すると、フランスの大学に登録するための語学試験が免除され
ます。

DELF 一般・DALF

DELFジュニアは、DELF一般と同様に構成されています。ただ異なる点は、中高生を
対象としたテーマが出題されることです。対象年齢は12～18歳で、中学生・高校生
が受験できます。合格すると、DELF一般と同じディプロム（証書）が発行されます。

DELFジュニア

DELF Primは、一連のDELF・DALFの中でも最年少の段階にあたります。外国語とし
てのフランス語の初心者であるあらゆる児童（小学生）を対象としています。フランス
語の初歩レベルにあたる学習を開始している、あるいは居住国での現行規定によっ
て初歩のフランス語の学習年齢にある児童が受験できます。合格すると、DELF一般
と同じディプロム（証書）が発行されます。

DELF Prim

2019年試験日程

DELF A1.1
(Prim)

DELF A1
 (Prim, ジュニア, 一般)

DELF A2
 (Prim, ジュニア, 一般)

9,500円 9,900円 11,000円

試験

受験料

15,000円 20,000円 22,000円

試験

受験料

DELF B2
(ジュニア, 一般)

13,000円

DELF B1
(ジュニア, 一般) DALF C1 DALF C2

全試験について、受験資格・受験の順序は問いません。どなたでも出願できます。
1つの試験センターで複数の試験を併願できます。

受験資格

＊ アンスティチュ・フランセ（東京・横浜・関西・九州）とアリアンス・フランセーズ
 （札幌・仙台・名古屋・徳島）の受講生には、1000円の割引があります。
＊ 一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。

ディプロム発行
ディプロムは、試験結果公開後3ヶ月後に発行されます。受験された試験センター
でお受け取りいただけます。受取開始日・受取手続きは、試験管理センターホーム
ページ「試験結果 / ディプロム」の「ディプロム」でご案内いたします。

仮合格証書発行
ディプロム発行前に仮合格証書をご希望の方は、試験管理センターへご連絡ください。
発行手数料1,000円と送料が必要です。

ディプロム再発行
ディプロムを紛失された場合、ディプロムの再発行の申請を承ります。発行手数料
2,000円と送料が必要です。詳細は、試験管理センターホームページ「試験結果 / ディ
プロム」の「ディプロム再発行」をご覧ください。

試験結果
試験結果は、試験管理センターホームページ「試験結果 / ディプロム」の「試験結
果」で確認できます。閲覧開始日・方法は、そのページでご案内します。試験結果は、
郵送・電話・メールではお知らせいたしません。

出願方法
願書は、日本フランス語試験管理センター（以下、試験管理センター）ホームページ
（www.delfdalf.jp）でダウンロードしていただくか、各試験センターの窓口でお受け
取りください。必要事項をご記入の上、出願ご希望の試験センターへ直接お申し込み
ください。学校ごとの団体出願も承ります。詳細は、出願ご希望の試験センターへお
問い合わせください。

[ 出願に際しての注意 ]

◎  出願すると12 桁の受験番号が与えられます。試験当日の欠席や合否にかかわらず、
一度でも出願されたことがある方は、すでにお持ちの受験番号でご出願ください。

◎  筆記試験・口頭表 現試験は、同じ試験センターでの受験となります。
◎  複数の試験を併願 する場合、複数の試験センターでの出願できません。
◎  出願後の試験レベ ル変更はお受けできません。
◎  願書に記載のお名前のローマ字表記は、パスポート等と同じ表記でお願いします。
◎  一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。
◎  住所等の変更がある場合は、メールもしくはファックスで、出願された試験セン
ターへご連絡ください。

各試験センターでは、受験レベルのご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

CampusFrance  - フランス政府留学局・日本支局
www.japon.campusfrance.org　       tokyo＠campusfrance.org

試験センター

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@afsendai.com
　　www.afsendai.com

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2-59　
仁田ビル2階
Tél : 088-655-8585 | Fax : 088-655-8822
        aftokushima@hotmail.com
　    http://aftokushima.d.dooo.jp/

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
        examens@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

アリアンス・フランセーズ

札幌／仙台／名古屋／徳島 東京／横浜／関西／九州

アンスティチュ・フランセ関西ー大阪
〒530-0041 
大阪市北区天神橋2-2-11 阪急産業南森町ビル9階

日本フランス語試験管理センター
（旧　DELF・DALF/TCF試験管理センター）

www.delfdalf.jp

フランスから世界へ  フランス留学から広がる新しい未来

出願受付期間：2018年11月20日（火）～12月18日（火）

DELF 一般・DALF

DELFDALF.JP 
フランス国民教育省・フランス語資格試験

A1.1, A1, A23月24日（日）筆記・口答試験

出願受付期間：2月23日（土）～3月23日（土）

A1, A2, B1, B25月12日（日）筆記・口答試験

春季出願受付期間：3月16日（土）～4月20日（土）

A1, B1, C1

A2, B2, C2

6月1日（土）

6月2日（日）
筆記試験

www.delfdalf.jp

DELF

A1

A2

B1

B2

聴解 読解

筆記

文書作成 準備

口頭表現

面接

入門

初級

中級

上級

約20分

約25分

約25分

約30分

30分

30分

35分

60分

30分

45分

45分

60分

10分

10分

10分

30分

5～7分

6～8分

15分

約20分

A1.1

A1

A2

超入門

聴解 読解

筆記

文書作成 準備

口頭表現

面接

入門

初級

約15分

約20分

約25分

15分

30分

30分

15分

30分

45分

なし

なし

なし

15分

5～7分

6～8分

DALF

口頭表現試験準備時間のみ仏仏辞書使用可

C1自主的運用

聴解 読解 文書作成 準備

口頭表現

面接

約40分 50分 150分 60分 約20分

筆記

筆記・口頭表現試験とも仏仏辞書使用可

C2熟練

読解・文書作成 聴解・口頭表現

210分 聴解
約30分

準備
60分

面接
30分

A1

A2

B1

B2

聴解 読解

筆記

文書作成 準備

口頭表現

面接

入門

初級

中級

上級

約20分

約25分

約25分

約30分

30分

30分

35分

60分

30分

45分

45分

60分

10分

10分

10分

30分

5～7分

6～8分

15分

約20分

■ 2019年試験実施状況

札幌
一般

ジュニア

仙台
一般

ジュニア

東京
一般

ジュニア PRIM
京都
一般

徳島
一般福岡

一般
横浜
一般

ジュニア PRIM名古屋
一般

ジュニア PRIM

大阪
一般

ジュニア

A1, B1, C1

A2, B2, C2

11月2日（土）

11月3日（日）
筆記試験

秋季出願受付期間：8月24日（土）～9月28日（土）

Entraînez-vous pour
le DELF et le DALF
合格を確実なものにするために
各試験センターでは、
試験対策講座を開講しています。

www.delfdalf.jp

・ 時期によっては試験を実施しない試験センターも
あります。口頭表現試験日程も試験センターの

 よって異なりますので、試験管理センターホーム
ページを必ずご確認ください。

・ 出願受付締切日より前に定員に達した場合は、
 出願受付を締め切らせていただきます。 早めの
 ご出願をお勧めします。



DELF・DALF は、フランス語の能力を証明するためのフランス国民教育省により交
付されるディプロムです。DELFDALFの資格は、ALTE（Association of Language 

Testers in Europe, www.alte.org）の試験の見解と、言語に関する欧州共通基準
（CECRL: le Cadre européen commun de référence pour les langues, 

Conseil de l’Europe, www.coe.int）の国際基準を基調としています。フランス国民
教育省は、初心者から上級者までのフランス語学力を有効と認めるために、この一連
のフランス語資格を推奨しています。この資格は、６段階のレベルで対応しています。
国際的に広く認められていて、各国の教育に携わる省庁でよく採用されています。現
在世界175ヶ国1200以上の試験センターで実施されています。

DELF・DALFとは

DELF は独立した4つのディプロム、DALFは独立した2つのディプロムで構成されて
いて、言語に関する欧州共通基準（CECRL）の6つのレベルに対応しています。取得
したディプロムは、生涯を通して有効です。受験生はレベルに応じて、希望する試験
に出願できます。
それぞれのレベルでは、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの能力が評価されます。
DELF B2以上を取得すると、フランスの大学に登録するための語学試験が免除され
ます。

DELF 一般・DALF

DELFジュニアは、DELF一般と同様に構成されています。ただ異なる点は、中高生を
対象としたテーマが出題されることです。対象年齢は12～18歳で、中学生・高校生
が受験できます。合格すると、DELF一般と同じディプロム（証書）が発行されます。

DELFジュニア

DELF Primは、一連のDELF・DALFの中でも最年少の段階にあたります。外国語とし
てのフランス語の初心者であるあらゆる児童（小学生）を対象としています。フランス
語の初歩レベルにあたる学習を開始している、あるいは居住国での現行規定によっ
て初歩のフランス語の学習年齢にある児童が受験できます。合格すると、DELF一般
と同じディプロム（証書）が発行されます。

DELF Prim

2019年試験日程

DELF A1.1
(Prim)

DELF A1
 (Prim, ジュニア, 一般)

DELF A2
 (Prim, ジュニア, 一般)

9,500円 9,900円 11,000円

試験

受験料

15,000円 20,000円 22,000円

試験

受験料

DELF B2
(ジュニア, 一般)

13,000円

DELF B1
(ジュニア, 一般) DALF C1 DALF C2

全試験について、受験資格・受験の順序は問いません。どなたでも出願できます。
1つの試験センターで複数の試験を併願できます。

受験資格

＊ アンスティチュ・フランセ（東京・横浜・関西・九州）とアリアンス・フランセーズ
 （札幌・仙台・名古屋・徳島）の受講生には、1000円の割引があります。
＊ 一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。

ディプロム発行
ディプロムは、試験結果公開後3ヶ月後に発行されます。受験された試験センター
でお受け取りいただけます。受取開始日・受取手続きは、試験管理センターホーム
ページ「試験結果 / ディプロム」の「ディプロム」でご案内いたします。

仮合格証書発行
ディプロム発行前に仮合格証書をご希望の方は、試験管理センターへご連絡ください。
発行手数料1,000円と送料が必要です。

ディプロム再発行
ディプロムを紛失された場合、ディプロムの再発行の申請を承ります。発行手数料
2,000円と送料が必要です。詳細は、試験管理センターホームページ「試験結果 / ディ
プロム」の「ディプロム再発行」をご覧ください。

試験結果
試験結果は、試験管理センターホームページ「試験結果 / ディプロム」の「試験結
果」で確認できます。閲覧開始日・方法は、そのページでご案内します。試験結果は、
郵送・電話・メールではお知らせいたしません。

出願方法
願書は、日本フランス語試験管理センター（以下、試験管理センター）ホームページ
（www.delfdalf.jp）でダウンロードしていただくか、各試験センターの窓口でお受け
取りください。必要事項をご記入の上、出願ご希望の試験センターへ直接お申し込み
ください。学校ごとの団体出願も承ります。詳細は、出願ご希望の試験センターへお
問い合わせください。

[ 出願に際しての注意 ]

◎  出願すると12 桁の受験番号が与えられます。試験当日の欠席や合否にかかわらず、
一度でも出願されたことがある方は、すでにお持ちの受験番号でご出願ください。

◎  筆記試験・口頭表 現試験は、同じ試験センターでの受験となります。
◎  複数の試験を併願 する場合、複数の試験センターでの出願できません。
◎  出願後の試験レベ ル変更はお受けできません。
◎  願書に記載のお名前のローマ字表記は、パスポート等と同じ表記でお願いします。
◎  一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。
◎  住所等の変更がある場合は、メールもしくはファックスで、出願された試験セン
ターへご連絡ください。

各試験センターでは、受験レベルのご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

CampusFrance  - フランス政府留学局・日本支局
www.japon.campusfrance.org　       tokyo＠campusfrance.org

試験センター

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@afsendai.com
　　www.afsendai.com

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2-59　
仁田ビル2階
Tél : 088-655-8585 | Fax : 088-655-8822
        aftokushima@hotmail.com
　    http://aftokushima.d.dooo.jp/

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
        examens@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

アリアンス・フランセーズ

札幌／仙台／名古屋／徳島 東京／横浜／関西／九州

アンスティチュ・フランセ関西ー大阪
〒530-0041 
大阪市北区天神橋2-2-11 阪急産業南森町ビル9階

日本フランス語試験管理センター
（旧　DELF・DALF/TCF試験管理センター）

www.delfdalf.jp

フランスから世界へ  フランス留学から広がる新しい未来

出願受付期間：2018年11月20日（火）～12月18日（火）

DELF 一般・DALF

DELFDALF.JP 
フランス国民教育省・フランス語資格試験

A1.1, A1, A23月24日（日）筆記・口答試験

出願受付期間：2月23日（土）～3月23日（土）

A1, A2, B1, B25月12日（日）筆記・口答試験

春季出願受付期間：3月16日（土）～4月20日（土）

A1, B1, C1

A2, B2, C2

6月1日（土）

6月2日（日）
筆記試験

www.delfdalf.jp

DELF

A1

A2

B1

B2

聴解 読解

筆記

文書作成 準備

口頭表現

面接

入門

初級

中級

上級

約20分

約25分

約25分

約30分

30分

30分

35分

60分

30分

45分

45分

60分

10分

10分

10分

30分

5～7分

6～8分

15分

約20分

A1.1

A1

A2

超入門

聴解 読解

筆記

文書作成 準備

口頭表現

面接

入門

初級

約15分

約20分

約25分

15分

30分

30分

15分

30分

45分

なし

なし

なし

15分

5～7分

6～8分

DALF

口頭表現試験準備時間のみ仏仏辞書使用可

C1自主的運用

聴解 読解 文書作成 準備

口頭表現

面接

約40分 50分 150分 60分 約20分

筆記

筆記・口頭表現試験とも仏仏辞書使用可

C2熟練

読解・文書作成 聴解・口頭表現

210分 聴解
約30分

準備
60分

面接
30分

A1

A2

B1

B2

聴解 読解

筆記

文書作成 準備

口頭表現

面接

入門

初級

中級

上級

約20分

約25分

約25分

約30分

30分

30分

35分

60分

30分

45分

45分

60分

10分

10分

10分

30分

5～7分

6～8分

15分

約20分

■ 2019年試験実施状況

札幌
一般

ジュニア

仙台
一般

ジュニア

東京
一般

ジュニア PRIM
京都
一般

徳島
一般福岡

一般
横浜
一般

ジュニア PRIM名古屋
一般

ジュニア PRIM

大阪
一般

ジュニア

A1, B1, C1

A2, B2, C2

11月2日（土）

11月3日（日）
筆記試験

秋季出願受付期間：8月24日（土）～9月28日（土）

Entraînez-vous pour
le DELF et le DALF
合格を確実なものにするために
各試験センターでは、
試験対策講座を開講しています。

www.delfdalf.jp

・ 時期によっては試験を実施しない試験センターも
あります。口頭表現試験日程も試験センターの

 よって異なりますので、試験管理センターホーム
ページを必ずご確認ください。

・ 出願受付締切日より前に定員に達した場合は、
 出願受付を締め切らせていただきます。 早めの
 ご出願をお勧めします。



DELF・DALF は、フランス語の能力を証明するためのフランス国民教育省により交
付されるディプロムです。DELFDALFの資格は、ALTE（Association of Language 

Testers in Europe, www.alte.org）の試験の見解と、言語に関する欧州共通基準
（CECRL: le Cadre européen commun de référence pour les langues, 

Conseil de l’Europe, www.coe.int）の国際基準を基調としています。フランス国民
教育省は、初心者から上級者までのフランス語学力を有効と認めるために、この一連
のフランス語資格を推奨しています。この資格は、６段階のレベルで対応しています。
国際的に広く認められていて、各国の教育に携わる省庁でよく採用されています。現
在世界175ヶ国1200以上の試験センターで実施されています。

DELF・DALFとは

DELF は独立した4つのディプロム、DALFは独立した2つのディプロムで構成されて
いて、言語に関する欧州共通基準（CECRL）の6つのレベルに対応しています。取得
したディプロムは、生涯を通して有効です。受験生はレベルに応じて、希望する試験
に出願できます。
それぞれのレベルでは、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの能力が評価されます。
DELF B2以上を取得すると、フランスの大学に登録するための語学試験が免除され
ます。

DELF 一般・DALF

DELFジュニアは、DELF一般と同様に構成されています。ただ異なる点は、中高生を
対象としたテーマが出題されることです。対象年齢は12～18歳で、中学生・高校生
が受験できます。合格すると、DELF一般と同じディプロム（証書）が発行されます。

DELFジュニア

DELF Primは、一連のDELF・DALFの中でも最年少の段階にあたります。外国語とし
てのフランス語の初心者であるあらゆる児童（小学生）を対象としています。フランス
語の初歩レベルにあたる学習を開始している、あるいは居住国での現行規定によっ
て初歩のフランス語の学習年齢にある児童が受験できます。合格すると、DELF一般
と同じディプロム（証書）が発行されます。

DELF Prim

2019年試験日程

DELF A1.1
(Prim)

DELF A1
 (Prim, ジュニア, 一般)

DELF A2
 (Prim, ジュニア, 一般)

9,500円 9,900円 11,000円

試験

受験料

15,000円 20,000円 22,000円

試験

受験料

DELF B2
(ジュニア, 一般)

13,000円

DELF B1
(ジュニア, 一般) DALF C1 DALF C2

全試験について、受験資格・受験の順序は問いません。どなたでも出願できます。
1つの試験センターで複数の試験を併願できます。

受験資格

＊ アンスティチュ・フランセ（東京・横浜・関西・九州）とアリアンス・フランセーズ
 （札幌・仙台・名古屋・徳島）の受講生には、1000円の割引があります。
＊ 一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。

ディプロム発行
ディプロムは、試験結果公開後3ヶ月後に発行されます。受験された試験センター
でお受け取りいただけます。受取開始日・受取手続きは、試験管理センターホーム
ページ「試験結果 / ディプロム」の「ディプロム」でご案内いたします。

仮合格証書発行
ディプロム発行前に仮合格証書をご希望の方は、試験管理センターへご連絡ください。
発行手数料1,000円と送料が必要です。

ディプロム再発行
ディプロムを紛失された場合、ディプロムの再発行の申請を承ります。発行手数料
2,000円と送料が必要です。詳細は、試験管理センターホームページ「試験結果 / ディ
プロム」の「ディプロム再発行」をご覧ください。

試験結果
試験結果は、試験管理センターホームページ「試験結果 / ディプロム」の「試験結
果」で確認できます。閲覧開始日・方法は、そのページでご案内します。試験結果は、
郵送・電話・メールではお知らせいたしません。

出願方法
願書は、日本フランス語試験管理センター（以下、試験管理センター）ホームページ
（www.delfdalf.jp）でダウンロードしていただくか、各試験センターの窓口でお受け
取りください。必要事項をご記入の上、出願ご希望の試験センターへ直接お申し込み
ください。学校ごとの団体出願も承ります。詳細は、出願ご希望の試験センターへお
問い合わせください。

[ 出願に際しての注意 ]

◎  出願すると12 桁の受験番号が与えられます。試験当日の欠席や合否にかかわらず、
一度でも出願されたことがある方は、すでにお持ちの受験番号でご出願ください。

◎  筆記試験・口頭表 現試験は、同じ試験センターでの受験となります。
◎  複数の試験を併願 する場合、複数の試験センターでの出願できません。
◎  出願後の試験レベ ル変更はお受けできません。
◎  願書に記載のお名前のローマ字表記は、パスポート等と同じ表記でお願いします。
◎  一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。
◎  住所等の変更がある場合は、メールもしくはファックスで、出願された試験セン
ターへご連絡ください。

各試験センターでは、受験レベルのご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

CampusFrance  - フランス政府留学局・日本支局
www.japon.campusfrance.org　       tokyo＠campusfrance.org

試験センター

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
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日本フランス語試験管理センター
（旧　DELF・DALF/TCF試験管理センター）

www.delfdalf.jp

フランスから世界へ  フランス留学から広がる新しい未来

出願受付期間：2018年11月20日（火）～12月18日（火）

DELF 一般・DALF

DELFDALF.JP 
フランス国民教育省・フランス語資格試験

A1.1, A1, A23月24日（日）筆記・口答試験

出願受付期間：2月23日（土）～3月23日（土）

A1, A2, B1, B25月12日（日）筆記・口答試験

春季出願受付期間：3月16日（土）～4月20日（土）

A1, B1, C1

A2, B2, C2

6月1日（土）

6月2日（日）
筆記試験

www.delfdalf.jp
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■ 2019年試験実施状況

札幌
一般

ジュニア

仙台
一般

ジュニア

東京
一般

ジュニア PRIM
京都
一般

徳島
一般福岡

一般
横浜
一般

ジュニア PRIM名古屋
一般

ジュニア PRIM

大阪
一般

ジュニア

A1, B1, C1

A2, B2, C2

11月2日（土）

11月3日（日）
筆記試験

秋季出願受付期間：8月24日（土）～9月28日（土）

Entraînez-vous pour
le DELF et le DALF
合格を確実なものにするために
各試験センターでは、
試験対策講座を開講しています。

www.delfdalf.jp

・ 時期によっては試験を実施しない試験センターも
あります。口頭表現試験日程も試験センターの

 よって異なりますので、試験管理センターホーム
ページを必ずご確認ください。

・ 出願受付締切日より前に定員に達した場合は、
 出願受付を締め切らせていただきます。 早めの
 ご出願をお勧めします。



•  TCFには不合格はありません。全ての成績に対して公式証明書が発行されま
す。各分野に関する自分のフランス語の実力を、欧州共通基準（CECRL）の6

段階のレベル（A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2）で正確に把握することができま
す。

•  TCFの試験形式は日本人の学習習慣になじみやすいものです。解答選択方
式の答案はフランスでスキャナー読み取りによって採点され、シンプルで効
率的、かつ客観的なテストとなっています。補足試験（オプション）はCIEP（国
際教育研究センター）の研修を経て資格を取得した採点官チームによって、
二重点検方式で採点されます。

■ TCFのメリット

TCF (Test de Connaissance du Français) は、フランス国民教育省が認定し
た総合的なフランス語学力を測るテストです。点数に応じて受験者のレベルを、
言語に関する欧州共通基準 (CECRL) の6段階で判定します。TCFは、自分のフ
ランス語能力を英語のTOEICのように素早く確実に測ることを望む、16歳以上
の方全てを対象としています。また、DELF・DALFの受験に際し、どのレベルを
受験するべきかの判断基準にもなります。受験者にはテストの成績を記載した
証明書（有効期間2年）が発行されます。

TCFの結果はCIEPが発行する証明書によって通知されます。受験者は、個々の
試験に関する成績（必須試験は各分野699点満点のスコア、補足試験はそれぞ
れ20点満点の評点）と、欧州共通基準（CECRL）のレベルとを知ることができま
す。必須試験については、３分野全体の総合スコアおよび６段階中の総合レベル
も算定されます。結果は試験終了後約１ヶ月で通知されます。結果通知の手順に
ついては、各試験センターにお問い合わせください。

■ 結果通知

●試験内容の詳細は、試験管理センターホームページ（www.delfdalf.jp）のTCFを
ご覧ください。

●TV5MONDE （http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf）
でTCF を試してみることができます。

＊ アンスティチュ・フランセ（東京・横浜・関西・九州）とアリアンス・フランセーズ
 （札幌・仙台・名古屋・徳島）の受講生には、1000円の割引があります。
＊ 補足試験受験料は、各試験センターへお問い合わせください。
＊ 一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。

■ 受験料（必須試験）
TCF

12,000円
TCF SO
13,000円

TCF DAP
20,000円

TCFは国際基準・統一規格の語学試験で、3つの分野がある必須試験と
2種類の補足試験があります。

•  順応性とシンプルさをあわせ持つTCFは、フランス留学をお考えの方や海外
で活躍される方のご要望に最 適な試験です。

•  TCF Québec と TCF ANF は、TCF（一般）の必須試験と補足試験の口頭
表現試験の受験に相当します。

•  TEF (Test d’Evaluation de Français) は、パリ商工会議所が実施のフラン
ス語能力試験ですが、評価のレベル（A1~C2）は同じです。

必須試験 補足試験

聴解 口頭表現

語彙・文法 文書作成

読解

■ 2019年試験実施状況
•  16歳以上の方対象の試験です。
•  受験ご希望の試験 センターへ直接ご出願ください。
•  試験日程・試験時間等は試験センターによって異なります。受験ご希望の試
験センターへ直接ご確認ください。

•  一度ご出願された後、新たに出願される場合は、30日間の間隔を置く必要が
あります。試験当日欠席の場合も同じです。

・ 試験日程等の詳細は、試験管理センターホームページもしくは受験ご希望の
 試験センターへお問い合わせください。
・ 全ての試験センターで、補足試験も受験できます。
・ TCF Québec、TCF ANF は、名古屋で実施しています。

■ TCF受験にあたって

TCF
フランス語学力テスト

• 必須試験：テストは解答選択方式76問で実施され、聴解（29問）、語彙・文法（18
問）、読解（29問）の3分野で構成されます。試験時間は全体で1時間25分です。

• 口頭表現試験：面接官1名と12分間の面談を行います。面談は録音され、必須
試験の答案とともに採点者に送られます。

• 文書作成試験：試験時間は60分です。3つの課題に答える文書を作成しま
す。課題の難易度は、進むにつれて高くなります。

76問
1時間25分

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

口頭表現 12分
文書作成 1時間

補足試験

TCF（一般）

76問
1時間25分

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

文書作成 1時間

フランスの高等教育機関のうち、大学の学部1年次、あるいは建築大学への入学
を希望する方対象。TCF DAP は、フランス国民教育省、フランス高等教育研究
省、フランス文化通信省認定の試験です。DELF B2 もしくは DALF 取得はTCF 
DAP 取得とみなされます。ヨーロッパ内の国籍をお持ちの方は、TCF DAP を
免除されますが、一般のTCFは受験可能です。
• TCF DAP は、アンスティチュ・フランセ東京、アンスティチュ・フランセ関西
－京都、アンスティチュ・フランセ九州の3ヶ所でのみ実施しています。

予備登録フランス語学力試験TCF DAP

www.delfdalf.jp

口頭表現 12分補足試験

76問*
2時間

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

TCF SO のメリット
• 年間を通して、希望日に受験可能（日程詳細は試験センターにお尋ね
 ください）。
• 受験希望日の10日前まで出願受付可能（通常のTCFは試験日の1ヶ月前が
 出願締切）。
• 試験結果は試験終了後に受取可能（必須試験のみ）。証書は1ヶ月以内に発行
されます。

• 出願者が1名でも試験実施可能。

TCF SO
TCF（一般）の試験をオンラインで受験できます。

＊採点の観点から、試験は15問追加の全91問になりますが、試験結果は
76問で評価されます。

文書作成 1時間
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フランス国民教育省・フランス語資格試験

DELFDALF/TCF

2019

2月1日（金）
試験時間： 18時～20時30分
出願締切： 1月5日（土）
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•  TCFには不合格はありません。全ての成績に対して公式証明書が発行されま
す。各分野に関する自分のフランス語の実力を、欧州共通基準（CECRL）の6

段階のレベル（A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2）で正確に把握することができま
す。

•  TCFの試験形式は日本人の学習習慣になじみやすいものです。解答選択方
式の答案はフランスでスキャナー読み取りによって採点され、シンプルで効
率的、かつ客観的なテストとなっています。補足試験（オプション）はCIEP（国
際教育研究センター）の研修を経て資格を取得した採点官チームによって、
二重点検方式で採点されます。

■ TCFのメリット

TCF (Test de Connaissance du Français) は、フランス国民教育省が認定し
た総合的なフランス語学力を測るテストです。点数に応じて受験者のレベルを、
言語に関する欧州共通基準 (CECRL) の6段階で判定します。TCFは、自分のフ
ランス語能力を英語のTOEICのように素早く確実に測ることを望む、16歳以上
の方全てを対象としています。また、DELF・DALFの受験に際し、どのレベルを
受験するべきかの判断基準にもなります。受験者にはテストの成績を記載した
証明書（有効期間2年）が発行されます。

TCFの結果はCIEPが発行する証明書によって通知されます。受験者は、個々の
試験に関する成績（必須試験は各分野699点満点のスコア、補足試験はそれぞ
れ20点満点の評点）と、欧州共通基準（CECRL）のレベルとを知ることができま
す。必須試験については、３分野全体の総合スコアおよび６段階中の総合レベル
も算定されます。結果は試験終了後約１ヶ月で通知されます。結果通知の手順に
ついては、各試験センターにお問い合わせください。

■ 結果通知

●試験内容の詳細は、試験管理センターホームページ（www.delfdalf.jp）のTCFを
ご覧ください。

●TV5MONDE （http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf）
でTCF を試してみることができます。

＊ アンスティチュ・フランセ（東京・横浜・関西・九州）とアリアンス・フランセーズ
 （札幌・仙台・名古屋・徳島）の受講生には、1000円の割引があります。
＊ 補足試験受験料は、各試験センターへお問い合わせください。
＊ 一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。

■ 受験料（必須試験）
TCF

12,000円
TCF SO
13,000円

TCF DAP
20,000円

TCFは国際基準・統一規格の語学試験で、3つの分野がある必須試験と
2種類の補足試験があります。

•  順応性とシンプルさをあわせ持つTCFは、フランス留学をお考えの方や海外
で活躍される方のご要望に最 適な試験です。

•  TCF Québec と TCF ANF は、TCF（一般）の必須試験と補足試験の口頭
表現試験の受験に相当します。

•  TEF (Test d’Evaluation de Français) は、パリ商工会議所が実施のフラン
ス語能力試験ですが、評価のレベル（A1~C2）は同じです。

必須試験 補足試験

聴解 口頭表現

語彙・文法 文書作成

読解

■ 2019年試験実施状況
•  16歳以上の方対象の試験です。
•  受験ご希望の試験 センターへ直接ご出願ください。
•  試験日程・試験時間等は試験センターによって異なります。受験ご希望の試
験センターへ直接ご確認ください。

•  一度ご出願された後、新たに出願される場合は、30日間の間隔を置く必要が
あります。試験当日欠席の場合も同じです。

・ 試験日程等の詳細は、試験管理センターホームページもしくは受験ご希望の
 試験センターへお問い合わせください。
・ 全ての試験センターで、補足試験も受験できます。
・ TCF Québec、TCF ANF は、名古屋で実施しています。

■ TCF受験にあたって

TCF
フランス語学力テスト

• 必須試験：テストは解答選択方式76問で実施され、聴解（29問）、語彙・文法（18
問）、読解（29問）の3分野で構成されます。試験時間は全体で1時間25分です。

• 口頭表現試験：面接官1名と12分間の面談を行います。面談は録音され、必須
試験の答案とともに採点者に送られます。

• 文書作成試験：試験時間は60分です。3つの課題に答える文書を作成しま
す。課題の難易度は、進むにつれて高くなります。

76問
1時間25分

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

口頭表現 12分
文書作成 1時間
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TCF（一般）
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聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

文書作成 1時間

フランスの高等教育機関のうち、大学の学部1年次、あるいは建築大学への入学
を希望する方対象。TCF DAP は、フランス国民教育省、フランス高等教育研究
省、フランス文化通信省認定の試験です。DELF B2 もしくは DALF 取得はTCF 
DAP 取得とみなされます。ヨーロッパ内の国籍をお持ちの方は、TCF DAP を
免除されますが、一般のTCFは受験可能です。
• TCF DAP は、アンスティチュ・フランセ東京、アンスティチュ・フランセ関西
－京都、アンスティチュ・フランセ九州の3ヶ所でのみ実施しています。

予備登録フランス語学力試験TCF DAP

www.delfdalf.jp

口頭表現 12分補足試験

76問*
2時間

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

TCF SO のメリット
• 年間を通して、希望日に受験可能（日程詳細は試験センターにお尋ね
 ください）。
• 受験希望日の10日前まで出願受付可能（通常のTCFは試験日の1ヶ月前が
 出願締切）。
• 試験結果は試験終了後に受取可能（必須試験のみ）。証書は1ヶ月以内に発行
されます。

• 出願者が1名でも試験実施可能。

TCF SO
TCF（一般）の試験をオンラインで受験できます。

＊採点の観点から、試験は15問追加の全91問になりますが、試験結果は
76問で評価されます。

文書作成 1時間
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Diplôme d’études en langue française Diplôme approfondi de langue française

フランス国民教育省・フランス語資格試験

DELFDALF/TCF

2019

2月1日（金）
試験時間： 18時～20時30分
出願締切： 1月5日（土）
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•  TCFには不合格はありません。全ての成績に対して公式証明書が発行されま
す。各分野に関する自分のフランス語の実力を、欧州共通基準（CECRL）の6

段階のレベル（A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2）で正確に把握することができま
す。

•  TCFの試験形式は日本人の学習習慣になじみやすいものです。解答選択方
式の答案はフランスでスキャナー読み取りによって採点され、シンプルで効
率的、かつ客観的なテストとなっています。補足試験（オプション）はCIEP（国
際教育研究センター）の研修を経て資格を取得した採点官チームによって、
二重点検方式で採点されます。

■ TCFのメリット

TCF (Test de Connaissance du Français) は、フランス国民教育省が認定し
た総合的なフランス語学力を測るテストです。点数に応じて受験者のレベルを、
言語に関する欧州共通基準 (CECRL) の6段階で判定します。TCFは、自分のフ
ランス語能力を英語のTOEICのように素早く確実に測ることを望む、16歳以上
の方全てを対象としています。また、DELF・DALFの受験に際し、どのレベルを
受験するべきかの判断基準にもなります。受験者にはテストの成績を記載した
証明書（有効期間2年）が発行されます。

TCFの結果はCIEPが発行する証明書によって通知されます。受験者は、個々の
試験に関する成績（必須試験は各分野699点満点のスコア、補足試験はそれぞ
れ20点満点の評点）と、欧州共通基準（CECRL）のレベルとを知ることができま
す。必須試験については、３分野全体の総合スコアおよび６段階中の総合レベル
も算定されます。結果は試験終了後約１ヶ月で通知されます。結果通知の手順に
ついては、各試験センターにお問い合わせください。

■ 結果通知

●試験内容の詳細は、試験管理センターホームページ（www.delfdalf.jp）のTCFを
ご覧ください。

●TV5MONDE （http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf）
でTCF を試してみることができます。

＊ アンスティチュ・フランセ（東京・横浜・関西・九州）とアリアンス・フランセーズ
 （札幌・仙台・名古屋・徳島）の受講生には、1000円の割引があります。
＊ 補足試験受験料は、各試験センターへお問い合わせください。
＊ 一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。

■ 受験料（必須試験）
TCF

12,000円
TCF SO
13,000円

TCF DAP
20,000円

TCFは国際基準・統一規格の語学試験で、3つの分野がある必須試験と
2種類の補足試験があります。

•  順応性とシンプルさをあわせ持つTCFは、フランス留学をお考えの方や海外
で活躍される方のご要望に最 適な試験です。

•  TCF Québec と TCF ANF は、TCF（一般）の必須試験と補足試験の口頭
表現試験の受験に相当します。

•  TEF (Test d’Evaluation de Français) は、パリ商工会議所が実施のフラン
ス語能力試験ですが、評価のレベル（A1~C2）は同じです。

必須試験 補足試験

聴解 口頭表現

語彙・文法 文書作成

読解

■ 2019年試験実施状況
•  16歳以上の方対象の試験です。
•  受験ご希望の試験 センターへ直接ご出願ください。
•  試験日程・試験時間等は試験センターによって異なります。受験ご希望の試
験センターへ直接ご確認ください。

•  一度ご出願された後、新たに出願される場合は、30日間の間隔を置く必要が
あります。試験当日欠席の場合も同じです。

・ 試験日程等の詳細は、試験管理センターホームページもしくは受験ご希望の
 試験センターへお問い合わせください。
・ 全ての試験センターで、補足試験も受験できます。
・ TCF Québec、TCF ANF は、名古屋で実施しています。

■ TCF受験にあたって

TCF
フランス語学力テスト

• 必須試験：テストは解答選択方式76問で実施され、聴解（29問）、語彙・文法（18
問）、読解（29問）の3分野で構成されます。試験時間は全体で1時間25分です。

• 口頭表現試験：面接官1名と12分間の面談を行います。面談は録音され、必須
試験の答案とともに採点者に送られます。

• 文書作成試験：試験時間は60分です。3つの課題に答える文書を作成しま
す。課題の難易度は、進むにつれて高くなります。

76問
1時間25分

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

口頭表現 12分
文書作成 1時間

補足試験

TCF（一般）

76問
1時間25分

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

文書作成 1時間

フランスの高等教育機関のうち、大学の学部1年次、あるいは建築大学への入学
を希望する方対象。TCF DAP は、フランス国民教育省、フランス高等教育研究
省、フランス文化通信省認定の試験です。DELF B2 もしくは DALF 取得はTCF 
DAP 取得とみなされます。ヨーロッパ内の国籍をお持ちの方は、TCF DAP を
免除されますが、一般のTCFは受験可能です。
• TCF DAP は、アンスティチュ・フランセ東京、アンスティチュ・フランセ関西
－京都、アンスティチュ・フランセ九州の3ヶ所でのみ実施しています。

予備登録フランス語学力試験TCF DAP

www.delfdalf.jp

口頭表現 12分補足試験

76問*
2時間

聴解 ...............................................（29問）
語彙・文法 .....................................（18問）
読解 ...............................................（29問）

必須試験

TCF SO のメリット
• 年間を通して、希望日に受験可能（日程詳細は試験センターにお尋ね
 ください）。
• 受験希望日の10日前まで出願受付可能（通常のTCFは試験日の1ヶ月前が
 出願締切）。
• 試験結果は試験終了後に受取可能（必須試験のみ）。証書は1ヶ月以内に発行
されます。

• 出願者が1名でも試験実施可能。

TCF SO
TCF（一般）の試験をオンラインで受験できます。

＊採点の観点から、試験は15問追加の全91問になりますが、試験結果は
76問で評価されます。
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DELF・DALF は、フランス語の能力を証明するためのフランス国民教育省により交
付されるディプロムです。DELFDALFの資格は、ALTE（Association of Language 

Testers in Europe, www.alte.org）の試験の見解と、言語に関する欧州共通基準
（CECRL: le Cadre européen commun de référence pour les langues, 

Conseil de l’Europe, www.coe.int）の国際基準を基調としています。フランス国民
教育省は、初心者から上級者までのフランス語学力を有効と認めるために、この一連
のフランス語資格を推奨しています。この資格は、６段階のレベルで対応しています。
国際的に広く認められていて、各国の教育に携わる省庁でよく採用されています。現
在世界175ヶ国1200以上の試験センターで実施されています。

DELF・DALFとは

DELF は独立した4つのディプロム、DALFは独立した2つのディプロムで構成されて
いて、言語に関する欧州共通基準（CECRL）の6つのレベルに対応しています。取得
したディプロムは、生涯を通して有効です。受験生はレベルに応じて、希望する試験
に出願できます。
それぞれのレベルでは、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの能力が評価されます。
DELF B2以上を取得すると、フランスの大学に登録するための語学試験が免除され
ます。

DELF 一般・DALF

DELFジュニアは、DELF一般と同様に構成されています。ただ異なる点は、中高生を
対象としたテーマが出題されることです。対象年齢は12～18歳で、中学生・高校生
が受験できます。合格すると、DELF一般と同じディプロム（証書）が発行されます。

DELFジュニア

DELF Primは、一連のDELF・DALFの中でも最年少の段階にあたります。外国語とし
てのフランス語の初心者であるあらゆる児童（小学生）を対象としています。フランス
語の初歩レベルにあたる学習を開始している、あるいは居住国での現行規定によっ
て初歩のフランス語の学習年齢にある児童が受験できます。合格すると、DELF一般
と同じディプロム（証書）が発行されます。

DELF Prim

2019年試験日程

DELF A1.1
(Prim)

DELF A1
 (Prim, ジュニア, 一般)

DELF A2
 (Prim, ジュニア, 一般)

9,500円 9,900円 11,000円

試験

受験料

15,000円 20,000円 22,000円

試験

受験料

DELF B2
(ジュニア, 一般)

13,000円

DELF B1
(ジュニア, 一般) DALF C1 DALF C2

全試験について、受験資格・受験の順序は問いません。どなたでも出願できます。
1つの試験センターで複数の試験を併願できます。

受験資格

＊ アンスティチュ・フランセ（東京・横浜・関西・九州）とアリアンス・フランセーズ
 （札幌・仙台・名古屋・徳島）の受講生には、1000円の割引があります。
＊ 一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。

ディプロム発行
ディプロムは、試験結果公開後3ヶ月後に発行されます。受験された試験センター
でお受け取りいただけます。受取開始日・受取手続きは、試験管理センターホーム
ページ「試験結果 / ディプロム」の「ディプロム」でご案内いたします。

仮合格証書発行
ディプロム発行前に仮合格証書をご希望の方は、試験管理センターへご連絡ください。
発行手数料1,000円と送料が必要です。

ディプロム再発行
ディプロムを紛失された場合、ディプロムの再発行の申請を承ります。発行手数料
2,000円と送料が必要です。詳細は、試験管理センターホームページ「試験結果 / ディ
プロム」の「ディプロム再発行」をご覧ください。

試験結果
試験結果は、試験管理センターホームページ「試験結果 / ディプロム」の「試験結
果」で確認できます。閲覧開始日・方法は、そのページでご案内します。試験結果は、
郵送・電話・メールではお知らせいたしません。

出願方法
願書は、日本フランス語試験管理センター（以下、試験管理センター）ホームページ
（www.delfdalf.jp）でダウンロードしていただくか、各試験センターの窓口でお受け
取りください。必要事項をご記入の上、出願ご希望の試験センターへ直接お申し込み
ください。学校ごとの団体出願も承ります。詳細は、出願ご希望の試験センターへお
問い合わせください。

[ 出願に際しての注意 ]

◎  出願すると12 桁の受験番号が与えられます。試験当日の欠席や合否にかかわらず、
一度でも出願されたことがある方は、すでにお持ちの受験番号でご出願ください。

◎  筆記試験・口頭表 現試験は、同じ試験センターでの受験となります。
◎  複数の試験を併願 する場合、複数の試験センターでの出願できません。
◎  出願後の試験レベ ル変更はお受けできません。
◎  願書に記載のお名前のローマ字表記は、パスポート等と同じ表記でお願いします。
◎  一旦納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。
◎  住所等の変更がある場合は、メールもしくはファックスで、出願された試験セン
ターへご連絡ください。

各試験センターでは、受験レベルのご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

CampusFrance  - フランス政府留学局・日本支局
www.japon.campusfrance.org　       tokyo＠campusfrance.org

試験センター

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@afsendai.com
　　www.afsendai.com

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2-59　
仁田ビル2階
Tél : 088-655-8585 | Fax : 088-655-8822
        aftokushima@hotmail.com
　    http://aftokushima.d.dooo.jp/

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
        examens@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

アリアンス・フランセーズ

札幌／仙台／名古屋／徳島 東京／横浜／関西／九州

アンスティチュ・フランセ関西ー大阪
〒530-0041 
大阪市北区天神橋2-2-11 阪急産業南森町ビル9階

日本フランス語試験管理センター
（旧　DELF・DALF/TCF試験管理センター）

www.delfdalf.jp

フランスから世界へ  フランス留学から広がる新しい未来

出願受付期間：2018年11月20日（火）～12月18日（火）

DELF 一般・DALF

DELFDALF.JP 
フランス国民教育省・フランス語資格試験

A1.1, A1, A23月24日（日）筆記・口答試験

出願受付期間：2月23日（土）～3月23日（土）

A1, A2, B1, B25月12日（日）筆記・口答試験

春季出願受付期間：3月16日（土）～4月20日（土）

A1, B1, C1

A2, B2, C2

6月1日（土）

6月2日（日）
筆記試験

www.delfdalf.jp

DELF

A1

A2

B1

B2

聴解 読解

筆記

文書作成 準備

口頭表現

面接

入門

初級

中級

上級

約20分

約25分

約25分

約30分

30分

30分

35分

60分

30分

45分

45分

60分

10分

10分

10分

30分

5～7分

6～8分

15分

約20分

A1.1

A1

A2

超入門

聴解 読解

筆記

文書作成 準備

口頭表現

面接

入門

初級

約15分

約20分

約25分

15分

30分

30分

15分

30分

45分

なし

なし

なし

15分

5～7分

6～8分

DALF

口頭表現試験準備時間のみ仏仏辞書使用可

C1自主的運用

聴解 読解 文書作成 準備

口頭表現

面接

約40分 50分 150分 60分 約20分

筆記

筆記・口頭表現試験とも仏仏辞書使用可

C2熟練

読解・文書作成 聴解・口頭表現

210分 聴解
約30分

準備
60分

面接
30分

A1

A2

B1

B2

聴解 読解

筆記

文書作成 準備

口頭表現

面接

入門

初級

中級

上級

約20分

約25分

約25分

約30分

30分

30分

35分

60分

30分

45分

45分

60分

10分

10分

10分

30分

5～7分

6～8分

15分

約20分

■ 2019年試験実施状況

札幌
一般

ジュニア

仙台
一般

ジュニア

東京
一般

ジュニア PRIM
京都
一般

徳島
一般福岡

一般
横浜
一般

ジュニア PRIM名古屋
一般

ジュニア PRIM

大阪
一般

ジュニア

A1, B1, C1

A2, B2, C2

11月2日（土）

11月3日（日）
筆記試験

秋季出願受付期間：8月24日（土）～9月28日（土）

Entraînez-vous pour
le DELF et le DALF
合格を確実なものにするために
各試験センターでは、
試験対策講座を開講しています。

www.delfdalf.jp

・ 時期によっては試験を実施しない試験センターも
あります。口頭表現試験日程も試験センターの

 よって異なりますので、試験管理センターホーム
ページを必ずご確認ください。

・ 出願受付締切日より前に定員に達した場合は、
 出願受付を締め切らせていただきます。 早めの
 ご出願をお勧めします。


