


フランスでフランス語を学ぶ
JE PARS ÉTUDIER LE FRANÇAIS EN FRANCE

フランスは世界中から多くの留学生を受け入れており、毎年多くの日本人がフランスに旅
立っています。フランス政府機関であるアンスティチュ・フランセ日本が、皆様のフラン
ス留学を成功に導くため、それぞれの目的に合った留学計画作りのお手伝いをします。

語学留学サポート～アラカルト 大学生限定 短期語学留学 French + Sciences 短期留学

対象：全員（18 歳以上）
受講期間：選択可
提携校：20 校
手数料：6,000 円
        （1 回目のカウンセリングは無料）

対象：大学生
受講期間：4 週間
提携校：3 校
手数料：なし

対象：大学生
受講期間：3 ～ 4 週間
提携校：4 校
手数料：なし
※メイン言語は英語

年齢や職業、目的を問わず、留学
期間も自由に選べ、どなたにもご
利用いただける代行手続きサービ
ス。フランスにある提携校の登録
手続きを代行します。大都市、自
然豊かな海や山、美食の都、歴史
のある街…一人ひとりのリクエス
トに応じ、あなたにぴったりの学
校を探すお手伝いをします。単位
互換の対象となるコースもありま
す。

大学生限定、パッケージ型短期語
学留学プログラム。日本の大学に
在籍する学生に向けて開発された
このプログラムでは、3 つの提携
校で 4 週間、フランス語を学びな
がらフランス文化を発見すること
ができます。授業料や滞在費はも
ちろん、空港から現地への送迎や
保険も全て含まれます。お申込み
は日本の所属大学の国際課へ。

将来、フランスでの留学や研究を視
野にいれている理系学生は必見！こ
のプログラムでは、午前はフラン
ス語学研修、午後は研究機関や企業
の訪問、ワークショップなどを通し
て、フランスにおける科学技術分野
の研究の現場を垣間見ることができ
ます。研究機関や企業の訪問は英語
で行なわれます。

 詳細は P ６、Ｐ７へ 詳細は P ４, Ｐ５へ  詳細は P ８へ

アンスティチュ・フランセ日本提携フランス語学校
CARTE DE FRANCE DES CENTRES PARTENAIRES

FRENCH IN NORMANDY
フレンチ・イン・ノルマンディー / ルーアン

CIEL BRETAGNE
CIEL ブルターニュ校 / ブレスト

ACCORD
アコール / パリ

ALLIANCE FRANÇAISE PARIS ILE-DE-FRANCE
アリアンス・フランセーズ・パリ＝イル・ドゥ・フランス/ パリ

FRANCE LANGUE (Paris)
フランスラング / パリ

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS - ILCF
パリ・カトリック学院 ILCF / パリ

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ - CLA
フランシュ＝コンテ大学 CLA / ブザンソン

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST - CIDEF
ウエスト・カトリック大学 CIDEF / アンジェ

INSTITUT DE TOURAINE
トゥーレーヌ学院 / トゥール

CAVILAM - ALLIANCE FRANÇAISE
カヴィラム = アリアンス・フランセーズ / ヴィシー

CILFA - CENTRE INTERNATIONAL DE LANGUE
FRANÇAISE D'ANNECY
CILFA アヌシー / アヌシー　

ALLIANCE FRANÇAISE DE LYON
アリアンス・フランセーズ・リヨン / リヨン

INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON - ILCF
リヨン・カトリック大学 ILCF / リヨン

UNIVERSITÉ JEAN MONNET SAINT-ÉTIENNE - CILEC
サンテティエンヌ・ジャン＝モネ大学 CILEC / サンテティエンヌ

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES - CUEF
グルノーブル・アルプ大学 CUEF / グルノーブル

ALLIANCE FRANÇAISE BORDEAUX AQUITAINE
アリアンス・フランセーズ・ボルドー・アキテーヌ / ボルドー

LANGUE ONZE TOULOUSE
ラング・オンズ・トゥールーズ / トゥールーズ

ACCENT FRANÇAIS
アクサン・フランセ / モンペリエ

INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS
ヨーロッパフランス語学院 / モンペリエ

ALLIANCE FRANÇAISE DE NICE
アリアンス・フランセーズ・ニース / ニース

INTERNATIONAL HOUSE NICE
インターナショナルハウス・ニース校 / ニース

ALLIANCE FRANÇAISE AIX-MARSEILLE PROVENCE
アリアンス・フランセーズ・エクス＝マルセイユ＝
プロヴァンス / マルセイユ

語学留学サポート～アラカルト
大学生限定短期留学
French+Sciences短期留学
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質と多様性を基準に、アンスティチュ・フランセ日本が
信頼の置ける語学研修機関をセレクトしました！

フランス語教育はアンスティチュ・フランセ日本の長年の使命であり、
歴史と経験があります。フランスでも、アンスティチュ・フランセ日
本のように、皆様に良質の学校で学習していただくのが私達の願いで
す。すべての提携教育機関はフランス政府公認の品質ラベル「Qualité
FrançaisLangueEtrangère」を取得済であり、自信を持っておすすめで
きる良質な学校ばかりです。
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アンスティチュ・フランセ日本では、
フランス語学留学までのサポートサー
ビスを提供しています。政府認定の学
校やコースの選択、事務手続、そして
ご出発までの個別フォローまで、余計
な費用を極力かけずに、個人では面倒
な留学準備をお手伝いします。

初回のご相談はどなたでもご利用いただけます！

●提携語学学校の代行手続き（大学付属、私立、アリアンス・フランセーズ）
●長期語学留学手続き申込者に、学生ビザ申請準備に役立つ情報提供
●宿泊先の手配（ホームステイ、寮、アパートなど）

多様性を重視
私達は、生徒の皆様は一人ひとり異なり、それぞれに合った環境でこそ学習の成果が出ることを
語学教育の経験からよく知っています。一人ひとりのレベルとその後の目的に合った学校を提案
します。パリのような大都市から地方まで、海の近くから山の近く、設備の充実した大学付属の
学校からアットホームな小規模校まで、会話重視型からバランス重視型まで、あなたにぴったり
の学校・コースが見つかるでしょう！日本の大学で単位が認定される学校や日本人スタッフが現
地サポートしてくれる学校もあります。

www.institutfrancais.jp/kansai/enfrance/osl/　
enfrance@institutfrancais.jp
075-761-2122

営業時間：火曜日から土曜日、11 時から 18 時まで
＊日・月曜日、及び祝日は休業日です

詳細・お問い合わせ
カウンセリングは予約制。
カウンセリングは
ホームページから
ご予約ください。

＊カウンセリング中等
　電話に出られない
ことがございます。

期間を決める

滞在方法を選ぶ

休暇を利用した短期留学、語学留学後の大学や専門学校進
学、あるいはフランス語力を活かした仕事につなげたいとい
う方は、長期の留学も視野に入ってきます。大学付属語学学校の多くは学期制で、カレンダーが決
まっています。私立の語学学校では、週単位で登録可能なところも多く、よりフレキシブルです。

短期留学（90日までの滞在）では、ビザは必要ありません。
長期留学（91日以上の滞在）では、ビザの取得が必要です。

※シェンゲン協定加盟国内の他国での滞在も含みます。国籍によってはシェンゲンビザの申請が必要な場合があります。
詳細は、在日フランス大使館ホームページでご確認ください。

語学習得の目的にかなった滞在先を選ぶことは、留学生活の成功にもつながります。
皆様のご予算やご希望に合わせて私達が宿泊先の手配をお手伝いします。

● ホームステイ
ホストファミリーの家に滞在します。日々の生活を通してクラスの外でもフランス語を実践で
き、フランス式の生活文化にも触れることができます。

● 学生寮
世界中から集まる学生たちとの交流が楽しめるでしょう。多くは夏期限定です。

● アパートホテル（ウィークリーマンション）
寮よりも自由で快適に生活できる、専用シャワー・トイレ・キッチン付の部屋です。

● ステュディオ・アパルトマン（アパート）
長期の滞在者が好む宿泊タイプ。賃貸契約が交わせるフランス語力が求められます。

【学生ビザ申請者は】
当サービスでは、3ヶ月を超える語学留学をお申し込みいただいた方に、学生ビザ申請準備に役
立つ情報をわかりやすく提供いたします（学生ビザ申請者に限ります）。
※在日フランス大使館への申請は本人にしかできません。なお、アンスティチュ・フランセ日本は、ビザの発給を保証する
ものではありません。

【レベル・クラス】
受講開始前に現地の語学学校があなたのレベルをチェックした上で、クラスをご案内します。
※入門レベルの方は、入校日が限定されることが多いため、事前にご相談ください。

【料金】
週単位制の学校の多くは、長期割引制度があります。詳細はカウンセリング時にお伝えします。

語学留学サポート～アラカルト
SÉJOURS LINGUISTIQUES A LA CARTE
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https://www.institutfrancais.jp/kansai/enfrance/osl/


大学生限定 短期語学留学は、日本の大学の学生を対象とし、Campus Franceパリ本局が提
供する特別パッケージです。留学先は 3つの良質な語学学校のいずれかとなります。
夏休みや春休みの 4週間で、フランス語を学びながら、フランススタイルの生活を体験し
てみませんか？

実施期間  
春季セッション2月下旬～3月下旬
夏季セッション8月および9月の2回

《このプログラムに含まれるもの》
●週20時間の授業―フランス語学授業、発音のラボ、フランス文化に関する授業など
●課外活動―文化体験・スポーツ体験または社会見学など
●宿泊―大学寮（個室）またはホームステイ（朝食 &夕食付）のいずれか
●送迎サービス―最寄の空港などと宿泊地を往復送迎します。
●保険―滞在中の病気や怪我、物損をカバーする保険
●帰国後のレベル測定―全国のアンスティチュ・フランセ日本にてTCFが１回無料で
　受験できます。（注１）

●修了証明書―４週間のプログラムの後に、修了証名書（注２）がもらえます。

参加対象

プログラムの概要

専攻分野や在籍する課程、国籍に関わらず、
日本の大学に在学中の学生が対象。
フランス語を初めて学ぶ初心者から上級者まで、
どのレベルの方でもOK！

お申込み方法

本プログラムは日本での在籍大学を通してのみ、お申込みいただくことができます。
プログラム開始日の4～5ヶ月前までに大学の国際課などへお問い合わせください。

●授業数が多くフランス語の上達につながった。
●多国籍なクラスで、色んな文化に触れることができて楽しかった。
●はじめは不安だったが、授業や寮周辺の店の店員と顔見知りになってだんだん理　　　　
　解できるようになった。
●アクティビティで、個人ではなかなか行き難い場所にバスで行くことができた。
●滞在方法を選択できるのが良かった。寮では他国からの学生とも出会える。
●ホストファミリーがフランス語しか話せないので、フランス語を実践する良い環
境だった。

参加者からの声

大学生限定 短期語学留学
PROGRAMME DE COURTS SÉJOURS ETUDIANTS

注１：参加した年の12月31日までの受験が条件となります。時期によっては出発前の申込みが必要な場合もあります。
注２：本プログラム修了を単位として認定している大学もあります。ご自身の在籍大学にお問い合わせください。

www.japon.campusfrance.org
ホーム＞学ぶ＞フランス語学留学＞大学生限定短期語学留学　
tokyo@campusfrance.org
03-5798-6266

詳細・お問い合わせ

留学先の語学学校

●UNIVERSITÉ JEAN MONNET SAINT-ÉTIENNE - CILEC       
    サンテティエンヌ・ジャン=モネ大学 CILEC
    cilec.univ-st-etienne.fr

●UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES - CUEF  
    グルノーブル・アルプ大学 CUEF
    cuef.univ-grenoble-alpes.fr

●CIEL BRETAGNE  
　 CIEL ブルターニュ校
    ciel.fr
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https://www.japon.campusfrance.org/ja/le-programme-de-courts-sejours-etudiant
https://www.japon.campusfrance.org/ja/le-programme-de-courts-sejours-etudiant
https://cilec.univ-st-etienne.fr/fr
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.ciel.fr/fr/


大学生限定 短期語学留学に参加した方

語学留学体験談　Témoignages d’étudiants
French + Sciences 短期留学

French + Sciences 短期留学は、フランスで科学
技術分野の研究やキャリアを希望している学生
のために開発された短期プログラムです。
大学学士課程の学生を対象としており、フラン
ス語を学んだことがない方も参加していただけ
ます（B2レベルの英語力が必要です）。
フランス語の集中講座に加えて企業や研究所を
見学して現場で活躍している科学者とも交流ができ、4つの最先端セクターにおけるフラン
スの研究活力を垣間見ることができます。

テーマ 実施時期 都市 語学学校 取得可能単位数

Microtechnology, 
Biomedical, Engineering 1月～2月 ブザンソン

Universitéde
Franche-Comté

CLA
6 ～ 8ECTS

Sea Sciences and 
Technologies 1月、7月 ブレスト CielBretagne 6ECTS

Focus on Sustainable 
Development 1月、6月、10月 モンペリエ AccentFrançais 該当なし

Energy and Transport 6月 ルーアン Frenchin
Normandy 7ECTS

プログラムの概要

期間 : 3～4週間
●料金 :1655～3440 €（約200000～413000円）＊

●授業 :30時間/週（うちフランス語15時間）。プログラム終了時に修了証書が発行されます。
●宿泊 :大学寮、ホームステイ、アパートの3タイプから選ぶことができます。
●空港と研修地間の送迎、及びフランスでの健康保険が含まれています。

＊料金はプログラムによって異なります。なお日本円の料金はレートによって変わります。

CLA で授業を受けてみて感じたことや雰囲気はいかがですか？
授業中、学生は積極的に参加し、教員も笑いを交えながら進行するので楽しい
です。また、わからないところはすぐに質問をすることができます。

フランスという新しい環境でどのように友人を作りましたか？
授業内ではペアワークやグループワークがあり、そこでまず友人が出来ます。
学内外のイベントへ一緒に参加したり、カリキュラムにもよりますが、前期は
ほぼ毎日お昼を食べて過ごす仲になりました。また語学学習バディの登録でも
友人を作る事ができます。

留学する前に抱えていた不安があれば教えてください。
留学前は『学校に日本人が多く、フランス語を話す機会が減るのではないかと不安でしたが、クラス分
けと自身の心掛けで避けられました。また、日本が恋しくなってフランス生活が辛くなるのではないか
と心配でしたが、学生向けのパーティーやイベントが多く、また友人と一緒に参加したり食事すること
で、楽しく過ごすことができました。

フランス留学生活で一番楽しかったことは何ですか ?
語学学校で仲良くなった他大学の友人と念願のパリ旅行に行けたことです。習得し
たフランス語を食事や買い物で実際に活用することができ、夢のような 2日間を過
ごせました。

留学中の失敗談はありますか？
日本人の学生とずっと一緒にいたので、現地のフランス人とあまり交友関係を築く
ことができませんでした。せっかくフランスに来ている以上、現地で幅広い交友関
係を築く努力をすべきだったと後悔しています。

フランス人やフランス文化で驚いたことはありますか？
フランス人が老若男女問わず良い香りがしたことです。街ですれ違うたびに独特の甘い香りに包まれ心
がトキメキました。これがきっかけで私も香水にはまり、香水集めが趣味になりつつあります。

帰国後、変わったと思う部分を教えてください。
フランス語の勉強に対するモチベーションが格段に上がりました。フランス語検定に挑戦し、見事合格
することができました。今後も勉強を続け、将来のキャリアにつなげていきたいと考えています。

後輩へのアドバイスがあれば教えてください。
留学生活を有意義に過ごすために、留学前にある程度フランス語を勉強しておくことが必要だと思いま
す。全く話せない状態で日常生活を送るのは少し不便に感じるかもしれません。それに、クラス分けテ
ストで上位クラスに入ると、他の国から来た留学生と仲良くなるチャンスが格段に増えて交友関係が広
がります。留学前は準備等で忙しいかもしれませんが、勉強も忘れずに頑張ってください！

吉野　祥穂子さん
フランシュコンテ大学

CLA に留学
（2019-2020）

森　美祐奈さん
サンテティエンヌ・
ジャン =モネ大学
CILEC に留学

語学留学サポート～アラカルトを通して留学された方
©Pixabay,jarmoluk

www.japon.campusfrance.org
ホーム＞学ぶ＞フランス語学留学＞French+Sciences短期留学
kyoto@campusfrance.org
075-761-2121

詳細・お問い合わせ
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https://www.japon.campusfrance.org/ja/programme-court-sejour-french-sciences
https://www.japon.campusfrance.org/ja/programme-court-sejour-french-sciences
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