


アンスティチュ・フランセ日本提携の
フランス語学校
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LANGUE ONZE TOULOUSE ラング・オンズ・トゥールーズ /トゥールーズ

FRANCE LANGUE BORDEAUX フランスラング・ボルドー校 / ボルドー

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
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CAMPUS INTERNATIONAL DE CANNES カンヌ国際キャンパス/ カンヌ

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

AZURLINGUA アズーリングア学校 / ニース

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

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

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

INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON - ILCF リヨン・カトリック大学 ILCF / リヨン
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ALLIANCE FRANÇAISE DE LYON アリアンス・フランセーズ・リヨン/ リヨン

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

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

INSTITUT STRALANG ストララング / ストラスブール

ALLIANCE FRANÇAISE STRASBOURG EUROPE アリアンス・フランセーズ・ストラスブール・ユーロップ / ストラスブール

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

TOURS LANGUES トゥールラング / トゥール

INSTITUT DE TOURAINE トゥーレーヌ学院 / トゥール

CIEL BRETAGNE CIELブルターニュ校 / ブレスト

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

INSTITUT INTERNATIONAL DE RAMBOUILLET ランブイエ国際学院 / ランブイエ

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

FRANCE LANGUE PARIS フランスラング・パリ / パリ

COURS DE CIVILISATION FRANÇAISE DE LA SORBONNE ソルボンヌ文明講座 / 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

ACCORD アコール学校 / パリ

留学ガイド
語学留学サポートサービスについて
アンスティチュ・フランセとアリアンス・フランセーズ：在日フランス文化機関ネットワーク

知っておきたい保険の豆知識（TIP JAPAN）
フランス留学保険（TIP JAPAN）

ストラスブールストラスブール

マルセイユマルセイユ

印＝週単位で受講可能な語学学校
印＝学期制また は月単位講座の語学学校
印＝アリアンス・フランセーズ



子ども、中･高校生対象
1日講座、留学出発前講座

テーマ別クラス
会話クラス

通信・オンライン講座
ビジネスフランス語講座
プライベートレッスン

試験対策講座
短期集中講座、大学研修
総合フランス語講座

〈講 座〉

資格を
取りたい

子どもを
他の言語に
親しませたい

いきなりフランスに
行くのは不安

フランス語を
話せるように
なりたい

に

自分の
リズムで
学習したいい

フランスや
文化について
もっと知りたい

フ
文

自宅で
フランス語を
学習したい

フランス語を
体系的に
学びたい

集中して一気に
フランス語力を
伸ばしたい

フランス語で
キャリアアップ
したい

L'INSTITUT FRANÇAIS ET LES ALLIANCES FRANÇAISES : VOTRE RÉSEAU  CULTUREL FRANÇAIS AU JAPON
アンスティチュ・フランセとアリアンス・フラン セーズ：在日フランス文化機関ネットワーク

日本では、2012年9月にフランス大使館文化部
と東京日仏学院、横浜日仏学院、
関西日仏学館、九州日仏学館が統合し、
「アンスティチュ・フランセ日本」が誕生。
東京、横浜、関西（大阪/京都）、九州
（福岡）の4支部（5都市）を拠点にフラ
ンス政府公式機関としてフランス語
講座を開講し、フランス発の文化、
思想、学問を発信しています。

2014年よりアーティスト・イン・レジデンスの
ヴィラ九条山もアンスティチュ・フランセ日本の
支部のひとつとなり、日本に4つあるフランス政
府公認機関のアリアンス・フランセーズ（札幌、
仙台、名古屋、徳島）も併せると、アジア一大きな
フランス文化機関ネットワークになります。

日本の「アンスティチュ・フランセ」と「アリアンス・フランセーズ」は、単なる
フランス語の語学学校ではありません。フランス国民教育省が認定した唯一
の公式フランス語資格（ディプロム）、DELF・DALFやフランス語能カテスト
TCFを実施するだけでなく、他の学校にはないイベント（映画、ライブ、舞台
芸術、展覧会、講演会など）が盛り沢山。また、フランスに関するあらゆる本・
DVDが閲覧自由のメディアテーク（図書）、カフェやレストラン（東京、京都）、
フランス留学のサポート（語学留学サポート、キャンパスフランス）など、ここ
にはあなたの夢を叶えるフランスヘの近道があります。

アンスティチュ・フランセとは
世界96カ国に広がる

フランス政府の公式文化機関です。
L’lnstitut français est l’opérateur
de l’action cuiturelle extérieure

de la France
et s’étend sur 96 pays.

アンスティチュ・フランセとは
世界96カ国に広がる

フランス政府の公式文化機関です。
L’lnstitut français est l’opérateur
de l’action cuiturelle extérieure

de la France
et s’étend sur 96 pays.

アンスティチュ・フランセ日本、アリアンス・フランセーズ日本とは？
L’INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON ET LES ALLIANCES FRANÇAISES

在日フランス文化機関ネットワークのフランス語講座
L’OFFRE DE COURS DE FRANÇAIS DU RÉSEAU

アンスティチュ・フランセとアリアンス・フランセーズで出来ること
QUE PEUT-ON FAIRE DE PLUS DANS NOS CENTRES OFFICIELS ?

フランス語学留学も、その先の留学計画も
Campus France はあらゆるフランス留学をサポートします ！

www.japon.campusfrance.org

FRANCE ALUMNI フランス留学経験者グローバルネットワーク 2015年開設！
語学留学経験者の方もご登録（無料）いただけます！

www.japon.francealumni.fr

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公的機関です。

●個別ガイダンス
留学個別相談：東京メインオフィス、関西オフィスで留学相談を承ります。
お電話でご予約ください。また、アンスティチュ・フランセ東京のインフォメー
ション・カウンター（毎月第2・第4金曜日14時～ 18時）でもご相談をお受
けします（2015年11月より要予約）。
メールによる留学相談：HPの『お問い合わせ』よりご質問ください。
HPから留学情報や資料を提供：『教育機関の検索』から、フランスの全ての
高等教育機関のコースを検索することができます。『資料ダウンロード』より、
留学ガイドなどのダウンロードもできます。

●大学のキャンパスにて
各大学で行われる留学イベント：各大学主催の留学フェアへの参加またはフ
ランス留学セミナーの実施。詳しくはHPの「イベント」 にて随時更新。

フランス留学日本縦断プロモーションツアー： 10月中旬～下旬、全国の約
15の大学をキャンペーンカーで回り、フランス留学について広く紹介。

●テーマごとのフランス留学説明会
フランス大学応募申請説明会（12月～ 1月頃）：フランスの大学への応募申
請方法、交換留学の手続きを詳しく案内するセミナー。

フランス留学準備セミナー（6月～ 8月頃）：留学生活（行政手続き、保険や
住居など）に関するアドバイスを提供するセミナー。同時期に留学する他の学
生と交流する機会にもなります！

●フランスの高等教育機関に直接会えるイベント開催
フランスから来日する大学や語学学校の担当者に直接会えるイベントも開催し
ています。HPの「イベント」セクションを定期的にご確認ください。

Tel : 075-761-2121　Fax : 075-761-2106
〒606-8301京都市吉田左京区泉殿町8
アンスティチュ・フランセ関西－京都内
kyoto@campusfrance.org
関西オフィス

Tel : 03-5798-6266　Fax : 03-5798-6304
〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44
在日フランス大使館内
tokyo@campusfrance.org
東京メインオフィス
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JE PARS ÉTUDIER 
EN FRANCE...!
フランス語を…、フランスで学ぶ！
アンスティチュ・フランセ日本がサポート

アンスティチュ・フランセ日本は、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。
学校やコース選択、事務手続、そしてご出発までの個別フォローまで、アンスティチュ・フランセ日本（東
京及び関西）のフランス語学留学サポートは、余計な費用を極力かけずに、個人では面倒な留学準備
をシンプルに進めます。

学校・コースを選ぶ
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！
●学校の質を重視
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・フランセ日本でのように、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。
パートナーの学校はフランス政府が認める、自信を持って
おすすめできる良質な学校ばかりです。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なら、親切で信頼で
きる教育熱心な学校が見つかるでしょう。
●多様性を重視
私達は、生徒の皆様は1 人1 人異なり、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。入門から上級まで、1 人1 人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の中堅都市や海の近くまで、1 週
間の超短期から1 年の長期まで、設備の充実した大型学校か
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！

※提携校及び学校情報の内容が今後変更及び改定される
可能性がありますことをご了承ください。

宿泊先を決める
フランス人家庭と一緒の生活、学生向け宿泊施設、短期
ならアパートホテルで快適な滞在？フランス語学留学サポー
トが、受講申込先の学校に対し、あなたにぴったりの宿泊
先を手配します。

学生ビザ申請者は
フランス語学留学サポートでは、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）。
※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。

まずはカウンセリングのご予約を！まずはカウンセリングのご予約を！

フランス語学留学サポート東京
火曜日～木曜日 ：14時～20時
金曜日   ：18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
火曜日～金曜日 ：13時～20時
土曜日   ：10時～18時
（予約制。日・月曜日、及び祝日は休業日です）

留学ガイド 

❶期間を決める
お勤め先の休暇を利用した、1週間の留学も可能です。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生か
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1週間から登録可能
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、フランス大使館ホームページでご確認ください。

❷学校を決める
留学地、学校の規模、授業の雰囲気など、将来の目的に
よって重視する項目が1人1人違うはずです。あなたのニー
ズにより見合う学校を一緒に考えるのが私達の最初の役割
です。お気軽にご相談ください。

●語学学校のタイプ
①学期制の語学学校
特に大学付属校は、学期制・月単位講座など最低1ヶ月
以上のコースを設けているところがほとんどで、入校と受講
終了のタイミングはそのカレンダーに合わせます。指定教材
を中心としたプログラムで、読解・筆記・聞き取り・会話を
バランスよく学習します。学期制ではよく、フランス語のほ
かに文明講座なども提案されています。

②私立語学学校 / アリアンス・フランセーズ
学習開始週、終了週を自由に決められる、フレキシブルな
期間の設定ができる学校が多いです（一部の学校では、
月単位などの制約あり）。
学期制語学講座に比べてクラスの生徒数を抑え、会話力
強化を得意とする学校が多くなります。

●学習のペース
ハイペース（週20時間以上）、ミディアムペース（週15時間前
後）などのタイプに分けられます。

●料金
週単位制の学校の多くは、長期割引制度があります。

●オプション
個人レッスンや、テーマ別講座（会話重視、作文重視、
文化講座など）を組み合わせて提案できる学校もあります。

●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。
（超入門の方は、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）。

❸滞在方法を選ぶ
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。
a） 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。
b） 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。
c） 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
チンの部屋です。ホテルのようにレセプションがあります。
d） ステュディオ・アパルトマン
長期の滞在者が好む宿泊タイプ。賃貸契約を交わせるフラ
ンス語力が求められます。

●申込内容確定のタイミング（目安）
短期留学　ご出発の2ヶ月～ 1.5ヶ月前まで
長期留学　ご出発の3ヶ月前まで

※2回目以降のご相談及び留学手続申込は、アンスティチュ・フランセの年間会員
登録期間内の方が対象となります。非会員の方には、会員登録（1年間有効。
登録料が必要です）をお願いしています。

●カウンセリング予約受付時間

URL : www.institutfrancais.jp/tokyo/enfrance/osl
Mail : tokyo.enfrance@institutfrancais.jp

URL : www.institutfrancais.jp/kansai/enfrance/osl/
Mail : kansai.enfrance@institutfrancais.jp

※円建ての適用レートについて
アンスティチュ・フランセ日本はフランス政府公式機関のため、円・ユーロの為替レートはフ
ランス大使館採用の公式レートを適用しています。このレートは通常、月2回見直されます。

出発出発

学生ビザ申請・取得
（長期学生ビザ申請者のみ）
学生ビザ申請・取得

（長期学生ビザ申請者のみ）

入学証明書等の必要書類受け取り入学証明書等の必要書類受け取り

費用のお支払い
（日本円。宿泊費は現地払いの場合もございます）

費用のお支払い
（日本円。宿泊費は現地払いの場合もございます）

学生ビザ準備ガイダンス
（3ヶ月を超える語学留学をお申し込みの方のみ）

学生ビザ準備ガイダンス
（3ヶ月を超える語学留学をお申し込みの方のみ）

申込内容確定
（語学学校登録手続の開始）

申込内容確定
（語学学校登録手続の開始）

【手続の流れ】 【手続の流れ】 
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ACCORD
PARIS アコール学校アコール学校

1988年設立。パリ右岸の中心地、Grarar nds Boulevavav rdrdr sに位置し、瀟洒な建物の3階に明るく広 と々
した20の教室を有する。口頭表現のレベルアルアル ップを重視する学校。パリ大学区から私立高等教育機
関の認定を受ける（No.588）信頼の置ける学校機関。フランスンスン 教育省、外務省、文化省交付の公的
保証「Qualité Frarar nçais Langue Etrarar ngèrerer 」を、を、を 教育やサービスビスビ 内容などすべすべす ての項目においていてい 高評
価で取得した。フランスンスン 政府留学局Campus Frarar nceメンバンバン ー。複数の大学との提携あり。

●年間の生徒数：5,000名以上
●レベル数：8レベル
　（時期によって14～ 20クラス）
●日本人学生の割合：6%
●1クラス上限人数：14名

●学生の主な国籍：ドイツ：11%　英語圏：10%
 スウェーデン：9%    スペイン：8%
 イタリア：8%　ブラジル：8％
 韓国：3%
 ※クラス内の国籍は各国12％までに制限

●主なコース
総合フランス語インテンシブコースA  –   1週間から –　20時間/週
総合フランス語インテンシブコースB  –   1週間から –　23時間/週
午後のテーマコース  –   1週間から –　15時間または20時間/週
総合フランス語＋DELF準備コース  –   1週間から –　26時間/週

●サービス
設　　備：カフェテリア、インターネット・カフェ、ネット対応パソコン、Wi-fi、学習室（書籍、CD、

CD-ROM常備）
課外活動：パリ市内巡り：エッフェル塔、ルーブル美術館、オペラ座、ノートルダム、モンマルトル、モンパ

ルナス・タワー、バトームーシュ（セーヌ遊覧船）など。週末にはモン・サン・ミシェルやシャン
パーニュの葡萄園、ロワール川沿いの古城群などの観光プログラムも提案

特別講座：法律フランス語、DELF対策講座、ビジネスフランス語、50歳以上のシニア向けプログラム、親
子向け夏期プログラム（6歳から12歳対象）、ジュニア向け夏期合宿プログラム（13 ～ 17歳対
象）など

試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; TEF 
試験センター：TCF ; TEF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（食事なし／朝食のみ／朝食のみ＋キッチン使用／朝夕食付）、レジデンス（朝食
付き）、アパートホテル、大学寮（夏期のみ）

【特 色】
授業の質はもちろん、良好なサービス、絶好のロケーションで高い評価を得ている。「Qualité 
Français Langue Etrangère」をすべて高得点で取得。SOUFFLE、Campus Franceメンバー。
常時8～10レベルの講座を開講。集中講座6コース、準集中講座（午後）2コース、少人数グルー
プの商業フランス語講座も年間を通して開講。午後にはフランス語個別講座を7種類用意している。
クラス内の国籍の比率に配慮。
講座は毎週月曜日開講。全くの初心者向けの講座も2週間おきに開講（夏期は概ね毎週開講）。
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フランス語を、フランスの歴史・文
化・芸術の主要都市「パリ」で学ぶ、
その魅力は大きい。アコールは、
ルーブル美術館やオペラガルニエ、
プランタンやギャルリー・ラファイ
エット、ポンピドゥーセンターなどへ
のアクセスが容易な、パリ右岸、商
業の中心地Grands Boulevardsと
いう、抜群のロケーションを誇る。

Adresse : 14, boulevard Poisson-
nière - 75009 Paris - FRANCE

Tel : +33 1 55 33 52 33

URL :  www.french-paris.com

m@il : info@accord-langues.com  

空港名： パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス： CDG 空港よりRER＋地下
鉄、またはCar Air FranceやRoissybus
＋地下鉄利用。メトロの場合は、8号線
または9号線のGrands Boulevards 駅
が最寄。バス路線も多数。

送迎サービス：リクエストに応じて、
CDG空港または駅への出迎え、車で
の送迎可（有料／片道または往復）

●1クラス平均人数：9～ 11人

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

アリアンスンスン ・フランセーズーズー ・パリ＝イル・ドゥ・フランスンスン 校は、1世紀近く、フランスンスン 語とフランスンスン 文化
の普及を目的とし発信続けてきた、私立の高等教育機関であり、その教育の質は世界で広く認知さ
れ評価を得ている。毎年160ヶ国からの10,000人を超える生徒数を誇り、国際色豊かでかでか 活発な交
流ができるパリ＝イル・ドゥ・フランスンスン 校は、世界中のフランスンスン 語教育機関でも最も重要な学校のひ
とつであると自負してしてし いる。通学あるいは通信講座でのフランスンスン 語教員養成講座にも、約2,300名の
受講生がいる、リファレンスンスン 校であであで る。

●年間の生徒数： 約10,000名
●レベル数：5レベル
●日本人学生の割合：3％
●1クラス上限人数：15名

●学生の主な国籍：米国：8％　イタリア：6％
 ブラジル：6％

●主なコース
総合フランス語インテンシブコース（午前または午後） –　1週間から – 20時間/週
各種フランス語アトリエ ※ –　1週間から – 6時間/週
（総合フランス語コースの補完講座。文法、会話、作文、試験対策など。）
総合フランス語インテンシブプラスコース –　2週間から – 26時間/週
（平日午前の総合クラスに、午後のアトリエ週2回）

●サービス
設　　備：デジタルマルチメディアボードつき教室（47教室）、マルチメディア学習室（新聞・雑誌コーナー、

パソコン30台、各種フランス語教材、音声教材、映画上映スペース）、Wi-fi、カフェテリア＝
レストラン、お土産コーナー、スピード写真

課外活動：無料の様 な々文化プログラムを、年間を通して提案。劇場、美術館、セーヌ川遊覧船、映画
館などのパリの文化施設を割引価格で利用できるPass cultureを販売

特別講座：商業フランス語講座（週9時間）、医療フランス語講座（週9時間）など
試験対策：DELF ; DALF 
試験センター：DELF ; DALF ; TCF ; TEF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝食のみ+1回夕食、または朝夕食付。2週間または4週間単位）、大学寮・学生向
けレジデンス（多くは4週間単位。夏期のみ）、アパートホテル

【特 色】
目的や時間的余裕に応じて、総合フランス語講座に個人レッスンや各種フランス語アトリエ（会話、書
き取り、発音、文法など）を組み合わせられる。総合クラスは午前と午後グループいずれかを選べる。
毎週月曜日入校可能。
外国人向けフランス語教育法の有資格者が100名以上の専任講師陣！
言語に関する欧州共通基準（CECR）に基づいたレベル設定による安心のプログラム。

1
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フランス語を、フランスの歴史・文
化・芸術の主要都市「パリ」で学ぶ、
その魅力は大きい。アリアンス・フラ
ンセーズのパリ＝イル・ドゥ・フランス
校は、カルチェラタン、サン＝ミシェ
ル広場、ソルボンヌ大学、リュクサン
ブール公園、サン・ジェルマン・デ・プ
レ、モンパルナスに近い、文学の薫り
高くシックなパリ左岸の中心に位置
する。

Adresse : 101, Boulevard Raspail - 
75006 Paris - FRANCE  

Tel : +33 1 42 84 90 00

URL :   www.alliancefr.org

m@il :  info@alliancefr.org

空港名：パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス：最寄り駅は、メトロ12号線の
Notre Dame des Champs駅または
メトロ4号線のSaint Placide駅。

送迎サービス：なし
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FRANCE LANGUE PARIS 
PARIS フランスラング・パリフランスラング・パリ

フランスンスン ラングは、パリに2校あり、オペオペオ ラ校はパリの金融とモードの中心地、オペオペオ ラ・ガルガルガ ニエ界隈
に居を構え、ノートルダムダムダ 校は、カルチエ・ラタンの中心、ノートルダムダムダ 大聖堂、シテ島、パンテオン、ン、ン
大学のすぐそばに位置する学生街の雰囲気の漂う場所にある。

●年間の生徒数： 4000 名（全校）
●レベル数：7レベル（ハイシーズンは8～10レベル）
●日本人学生の割合：11％
●1クラス上限人数： 週単位講座9名（オペラ校）12名（ノートルダム校） 
 学期制講座（ノートルダム校のみ）：18名
●学生の主な国籍：ブラジル：13％　ドイツ：12 ％　韓国：7％

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース –　1週間から –　15時間/週　
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から –　20時間/週　
総合フランス語3ヶ月インテンシブコース –  12週間 –　20時間または22.5時間/週

●サービス
設　　備：教室数12（フロア数2）、交流スペース、自販機、パソコン、Wi-fi（オペラ校）
課外活動：学校教員によるガイド付きパリ市内観光、映画上映会、エクスカーション（モン・サン・ミシェ

ル、ロワール古城、ジヴェルニー、ノルマンディ、リール、ブリュッセルなど）
特別講座：商業フランス語講座、専門フランス語講座（法律・医療・外交・観光・ホテル業・料理など）、

大学入学準備講座、FLE教員養成講座
試験対策：DELF; DALF; TCF; CCIP 
試験センター：TCF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室 （食事なし／朝食のみ／朝夕食付）、大学寮（夏期のみ）、アパートホテル

【特 色】
日本人スタッフによるサポート
市内観光やエクスカーション、文化イベントのレパートリーが豊富
仕事探しのお手伝い（ワーキングホリデービザ所有の方のみ）

1
2
3

世界的に有名で、旅行の行き先では欠か
すことのできないパリ。フランス経済の中
心地であり、学生の町としても評価が高く、
魅惑し続ける。セーヌ川が貫流する２０区
は驚きが絶えない。散歩の途中では、様々
な時代を感じさせるモニュメントや路地、
公園や庭園、そして有名な美術館など観
光の魅力はもちろん、カフェのテラスで食
べるクロワッサン、セーヌ川のほとりでのん
びり、建築を眺め、マルシェでの買い物、
ショッピングなど、パリはどんな願いも叶え
てくれる街である。

Adresse : 27, boulevard des 
Italiens – 75002 Paris - FRANCE 

Tel : +33 1 42 66 18 08

URL :   www.france-langue.fr/paris/

m@il :  paris@france-langue.fr

空港名：パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス：CDG空港よりRoissyBus
利用が便利。最寄りの地下鉄駅は、
3、7、8号線のOpéra。RERは1番線。
（オペラ校）

送迎サービス：リクエストに応じて、
CDG空港やパリ市内の駅への出迎え
可（有料）

PARIS ソルボンヌ文明講座ソルボンヌ文明講座
COURS DE CIVILISATION FRANÇAISE
DE LA SORBONNE

すべすべす てべてべ のてのて 授業は外国人のためのフランスンスン 語講座であであで り、非営利公益団体Robertrtr de Sorbonne運営の
私立の語学学校のソルソルソ ボンヌ文明講座。実践的な授業、ラボの発音指導など、ど、ど フランスンスン 語の基礎を
しっかり学び、上達をめざすざすざ 。す。す レベルは欧州共通基準（CECRL）を採用してしてし いる。総合フランスンスン 語だけ
ではなく、筆記・会話表現、DELF/F/F DALF /T/T/ CF/F/F 商業フランスンスン 語対策など、ど、ど 専門に特化したコースースー も用
意してしてし いる。大学準備コースースー は、大学入学のためのコースースー であり、フランスンスン 語力強化し、フランスンスン 文明
も学ぶ。校舎はラスラスラ パイパイパ ユ通りにあり、カルティエラタンやルクセンブルブルブ グ公園のすぐそば。モンパンパン ルナ
ス駅まで徒歩5分、バスバスバ 停やメトロの駅も近くにありとても便利であであで る。

●年間の生徒数： 7,000名
●レベル数：6レベル
●日本人学生の割合：5％
●1クラス上限人数：18名

●学生の主な国籍： 米国：21%　中国：12.5%
 韓国：5%

●主なコース
学期制総合フランス語 –　12週間 –　20時間/週（B2以上は大学準備プログラムも選択可）
学期制総合フランス語強化 –　12週間 –　20時間/週（週4時間ミニグループのレッスンがあり）
学期制総合フランス語インテンシブ –　12週間 –　25時間/週（B1以上は文明講座オプションあり、29時間/週）
夏期3ヶ月コース（7月～ 9月） –　12週間 –　25時間/週（A1,A2対象。B1以上は文明講座オプションあり）
夏期インテンシブコース（7月～9月） –　  4週間 –　25時間/週（9月のみB1以上は文明講座あり）

●サービス
設　　備：Wi-fi、パソコン18台、学習室、図書館 、学校近くの学食
課外活動：美術館訪問、パリ散歩、カンファレンス、フランス人との交流会、スポーツ、コーラス、音楽演

奏など
特別講座：商業フランス語、試験準備講座、大学準備講座など
試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; CCIP
試験センター：DELF ; DALF ; TCF

●宿泊タイプ
ホームステイ（食事なし）、ステュディオ・アパート（要相談）、学生寮（夏のみ）、ユースホステル

【特 色】
専任講師が1人授業を受け持つ。
パリの中心、デジタルマルチメディアボードなどの最新の設備環境
言語専門の講師による、ラボでの発音指導

1
2
3

世界で最も美しい街の1つ、世界で観
光客が1番多い街、そして、華麗なオス
マン建築、美食、パティスリー、ショコラ
ティエ、カフェ、モードなど世界中で認
知されている街、パリ。美術館、橋、記念
碑、オペラ、教会・神殿、劇場・キャバ
レー、アーケード、映画館、墓地、水のみ
場、公園・お庭など文化や歴史的遺産
は数え切れないほど存在する。学生の
多い街としても有名で、世界の学生に
対してのアンケートでは、ロンドンやメ
ルボルンを上回る。

Adresse : 214, boulevard Raspail – 
75014 Paris – FRANCE  

Tel : +33 1 44 10 77 00

URL :   www.ccfs-sorbonne.fr

m@il : contact@ccfs-sorbonne.fr

空港名：パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス：RER B → DENFERT-
ROCHEREAU ＋ bus 68 または、RER 
B → PORT-ROYAL ＋ bus 91

送迎サービス：リクエストに応じて、
CDG空港/オルリー空港までの出迎え
可（有料）
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INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS - ILCF 
PARIS パリ・カトリック学院 ILCFパリ・カトリック学院 ILCF

ILCLCL Fは、は、は パリの中でも歴史的・文学的中心地に位置するするす 私立大学、パリ・カトリック学院の付属機関。サン・シュシュシ
ルピスピスピ 、サン・ジェジェジ ルマルマル ン・デ・プレ、レ、レ カルカルカ ティティテ エラエラエ タン、ン、ンリュクサンブーブーブ ルールー 公園、モンパンパン ルパルパ ナスナスナ に囲まれた絶好の
ロケーション。ン。ン 194949 8484 年の設立以来60年余、毎年世界中からフランスンスン 語の習得はもちろんろんろ 、大学という雰囲気の
中でフランスンスン の文明・文化の知識を深めようという熱意にあふれる学生・社会人を、を、を 年間2,500人以上も受
け入れてれてれ いる。FLE有資格者格者格 の講師陣の多くが、が、が さらに人文系の学問を修了してしてし いるという教養教養教 の高さを誇る。

●年間の生徒数：2,500名
●レベル数：9レベル
●日本人学生の割合：15%
●1クラス上限人数： •会話・筆記アトリエ：16名
 •総合フランス語講座：18名

●学生の主な国籍： 米国：30%　台湾：10％
 韓国：8%　ヨーロッパ：6％
 中南米：5%　中東：2%

●主なコース
月講座スタンダードコース（7・8月）  – 4週間 – 15時間/週
月講座インテンシブコース（1・6・7・8月） – 4週間 – 21時間/週
9月期インテンシブコース（B1以上は大学準備講座） – 3週間 – 21時間/週
大学年度学期制（秋学期・春学期） – 15週間 – 3～24時間/週

●サービス
設　　備：各種マルチメディアスペース、学校構内全域Wi-fiアクセス、専属講師つき自習用マルチメディア

ラボ、カフェテリア、中庭、大学図書館
課外活動：エクスカーション、ガイドつきパリ市内観光（モンマルトル、カルティエラタン、マレ地区）、ヴェ

ルサイユ、ルーブル美術館、オルセー美術館など年間を通して企画。週末はモン・サン・ミシェ
ルやロワールの古城観光なども企画

特別講座：聞き取り、会話、書き取り、発音、商業フランス語、文明講座（文学、芸術学、映画、ビジ
ネス、経済、歴史、哲学など）

試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; TEF ; CCIP 
試験センター：TEF ; CCIP

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（食事なし／朝食のみ＋キッチン使用／朝夕食付）

【特 色】
質の高い教育 /個別学習評価システム ：Label Qualité FLEが保証する高品質のプログラムを提供。
50名を超える講師陣が、個 の々学習進捗を把握しサポートする。
多種多様な選択肢の文明講座を提案（対応レベル：A2以上）。
私立大学ならではのサービス：フランス人との会話セッション（無料）、マルチメディア・ラボでの自習
システム、現地住居案内、滞在許可証申請サポート、正規留学のオリエンテーション、各種カンファレ
ンスなど、総合的に学生生活をサポート。

1
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3

世界の芸術、モード、美食、文化が
集う、国際都市パリ。年間6千万人を
超える外国人観光客を集める、世
界最大級の観光都市。ルーブルに
代表される美術館、映画館、劇場、
展覧会など、芸術鑑賞の宝庫。夏場
は屋外シネマやパリ＝プラージュ
（セーヌ河畔ビーチ）など、無料で楽
しめるフェスティバル、イベントが豊
富。«Vélib» を使えば自転車でパリ
市の散策も楽しめる。

Adresse : 21, rue d’Assas - 
75270 Paris cedex 06 - FRANCE

Tel : +33 1 44 39 52 68

URL :  www.icp.fr/ilcf/ 

m@il :  ilcf@icp.fr  

空港名：パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス：CDG空港よりRER B → 
Saint Michel →Saint-Placide（メトロ4
番線）
Car Air France利用で、終点Gare 
Montparnasse（モンパルナス駅）からも
近い。バス路線も充実

送迎サービス：CDG空港への車での出
迎えサービスあり（有料）
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INSTITUT INTERNATIONAL DE RAMBOUILLET
RARAR MAMA BOUILLETETE ランブイエ国際学院ランブイエ国際学院

1950年設立のランブイブイブ エ国際学院。フランスンスン 語の学習と宿泊・食事が全て学校内でできる珍しいタ
イプの語学学校であであで る。Label Qualité FLEをいち早く取得するなど、ど、ど 語学研修施設としてしてし のてのて 質は保証
済み。この学校を特徴付ける週30時間のスーパーインテンシブコブコブ ースースー はもちろん、フランスンスン 語講座を
個人レッスッスッ ンや試験対策と、あるいは乗馬や料理アトリエといった文化プログラムとの組み合わせな
ど、ど、ど 様々なニーズーズー に対応してしてし いる。若年層だけでなく、シニア層の利用も多い。

●年間の生徒数：450名（グループを除く）
●レベル数：3～6レベル
●日本人学生の割合：15%
●1クラス上限人数： 12～14名

●学生の主な国籍：ドイツ：10％　オランダ：10％
 ウクライナ：10％　韓国：10％　
 シンガポール：10 ％　北欧：10 ％
 ベルギー 10％　米国：5％
 スペイン５％

●サービス
設　　備：インターネットルーム、施設内（部屋を含む）Wi-fi対応、学校内キッチン、スポーツコーナー、

図書室、語学ラボ教室、食堂（2食・3食対応）、音楽室、テレビ・ビデオルーム、カフェテリ
ア、自販機、洗濯機

課外活動：観光（ヴェルサイユ、ジヴェルニー、シャルトル、パリなど）、乗馬、ボウリング、レーザークエ
スト、料理アトリエ、ワイン試飲・チーズ試食会

特別講座：フランス語＋乗馬、フランス語＋音楽、フランス語＋エクスカーションまたは文化系アクティビティ
（設定には事前の相談が必要です）、各種試験対策、テニス、ビジネスなど

試験対策：DELF ; DALF ; TCF
試験センター：TCF

●宿泊タイプ
学校内レジデンス（食事なし／朝食付き／朝・夕食付／3食付き。個室／専用バスルーム付／二人部屋）、
ホームステイ（朝・夕食付）

【特 色】
優秀な教師陣と、確実かつ効果的な教育メソッドで、個 の々着実なレベルアップを応援。
ラボ教室はもちろん、24時間利用可能なインターネットルーム、簡易キッチン、大画面テレビ室、カフェ
テリア、パーティルームやスポーツコーナー、図書スペースなど、全てが敷地の中に！寮の部屋を含め
全域でWi-fiアクセス可能。セキュリティも万全。
学校敷地内で、週30時間の集中講座＋宿泊＋食事（校舎内もしくは近隣のレストラン）がセットになっ
た、トータルプラン。
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かつて代々のフランス国王たちから賛
美され、フランス共和国大統領も定期
的に訪れる、パリから急行で30分、人
口2万6千人の住宅地ランブイエ。ラン
ブイエ城や庭園はもちろん、鹿や猪が
生き、豊かな麦畑を誇る、約3万ヘク
タール、フランス最大級のランブイエの
森があり、整備された散策・サイクリン
グコースも楽しめるなど、手近なところ
に自然も感じられる。中心街には300を
超える商店があるなど、買い物も便利。

Adresse : Le vieux moulin - 48, 
rue Gosselin Lenotre - 78120 
Rambouillet – FRANCE

Tel : +33 1 30 46 53 20

URL :  www.planete-langues.com

m@il : institut@planete-langues.com

空港名：パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス：パリ・モンパルナス駅から国
鉄利用、ランブイエ駅まで急行で30分

送迎サービス：CDG空港への車での
出迎えサービスあり（有料）。ランブイ
エ駅への出迎えサービスあり（有料）

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース –　2週間から – 20時間/週
総合フランス語インテンシブコース –　2週間から – 30時間/週
フランス語スタンダード＋アクティビティ –　2週間から – 約23時間/週
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FRENCH IN NORMANDY
ROUEN フレンチ・イン・ノルマンディフレンチ・イン・ノルマンディ

Language Trarar vel Magazine（語学留学の業界誌）にて2008年から5年連続でフランスンスン Star Frerer nch
Language School AwAwA ardrdr s（最優秀賞）を受賞し、フランスンスン では唯一の”Supersrsr tar”の称号を持つ、フ
レンチ・イン・ノルマルマル ンディ。Label Qualité FLEの評価では全てのてのて カテゴリで3ツ星を取得。生徒の
最大収容人数120人まで、で、で クラスラスラ も上限10人という、アットホームな環境。校舎は、歴史の街としてしてし も
知られるルーアーアー ンの植物園そばに位置し、メトロやバスバスバ での交通アクアクア セスもよい。

●年間の生徒数：1,500名
●レベル数：6レベル
●日本人学生の割合：8 ％（ 2014年）
●1クラス上限人数：10名

●学生の主な国籍： イタリア：18％　英国：14％
 スイス：12％　オーストラリア：9％
 オランダ：9％　ドイツ：9％
 韓国：8％　トルコ：6％

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース –　1週間から　–　15時間/週
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から　–　25時間/週
DELF/DALF集中講座 –　5週間から　–　25時間/週
フランス語と料理 –　1週間から　–　15時間/週＋週3回の料理アトリエ

●サービス
設　　備：インターネットアクセス可能のパソコン10台（日本語でのメール受信・入力可能）、教室内パソ

コン6台、建物内Wi-fi対応、図書スペース（図書・DVD検索システム）、各種自販機、徒歩2
分でカフェ、ブランジュリーあり

課外活動：授業終了後の時間帯に、文法アトリエや日本語での無料サポート授業、ルーアン市内散策、演
劇クラブ、映画鑑賞、学習進捗相談などを企画。土曜日はエクスカーション（ジヴェルニーの
モネの家、モン・サン・ミシェル、カン、ノルマンディ上陸作戦跡地、エトルタなど）を適宜提
案。夏期は美術館、観光、料理アトリエなどさらに充実

特別講座：DELF/DALF準備講座
試験対策：DELF ; DALF ; TCF
試験センター：TCF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝食のみ／朝夕食付）、ホームステイ“エグゼキュティブ”（朝夕食付、専用バス
ルーム付）、学生寮（要相談）、ステュディオ・アパート（要相談）、アパートホテル

【特 色】
ロケーションという質。パリからたったの1時間、印象派美術の中心都市ルーアンは、治安の良さも
魅力。
学校スタッフの対応の質。生徒への親切かつ熱心な対応に自信あり。
学習進捗サポートの質。週ごとに行われる教師と生徒間の進捗チェックで、理想的な語学習得のた
めの着実なレベルアップをサポート。
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歴史的建築物、印象派の絵画、多
数の著名な作家、そしてジャンヌ＝
ダルクに代表される、芸術と歴史の
豊かな都市、ルーアン。マルシェが、
ブティックやカフェが連なる旧市街
の路地が、日中に心地良さと彩りを
与え、夜は、アペリティフや、地方の
名物料理との出会いを演出する。

Adresse : 26 bis, rue Valmont de 
Bomare - 76100 Rouen – FRANCE

Tel : +33 2 35 72 08 63

URL :  www.frenchinnormandy.com

m@il : info@frenchinnormandy.com  

空港名：パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス：パリ・サンラザール駅から
ルーアンRive Droite駅まで急行利用
（1時間強）

送迎サービス：CDG空港への車での
出迎えサービスあり（有料）。ホームス
テイの方は、ホストファミリーによる
ルーアン駅への出迎えが無料

CIEL BRETAGNE
BREST CIELブルターニュ校CIELブルターニュ校

CIELブルブルブ ターニュ校は、1987年に設立された、ブレスト商工会議所管轄のフランス語教育機関。
Campus Frarar nceのメンバー校。Finistèrerer 県の中心都市ブレスト港奥の隣町LeRelecq-Kerhuonに
位置し、2ヘクヘクヘ タールの公園内に残る19世紀の邸宅を校舎にしてしてし いる。ブレスレスレ ト駅からバスバスバ で15分と、
ブレスレスレ ト市内へのアクセスも容易。フランスンスン 語習得に熱心な生徒たちの使い勝手を考慮した設備（建
物内全域Wi-fi、カフェテリアや休憩室など）で、で、で 効果的なレベルアルアル ップを演出する。

●年間の生徒数：566名
●レベル数：5（夏期は最大10）レベル
●日本人学生の割合：3％
●1クラス上限人数：12名

●学生の主な国籍： スイス：22％　中東：10％
 中国：9％

●主なコース
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から　–　20時間/週
総合フランス語インテンシブ＋会話力補強コース（夏期のみ）　 –　1週間から　–　24時間/週
総合フランス語インテンシブ＋DELF/DALF対策個人レッスン　 –　1週間から　–　23時間/週～

●サービス
設　　備：カフェテリア、休憩室、レストラン（セルフサービス）、海に面した中庭、2ヘクタールの広大な

敷地、駐車場、語学研修ラボ、読書スペース、パソコン、建物内Wi-fi
課外活動：エクスカーション、市内観光、美術館巡り、午後の映画上映、フランス語ゲーム大会など
特別講座：商業フランス語講座、旅行業・ホテル業フランス語講座、サイエンスフランス語、フランス高等

教育機関入学準備講座、FLE教員養成講座、DELF/DALF/TCF準備講座、趣味のフランス語
（お菓子とフランス語、ケルト文化とフランス語など。要事前相談）、シニア/ジュニア向けフラン
ス語講座

試験対策：DELF; DALF; TCF; TEF; CCIP; AF（いずれも個人レッスンのみ）

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝夕食付）、大学寮（夏期のみ）、ステュディオ・アパート（長期のみ）、ユースホス
テル、アパートホテル

【特 色】
各講師が、個 の々生徒の進捗や様 な々要望に熱心に対応。
抜群の学習環境。
経験豊かで受け入れに熱心な地元のホストファミリーを厳選。
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類稀な景勝地として知られるブルターニュ
は、内陸及び港湾部の美しい景観、保護さ
れた自然、文化遺産、由緒ある建築物など
で絶大な人気を誇る。石墳墓が並ぶ海岸
の雄大な景観、モン・サン・ミシェルなどの
歴史遺産、アーサー王伝説の魔術師マー
リンが住んでいたとされる伝説の森、ケル
ト文化の名残を残す場所など、見所は尽
きない。ブレストは豊かな自然に恵まれた
ブルターニュの港湾都市で、ヨットのマス
トが立ち並ぶ1500ヘクタールの広大な港
は、世界有数の美景に数えられる。水上ス
ポーツも充実。

Adresse : rue du Gué Fleuri BP35 - 
29480 Le Relecq Kerhuon - FRANCE

Tel : + 33 2 98 30 45 75

URL :  www.ciel.fr

m@il : info.ciel@cci-brest.fr  

空港名：ブレストGuipavas国際空港
（CDG空港からフライトで1時間15分）

アクセス：ブレスト空港より車で約10分

送迎サービス：ホストファミリーによる
ブレスト空港またはブレスト国鉄駅へ
の出迎えは無料
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INSTITUT DE TOURAINE
TOURS トゥーレーヌ学院トゥーレーヌ学院

1912年に創設され、民間の高等教育機関であであで るトゥーレーヌ学院は、年間を通してしてし 開校。30名の専
任講師チームがおり、1週間から1年という幅広い選択肢でプログラグラグ ムを提供してしてし いる。トゥール大学
の教育監修下にある、信頼の置ける機関。2007年より、フランス教育省による«Qualité Frarar nçais
Langue Etrarar ngèrerer »の認定校。国鉄駅まで徒歩15分、トゥール旧市街や賑やかなかなか 商店街まで徒歩3
分という中心ながら閑静な地域にあり、学院は1861年建造の邸宅と16世紀建築の家をその施設と
してしてし いる。学院までの移動手段は、徒歩、バスバスバ 、トラムラムラ など。ど。ど トゥール駅までは徒歩15分。

●年間の生徒数：2,300名
●レベル数：6レベル以上
●日本人学生の割合：5％
●1クラス上限人数： •インテンシブコース：15名
 •少人数制：5名

●学生の主な国籍： 米国：15%　韓国：11％
 イタリア：5％　クウェート：4％

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース –　2週間から –　15時間/週
総合フランス語インテンシブコース –　2週間から – 22.5時間/週
少人数制スタンダードコース –　1週間から –　15時間/週
少人数制インテンシブコース –　1週間から –　25時間/週
※少人数制のコースは、申込人数が少ない場合、プライベートレッスンになります。

●サービス
設　　備：インターネットルーム（PC30台）、Wi-fi、カフェテリア、コーヒーメーカー、図書室、メディアラ

イブラリー、映画観賞室、ピアノ、卓球台、テーブルフットボール、ペタンク
課外活動：映画上映、料理アトリエ、ワイン試飲会、ガイド付きエクスカーション
特別講座：商業フランス語、文学、国際関係論フランス語、ガストロノミー、文明講座、美術史など
試験対策：DELF ; DALF ; TEF
試験センター：DELF ; DALF ; TEF 

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝夕食付／朝夕食付＋専用バスルーム付き）、学生寮（夏期のみ）、学生向けレジデ
ンス、ステュディオ・アパルトマン（長期滞在者のみ・要相談）、アパートホテル

【特 色】
トゥール大学の監修下という、良質の教育を提供。Label Qualité FLEでは、全てのカテゴリ最高の評
価を取得。
30名の専任講師チームによる、個々の学習進捗チェックの充実。毎週月曜日にクラス内で行われる
チューター、自習補助、教員つきメディアライブラリー、図書室、大学入学サポートなど、フランス語学
習はもちろんのこと、総合的に学生としての滞在をサポート。授業終了後の文化プログラムも豊富（料
理、ワイン、映画など）
様 な々ニーズに応えるプログラムが充実。プログラムによって1クラスの人数も5人から15人と幅広い。
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パリからTGVで1時間15分、3万人が大
学やビジネス学校、芸術学校などの高
等教育機関で学ぶ、快適で安全、そし
て活気あふれる30万都市、トゥール。旧
市街とカテドラル区域というふたつの
歴史的区画に、中世の面影がなお色
濃く残っている。ユネスコの世界遺産
にも登録されるこの地域は、15～16世
紀のフランス国王の居住地であった。
古城などの文化遺産や自然遺産の豊
富なロワール川流域は必見。

Adresse : 1, rue de la Grandière  
BP 72047- 37020 Tours cedex 1 – 
FRANCE

Tel : +33 2 47 05 76 83

URL :  www.institutdetouraine.com

m@il : contact@institutdetouraine.com  

空港名：パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス：CDG空港駅より直通のTGV 
を利用し、Saint Pierre des Corps駅下
車（所要時間1時間40分）

送迎サービス：ホームステイの場合は
ホストファミリーによるトゥール駅また
はSaint Pierre des Corps駅への出
迎えサービスあり

TOURS LANGUES
TOURS トゥールラングトゥールラング

トゥール市の歴史的地区の中心にあるトゥールラングは、会話に参加しやしやし すく進捗状況をチェックし
やすい、ひとクラスラスラ 8名までの少人数制（夏期は最大10名）で展開するアットホームな学校。校内に
はラボ教室、図書室、ビデビデビ オルオルオ ーム、インターネットも完備。週の後半には様々なアクティビテビテビ ィを提
案。月に2回程度、夜に本格的な料理アトリエも開催する。長期滞在者にありがたい生活サポートが
充実。エステ、テ、テ フラワー、パン、ン、ン お菓子職人コースースー なども用意してしてし いる。

●年間の生徒数：250名
●レベル数：6レベル
●日本人学生の割合：20％
●1クラス上限人数：8名（夏期は10名）

●学生の主な国籍： 英語圏：20％　スペイン語圏：20％
 ドイツ語圏：20％　韓国：10％

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース　 –　1週間から　–　15時間/週
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から　–　20時間/週

●サービス
設　　備：インターネット対応パソコン、語学研修ラボ、ビデオルーム、図書室、給湯室、電子レンジ、

各種自販機、Wi-fi
課外活動：古城・美術館巡り、地元名産品の試食・試飲、料理アトリエ、スポーツ
試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; TEF
試験センター：TCF ; TEF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝夕食付）、ステュディオ・アパルトマン（2週間から）、ルームシェア、アパート
ホテル、ユースホステル

【特 色】
受講生ひとりひとりへのきめ細かな指導。クラス上限8名（夏期は上限10名）の、気配りが可能かつ
会話の実践がしやすい少人数クラス。
アットホームな学習環境を提供。授業以外も、ロワール城めぐりや地域の特産物を試食できるなど、ア
クティビティも提案している。
充実したサービス：国鉄駅への出迎えサービス、ホームステイ先までの案内、日本語での各種手続サ
ポート（フランス滞在手続、銀行口座の開設、携帯電話の購入など、長期滞在者へのサポートが充実）。
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パリからTGVで1時間弱、アートと歴
史の街トゥールは、ユネスコの世界
遺産に登録されたロワール渓谷の
中心に位置し、年間およそ3万人の
学生が集う活気ある都市。世界的
な知名度の古城、精彩に富んだ庭
園が点在する「フランスの庭」トゥ
レーヌ地方はまた、穏やかなライフ
スタイル、優れたワイン、そして「最も
純粋なフランス語」を話す地域とし
て名高い。夏期を中心に野外イベ
ント多数。

Adresse : 36, rue Briçonnet - 
37000  Tours - FRANCE

Tel : +33 2 47 66 01 00

URL :  www.langues.com

m@il : info@langues.com  

空港名：パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス：CDG空港駅よりTGVでSaint 
Pierre des Corps 駅下車。またはパリ・
モンパルナス駅からトゥール駅への直
通TGV

送迎サービス：CDG空港への車での
出迎えサービスあり（有料）。トゥール
またはSaint Pierre des Corps駅への
出迎えは無料
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST - CIDEF
AANGERS ウエスト・カトリック大学CIDEFウエスト・カトリック大学CIDEF

アンジェジェジ 市の中心に位置するCIDEFは、ウエスト・カトリック大学所属の語学学校。設立は1947年。
毎年、非フランスンスン 語圏の60の国から1,500名の学生やフランスンスン 語教員を受け入れてれてれ いる。資格取得
を目指したプログラグラグ ムラムラ 構成。アメアメア リカ合衆国、カナダ、ダ、ダ日本、韓国の一部の大学との単位認定にも応じ
ている。会話クラスラスラ は小グルグルグ ープ制。教員による円滑かつかつか 定期的な学習評価シスシスシ テムテムテ など、ど、ど 生徒個人
個人を意識した学習サポートが充実。キャンパンパン スまでは、バスバスバ やトラムラムラ で移動も可能。

●年間の生徒数：1,300名
●レベル数：5レベル
●日本人学生の割合：13%
●1クラス上限人数： 25名（会話の授業は10名上限）

●学生の主な国籍：中国： 31%　米国：22%　韓国：5%

●主なコース
大学年度学期制（秋学期・春学期） –　4ヶ月　–　　21時間/週　
夏期講座（7・8・9月期） –　1 ヶ月　–　約20時間/週
短期集中講座（1月） –　3週間　–　約18時間～ 21時間/週

●サービス
設　　備：インターネット（Wi-fi）、コンピュータルーム、デジタルマルチメディアボードつき教室、大学図

書館、カフェテリア、医務室、住居相談窓口、コピーサービス、文化交流センター
課外活動：エクスカーション（ロワール古城巡り、モン・サン・ミシェル、サンマロ、ノルマンディ海岸、ア

ンジュー洞穴住居、ヴェルサイユ宮殿、ジヴェルニー、シャルトル、ピュイ・デュ・フー、モルビ
アン湾、カルナック、ヴァンヌなど）、料理アトリエ、ワイン・チーズ試飲・試食など。

特別講座：商業フランス語講座、旅行業・ホテル業フランス語講座、大学入学準備講座、DELF-DALF/TCF
対策

試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; CCIP
試験センター：TCF ; CCIP

●宿泊タイプ
ホームステイ（食事なし/食事つき）、ステュディオ（長期滞在者のみ・要相談）

【特 色】
アンジェ中心地近く、外国人・フランス人学生が利用するキャンパスは公園に囲まれ、駅、学食までは
徒歩15分という好立地。
アメリカ合衆国、カナダ、日本、韓国の一部の大学との単位認定にも応じている。
会話クラスは小グループ制。教員による円滑かつ定期的な学習評価システムなど、生徒個人個人を意
識した学習サポート。
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美しいフランス語と評判の、ロワー
ル川流域の中央に位置するアン
ジェ。13世紀の古城や多数の美術
館など文化的活力に満ち、かつモ
ダンな学生の街でもある。庭や公
園が点在する、緑豊かな生活環境。
パリからはTGVで1時間半。アン
ジュー演劇祭は必見。

Adresse : 3, place André Leroy BP 
10808 - 49008 Angers cedex 01 - 
FRANCE

Tel : +33 2 41 81 66 30

URL :  http://cidef.uco.fr

m@il : cidef@uco.fr  

空港名：パリ・シャルルドゴール
（CDG）空港

アクセス：CDG空港から直行のTGV
でアンジェ駅まで（2時間20分）

送迎サービス：ホームステイの場合は
ホストファミリーによるアンジェ国鉄
駅への出迎えあり

ROYOYO AYAY N CARELロワイヤンCARELロワイヤン
CAREL CENTRE AUDIOVISUEL DE ROYAN 

POUR L’ÉTUDE DES LANGUES

ポワティエ大学の教育監修下にある公立の教育機関CACAC RELは、外国人向けフランスンスン 語講座のみなら
ず、ず、ず 英語やドイツ語、スペスペス イペイペ ン語の教育も行なう、社会人や学生など様々な職業や年齢層に開かれかれか た
多言語学習センターであであで る。もちろんLabel Qualité FLE取得済みでみでみ 、で、で 職業訓練校に与えられるOPQF
も所有してしてし いる。授業だけでなく、住居手配や各種イベント、エクスカーションの企画にも力を入れてれてれ
いる。学校は国鉄駅から徒歩5分以内、商業地に程近い、ロワイヤンの中心地にある。

●年間の生徒数：3,100名
●レベル数：5レベル
●日本人学生の割合：1％
●1クラス上限人数：15名

●学生の主な国籍： ドイツ：14％　ブラジル：12%
 クェート：10%　スペイン：9%

●主なコース
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から –　25時間/週

●サービス
設　　備：教室（23室）、自販機（カフェ、サンドイッチ）、インターネット対応パソコン4台、バリアフリー構造
課外活動：スポーツ、パーティー、エクスカーション（ロシュフォール、ラ・ロシェル、ボルドーなど） 
特別講座：DELF/DALF準備講座（B1以上）、大学準備講座（B2以上）、教員向け養成講座など
試験対策：DELF; DALF
試験センター：DELF; DALF;TCF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝夕食付）、学生寮（夏期のみ）、アパルトマン（ルームシェアタイプ）、ステュディオ

【特 色】
多言語･国際的学習センター。
インテンシブな語学習得と会話力強化を保証する、マルチメディア機器やメソッドの活用。
海に面した快適な地理環境。
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芸術と歴史の都ロワイヤンは、人口
18,500人、フランス南西Côte de Beauté
の中の重要な港湾都市である。ジロン
ド川の河口と大西洋に面したこの町
は、豊かな日光のもと、さらさらの砂浜
での海水浴が楽しめ、19世紀以来保
養地として名高い。新旧の建造物のバ
ラエティも見所。スポーツや文化イベン
トの豊富な機会はもちろん、タラソテラ
ピーやカジノなど、年間を通して幅広い
年齢層や家族が楽しめる場所である。

Adresse : 48, boulevard Franck 
Lamy, Place Jean-Noël de Lipkowski  
BP219C - 17205 Royan Cedex - 
FRANCE 

Tel : +33 5 46 39 50 00

URL :  www.carel-royan.fr

m@il : info@carel.org  

空港名：ボルドー Mérignac 空港

アクセス：ボルドー空港からの場合は、シャ
トルバスでボルドー国鉄駅Saint Jeanまで
行き（45分程度）、急行でRoyanまで（途中
SaintesまたはAngoulêmeで乗り換えあり）
最短2時間程度。パリからの移動の場合
は、国鉄モンパルナス駅からまずTGVで
Angoulêmeへ、TER（急行）に乗り換え、
Royan駅まで最短4時間半程度。

送迎サービス：ホストファミリー宿泊を選択
した方のみ、ロワイヤン国鉄駅への出迎えあ
り。ボルドー空港への出迎えは、事前相談可
（有料）。
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ALLIANCE FRANÇAISE STRASBOURG EUROPE
SSTRARAR SASA BOURG アリアンス・フランセーズ・ストラスブール・ユーロップアリアンス・フランセーズ・ストラスブール・ユーロップ

アリアンスンスン ・フランセーズーズー ・ストラスラスラ ブーブーブ ル・ユーロップは、Qualité FLEを取得した信頼の置ける私
立のフランスンスン 語学校であであで り、DELFとTCFの試験センターでもある。2014年には84ヶ国から850名の
フランスンスン 語受講生を受け入れた。プログラムの質の高さと、サービスビスビ 精神旺盛なスタッフが自慢。総
合フランスンスン 語講座に加え、様々な目的や要望を持つ方には特別プログラグラグ ムラムラ の提案でフレキシブルブルブ に対
応する。語学力アップと文化理解をより効果的なものにするために、年間200以上の文化プログラグラグ ム
を企画し、ストラスラスラ ブーブーブ ルの文化・歴史遺産に触れながら生徒間やフランスンスン 人との交流も促してしてし いる。

●年間の生徒数：850名（2014年）
●レベル数：8レベル
●日本人学生の割合：3％（2014年）
●1クラス上限人数：16名

●学生の主な国籍： ドイツ：9％　スペイン：8％
 中国：6％　米国：6％
 イタリア：5％　ロシア：5％
 ブラジル：5％

●主なコース
総合フランス語インテンシブコース　 –　4週間　 –　20時間/週
夏の総合フランス語インテンシブコース　 –　2週間　 –　20時間/週

●サービス
設　　備：デジタルマルチメディアボードつき教室、カフェテリア、パソコンルーム
課外活動：夏期の文化・歴史遺産発見プログラム（2週間で18時間）
特別講座：専門分野の目的別フランス語講座（要相談）
試験対策：DELF ; TCF
試験センター：DELF ; TCF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（食事なし /朝食のみ /朝夕食付）、大学寮（2週間または4週間単位。夏期のみ）、
アパートホテル

【特 色】
フレキシブルなコース設定。
質の高い教育。
明るく反応の良い学校スタッフ。
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緑と自然が豊かなアルザス地方を代表す
る国際都市ストラスブールは、欧州議会や
欧州評議会といった重要な国際機関の本
部がある「ヨーロッパの首都」。歴史的にフ
ランスとドイツの文化が交差するこの地方
で、フランス語や文化を学ぶ意義は大き
い。およそ5万人の学生が学び、うち15％が
外国人という、大学都市でもある。ユネス
コの世界遺産に登録されたこの都市で
は、歴史的建造物や、演劇・コンサートなど
の文化イベントも充実し、存分に楽しむこ
とができる。学校は町の中心にあり、国鉄
駅からも徒歩5分。

Adresse : 8, rue Sainte Marguerite - 
67000 Strasbourg - FRANCE 

Tel : +33 3 88 75 62 55

URL :  www.afstrasbourg.eu/fr

m@il : information@alliance-
francaise-strasbourg.fr  

空港名：オルリー空港→ストラスブー
ル空港

アクセス：CDG空港駅より直通のTGV
でストラスブール駅まで（2時間30分
程度）。
またはパリ東駅（Paris Nord）から
TGVでストラスブール駅まで（2時間
20分程度）

送迎サービス：ストラスブール国鉄駅
への出迎え（要相談）

INSTITUT STRALANG
SSTRARAR SASA BOURG ストララングストララング

2009年創立の私立語学学校ストララング。グ。グ ストラスラスラ ブーブーブ ル大学との提携関係によって、て、て 生徒は現地大
学生と同等のさまざまざまざ なサービスビスビ を受けられる。
学校は大学キャンパンパン スや国際機関に程近い。全てのてのて レベルを対象に、有資格者の教師陣が、が、が 練りこま
れた指導法でフランスンスン 語・フランスンスン 文化講座を提案してしてし いる。9名までの少人数制で、で、で 対話しやしやし すい
明るい雰囲気を保ち、とりわけ会話力の向上と記述力の強化を意識した、コミュニケーション重視の
教育法を採用してしてし いる。明るく親身なスタッフによる、文化・課外活動の企画や、や、や 住居手配、各種手
続などのどのど 事務サービスビスビ も充実してしてし いる。

●年間の生徒数：200名
●レベル数：6レベル
●日本人学生の割合：1％
●1クラス上限人数：9名

●学生の主な国籍： イタリア：16％　トルコ：15％
 ドイツ：11％　ロシア：9％
 スペイン： 8%　ブラジル：7％

●主なコース
月単位総合フランス語スタンダードコース※　 –　4週間　 –　15時間/週
月単位総合フランス語インテンシブコース※　 –　4週間　 –　20時間/週
※それぞれ、学校指定の3ヶ月、5ヶ月、10ヶ月連続登録者への割引価格適用あり。
夏期（7・8月）フランス語スタンダードコース –　2週間または4週間　 –　15時間/週

●サービス
設　　備：インターネット、図書スペース、自習室、パソコン20台
課外活動：ボーリング、美術館巡り、映画鑑賞、国際機関訪問、エクスカーション（オー・ケニグスブー

ル城、イル川遊覧船など）
特別講座：商業フランス語、旅行業・ホテル業フランス語、医療フランス語、プロフェッショナル向けフラン

ス語（法律、国際関係など）
試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; TEF ; CCIP ; AF
試験センター：TCF ; TEF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室 （朝食のみ）、大学寮、ステュディオ・アパルトマン、ユースホステル

【特 色】
クラス最大9名の、生徒間のコミュニケーションがしやすい少人数グループ。
スムーズなレベルアップにつながる、対話型の指導と個 の々進捗チェック。
現地の映画館、オペラ、美術館、学生食堂、学生寮への居住など、さまざまな機関で学生料金が利用
できる、現地大学生と同等のステータスを持った学生カードを支給。
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アルザス地方の、そしてヨーロッパ
の「首都」ストラスブールは、若さと
エネルギーに満ち溢れた、歴史・文
化と学術の都市。UNESCOの世界
遺産に登録され、美術館、演劇、オ
ペラ、コンサート、フェスティバルな
ど日々芸術に触れられる、充実し
た主要都市。コンパクトながら、料
理、観光、レジャー、何でも楽しめ
る場所。

Adresse : 16, rue Jean-Henri Schnitzler- 
67000  Strasbourg – FRANCE 

Tel : +33 3 88 31 48 38

URL :  www.stralang.com

m@il : contact@stralang.com  

空港名：オルリー空港→ストラスブー
ル空港

アクセス：CDG空港駅より直通のTGV
でストラスブール駅まで（2時間30分
程度）。
またはパリ東駅（Paris Nord）から
TGVでストラスブール駅まで（2時間
20分程度）

送迎サービス：ストラスブール駅への
出迎えあり（有料）。
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UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ : CLA
BESASAS NÇÇON フランシュ=コンテ大学 CLAフランシュ=コンテ大学 CLA

1958年に設立された、フランシュ＝コンテ大学直轄の語学研修機関。フランスンスン 語の教育、研修、言語
研究を活動の柱とし、そのエキスキスキ パートとしてしてし 国内外から高い評価を得ている。約4,000平米の校舎
に32教室、FLE資格教員約60名、約70カ国から毎年数千名の語学留学生や研究者を受け入れる
ダイダイダ ナミックな学校環境。住居手配窓口やアクティビテビテビ ィ企画部門など、ど、ど 学生の生活や課外活動を積
極的に応援する。町の中心から徒歩10分、交通の便に優れたドゥー川沿いに位置。

●年間の生徒数：3,766 名（2014年）
●レベル数：6レベル
●日本人学生の割合：5.15％（2014年）
●1クラス上限人数：18名（ハイシーズン月単位インテンシブコース）

●学生の主な国籍： リビア：14％　中国：11.75％
 韓国：6.7％
 （国籍の比率は、海外大学との提携、
 プログラム、方針などによって毎年
 変わります）

●主なコース
学期制スタンダードコース　 –　13週間　 –　15時間/週　
月単位インテンシブコース　 – 　 4週間 –　23時間/週（平均）
学期制フランス語＋文明講座 –　14週間　 –　15～19時間/週
大学準備講座（7月または8月） –       4週間 –　20時間/週　

●サービス
設　　備：Wi-fi、インターネット対応パソコン、マルチメディアラボ、図書館、視聴覚機材完備自習スペー

ス、演劇・カンファレンススペース、テラス付きカフェテリア、各種自販機
課外活動：学生間交流会、ダンス、観劇、コンサート、映画上映を毎月多数企画。ウォータースポーツ

やスキーなどのスポーツイベント、エクスカーション、観光
特別講座：ビジネス・法律・旅行業・ホテル業フランス語、大学準備講座
試験対策：DELF ; DALF ; TCF
試験センター：DELF ; DALF ; TCF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（食事なし＋キッチン使用／朝夕食付）、ステュディオ・アパルトマン（夏期のみ）、
学生寮（要相談）、アパートホテル

【特 色】
各種フランス語試験センターとして、試験対策や資格取得のノウハウに長けている。
フランス教育省や外務省等、公的機関との提携という信頼性。
エキスパートとしての歴史：1958年設立、語学研修の国際的リファレンス校。
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7つの丘陵に囲まれ、ドゥー川湾曲部
に環状に形成された都市ブザンソン
は、2008年に城塞群がユネスコの世
界遺産に登録された、芸術と歴史の
街。森林や河川・湖など自然の彩りも
豊かで、ピクニックやスポーツが容易
に楽しめる。チーズ、ワイン、きのこ類、
果物、蜂蜜など、この地方ならではの
食文化も見逃せない。年間を通して音
楽や映画、現代文学などの文化イベン
トに力を入れている。

Adresse : 6, rue Gabriel Plançon - 
25000 Besançon – FRANCE

Tel : +33 3 81 66 52 00

URL :  www.cla.univ-fcomte.fr

m@il : cla@univ-fcomte.fr  

空港名：パリ・シャルルドゴール（CDG）
空港

アクセス：パリ・リヨン駅よりTGV直通
でブザンソンViotte駅まで（最短で2
時間30分）

送迎サービス：ホストファミリーによる
ブザンソン国鉄駅への出迎えあり（団
体の場合、空港への出迎え依頼は有
料にて相談）

CAVILAM – ALLIANCE FRANÇAISE
VICHY  カヴィラム=アリアンス・フランセーズ カヴィラム=アリアンス・フランセーズ

Adresse : 1, avenue des Célestins - 
03200 Vichy - FRANCE

Tel : +33 4 70 30 83 83

URL :  www.cavilam.com

m@il : info@cavilam.com  

クレルモン=フェラン大学と提携関係にあり、緑豊かな大学キャンパンパン スに優れた研修設備を持った、
フランス語教育のリファレンスセンターとしてしてし 40年以上の歴史を誇るカヴィヴィヴ ラム=アリアンス・フラ
ンセーズーズー 。ズ。ズ 受講生は、中・高・大学生から、成人（一般）、ビジネジネジ スマン、ン、ン フランスンスン 語教員、専門研究
員と幅広い。年間を通してしてし 、て、て フランス語集中講座をはじめ個人レッスン、ン、ン FLE教員向け講座、フラン
ス語＋ガストロノミー講座など様々なプログラムを提案。スポーツなどの課外活動も豊富。
DELF/F/F DALF、TEF、TCFの試験センターも兼ねる。ラベルQualité Frarar nçais Langue Etrarar ngèrerer を、を、を 教
育やサービスビスビ 内容などすべすべす てべてべ のてのて 項目においていてい 最高評価で取得した。

●年間の生徒数：3,600名
●レベル数：15レベル
●日本人学生の割合：7～ 8%
●1クラス上限人数：15名

●学生の主な国籍： ドイツ：11%　イタリア：9.7%
 中国：9.3％　スペイン：8.5％

●主なコース
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から　–　約20時間/週
スーパーインテンシブコース（個人レッスン4.5時間つき） –　1週間から　–　約24時間/週
総合フランス語＋英語コース  –　1週間から　–　約20時間/週
  　   （フランス語：週13.5時間、英語：週6時間）

●サービス
設　　備：図書館、自習用マルチメディア機器、インターネット、Wi-fi、カフェテリア、学食、コピーサー

ビス、ドリンク＆軽食自販機
課外活動：平日の夕方は、サッカー、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、ペタンク、乗馬、ボー

ト、ゴルフ、映画上映、名産品の試食・試飲など。週末はエクスカーション、観光の提案多数
特別講座：フランス語＋ガストロノミー講座、大学準備講座、プライベートレッスン
試験対策：DELF ; DALF
試験センター：DELF ; DALF ; TCF ; TEF 

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝食のみ／朝夕食付）、学生向けレジデンス、ステュディオ・アパルトマン、アパー
トホテル

【特 色】
FLE（外国語としてのフランス語）教育のリファレンスセンター。教師全員がFLE有資格者。
最先端の設備と独自の教育メソッド。
講座のレベル調整や宿泊先手配など、フレキシビリティーに富んだ個 の々事務対応。
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パリから3時間、リヨンへは2時間、
フランス中央に位置する温泉地・保
養地として有名なヴィシー。水の都
として知られるほか、ナポレオン時
代の文化遺跡もみられる。町全体
で180ヘクタールもの緑地と、アリ
エ川沿いには100ヘクタールの水上
スポーツ場も、また、18ホールのゴ
ルフ場がふたつ、町の中心から徒歩
圏内にあるという、とても健康的な
都市。

空港名：パリ・シャルルドゴール（CDG）
空港またはクレルモン=フェラン Aulnat
空港

アクセス：パリ・国鉄ベルシー駅から
急行でヴィシー駅（約3時間）、または
リヨンPart-Dieu 駅から急行でヴィ
シー駅（約2時間）

送迎サービス：クレルモン＝フェラン
Aulnat空港への出迎え（有料/事前の
相談が必要）。ヴィシー駅到着の場
合は無料での出迎え可能
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INFLEXYON
LYLYL ON アンフレクションアンフレクション

リヨンの中心に位置する、2006年創立のアンフレクション。ン。ン 創立から比較的若い学校だが、が、が「Qualité
Frarar nçais Langue Etrarar ngèrerer 」を取得するなど、ど、ど 着実に信頼を得ている。世界中から集まる外国人学
生たちの、活発な学習と出会い・文化交流の場であであで り、学生たちには、練りこまれた効果的な学習法
を楽しんでんでん 体験してしてし もらいながら、「フランスンスン 的な」生活を発見し体感してしてし いってほしいというのがこの
学校のポリシーであであで る。個々に違った学習目的や将来の目的を把握し、それに適った学習法を提案し
ていく。

●年間の生徒数：600名
●レベル数：8レベル
●日本人学生の割合：10%
●1クラス上限人数： 14名

●学生の主な国籍： 韓国：10％　スペイン：7.5％
 ブラジル：5％　ドイツ：5％
 メキシコ：5％
 （アジア：30％、北・南アメリカ：30％、
 ヨーロッパ：30％、その他：10％）

●主なコース
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から※　–　約20時間/週
総合フランス語インテンシブコース＋個人レッスン –　1週間から※　–　約22時間/週
※基本は月単位だが、週単位の登録希望も対応可能（ただし入門レベルは月単位最初の月曜日に限定）

●サービス
設　　備：パソコン、Wi-fi、語学研修ラボ、図書・自習室、DVDレンタルサービス、休憩室、電子レンジ、

各種自販機
課外活動：月に2回、文化・課外活動を無料で提案。映画・ダンス・演劇鑑賞の引率も随時企画、季節

ごとのパーティ（クリスマス、ガレットデロワ、ハロウィンなど）
特別講座：商業フランス語、人文・芸術・科学分野など大学・高等教育準備のニーズに対応（要相談）
試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; TEF
試験センター：DELF ; DALF ; TCF ; TEF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝食のみ＋キッチン使用／朝夕食付）、学生向けレジデンス、学生寮、ステュディ
オ・アパルトマン（長期滞在者向け）、アパートホテル

【特 色】
内容が豊富、完成された授業プログラム。各生徒の学習進捗を把握。授業は、総合フランス語と落ち
着いた環境で表現できる少人数制のアトリエで構成されている。
日本人スタッフによる、日本語での受付や現地での対応が可能。
夜はフランス人向けの外国語学校Lyon-Languesという別の顔！日本語を学びたいフランス人との出
会いを通して、フランス語会話レベルアップのチャンスがある。
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多彩な交通機関を持ちながら、それ
でいてコンパクトで移動がしやすい、
フランス第二の国際都市、リヨン。
UNESCOの世界遺産に登録されるな
ど旧い歴史・文化的遺産はもちろん、
芸術やワイン、ガストロノミーの中心
地として世界的に名高いこの町は、
学生にとっても暮らしやすく、フランス
ならではの生活を体感できる刺激で
いっぱいの場所である。

Adresse : 10, rue René  Leynaud – 
69001 Lyon - FRANCE

Tel : +33 4 78 39 77 02

URL :  www.inflexyon.jp

m@il : contact@inflexyon.com  

空港名：パリ・シャルルドゴール（CDG）
空港またはリヨンSaint Exupéry空港

アクセス：パリ・リヨン駅からTGV利用
（約2時間）
リヨンSaint Exupéry空港からローヌエ
クスプレス（所要時間約30分）

送迎サービス：リヨンSaint Exupéry
空港またはリヨン国鉄駅への出迎え
サービスあり（有料）

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

1984年創立、私立高等教育機関のアリアンスンスン ・フランセーズーズー ・リヨンは、世界136カ国に800の協
会があるアリアンスンスン ・フランセーズーズー のネットワークに属し、毎年、130カ国から2500名以上の留学生
を受け入れてれてれ いる。フランスンスン 語の学習には最適な環境であり、異文化交流の場でもあり続ける。コー
スはすべすべす てべてべ のてのて レベルが対象で、で、で 教育の質はもちろんのこと、住居手配サポートや課外活動などもあり、
留学生をしっかりサポートしてしてし くれる。

●年間の生徒数：2500名
●レベル数：17レベル（最大）
●日本人学生の割合：3.2%
●1クラス上限人数： 18名

●学生の主な国籍： 中国：9.8％　スペイン：9.6％　ブラジル：7.3％
 イタリア：4.6％ 　韓国：4.6％　米国：4.3％
 メキシコ：3.3％　ドイツ：3.3％
 英国：2.8％

●主なコース
総合フランス語月単位講座インテンシブ＋会話補強コース –　4週間から –　20時間/週
総合フランス語月単位講座インテンシブ＋筆記補強コース –　4週間から –　20時間/週（A2以上）
総合フランス語月単位講座インテンシブ＋文法補強コース –　4週間から –　20時間/週（A2以上）
総合フランス語月単位講座インテンシブ＋文法・筆記補強コース –　4週間から –　20時間/週（A2以上）

●サービス
設　　備：Wi-fi、自動販売機（飲み物、サンドイッチ、お菓子）、パソコン
課外活動：リヨン世界遺産巡り、ボジョレー観光、料理、フランスチーズ試食、ゲーム、シネクラブなど
特別講座：試験対策講座、言語アトリエ（会話、発音、文法、筆記）、ビジネスフランス語（法律、医療、

商業）、フランス語＋文化講座（美食、映画、演劇、マンガなど）
試験対策：DELF ; DALF
試験センター：DELF ; DALF ; TCF ; CCIP ; DAEFLE

●宿泊タイプ
ホームステイ（食事なし／朝食のみ／朝・夕食付）、ステュディオ／アパート（要相談）、学生寮（要相
談）、アパートホテル

【特 色】
5つの分野（対応、設備、運営、教育・研修）において、フランス各省から、質の高さを保証された語
学学校だけに交付される「Label Qualité FLE」を2008年に取得。
2013年、世界中にあるアリアンス・フランセーズネットワークでは初のユネスコラベルを取得。このラ
ベルは、尊重による平和と非暴力の文化、世界の文化理解を促進している証です。
2500平米の敷地内に、冷房完備・デジタルマルチメディアボード付き教室（17室）、図書館、マルチメ
ディアルーム、パソコン、などの最新設備。
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パリとマルセイユの間にあり、ヨーロッパの
ど真ん中に位置するリヨンは、地理的に恵
まれたロケーションを誇る。遺産が豊かで、
文化的要素のバイタリティがあり、ヨーロッ
パで最も戦略的に重要な地域の中心に位
置する国際都市である。傑出した建築、歴
史地区、フルヴィエールの丘、半島、クロワ・
ルースの斜面など、1988年にユネスコ世界
文化遺産として登録された。住民数に対し
最もレストランが集中している街の1つであ
り、卓越した革新的な美食の町の中心地で
ある。フランスの2番目に大きい学生の街で
もあり、人口は130万人を誇る。

Adresse : 11, rue Pierre Bourdan - 
69003 LYON - FRANCE

Tel : +33 4 78 95 24 72

URL :  www.aflyon.org

m@il : info@aflyon.org  

空港名：リヨンSaint Exupéry空港また
はパリ・シャルルドゴール空港（CDG）

アクセス：パリ・リヨン駅からTGV利用
（約2時間）、リヨンSaint Exupéry空港
からPart-Dieu駅までRhônexpress（30
分以内） 。Part-Dieu駅から学校まで
はトラムで15分程度。

送迎サービス：なし
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CILFA CENTRE INTERNATIONAL DE 
LANGUE FRANÇAISE D’ANNECY 

ANNECY CILFAアヌシーCILFAアヌシー
フランスンスン ・アルアルア プルプル スプスプ 山脈に臨むアヌシー市郊外のCILFAFAF は、1998年創立、1999年よりサヴォヴォヴ ワ＝モン
ブラブラブ ン大学との提携関係にあるフランスンスン 語学校。Label Qualité FLEの認定校であり、DELF/F/F DALFの
試験センターとしてしてし も機能する。アットホームな雰囲気を保ちながら、年間を通してしてし 語学講座や様々な
課外活動を催してしてし いる。受講生の年齢層も、17歳から82歳までと幅広く、年間55の国の受講生を
受け入れてれてれ いる。大学年度は3ヶ月制がメインで、で、で 夏期は月単位で開講してしてし いる（超入門を除き、週
単位でも登録可能）。

●年間の生徒数：265名（2014年実績）
●レベル数：4 ～ 6レベル
●日本人学生の割合：11.32％
●1クラス上限人数：12名

●学生の主な国籍： スペイン：14.3％
 ナイジェリア：10.18％
 米国：7.54％　ブラジル：4.9 ％

●主なコース
3ヶ月コース – 11週間 –　15時間または20時間/週　
夏期月単位講座（7･8月） – 4週間 –　15時間または20時間/週　
夏期月単位講座（9月） – 3週間 –　15時間または20時間/週 　　

●サービス
設　　備：Wi-fi（無料）、学習用パソコン６台、カフェテリア
課外活動：ガイドつきアヌシー市内観光（城、美術館、天文台など）、サヴォワ特産ワイン・チーズセミナー

（試食・試飲あり）、Reblochonチーズ製造者訪問、登山、アヌシー湖サイクリング・クルージン
グ、ペタンク、料理教室、映画上映（鑑賞後ディベートあり）、アヌシー市内芸術イベント鑑賞、
遠足（アヌシー郊外の自然散策、シャンベリーなど）

特別講座：FLE教員向け講座
試験対策：DELF ; DALF
試験センター：DELF ; DALF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝食のみ／朝夕食付）、学生向けレジデンス（7・8月のみ・要相談）、ステュディオ・
アパルトマン

【特 色】
スイスやイタリアに近く、美しい湖とアルプスの山々で魅了する、自然と文化遺産豊富なアヌシーのそ
ばというロケーション。
ひとクラスの上限人数が12名というコンパクトでアットホームな環境で、生徒の年代や国籍は多岐に
わたるインターナショナルな雰囲気。
サヴォワ＝モンブラン大学と提携関係にあり、年に数回DELF / DALF の受験もできる、信頼の置ける
フランス語教育機関。
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美しい山々に囲まれ、澄み切った
湖で名高いアヌシー。徒歩での散
策はもちろん、湖のほとりのサイク
リング、水上スポーツ、ロッククライ
ミング、ハンググライダー、そして冬
はスキーと、都会ではできない様々
な楽しみがここにある。シャモ
ニー・モンブランを通ればイタリア
へ、ジュネーヴまでは35kmと、フラ
ンス外の大観光地へのアクセスも
豊富。

Adresse : 3, rue des Martyrs - 
74940 Annecy-le-Vieux  - FRANCE

Tel : +33 4 50 09 15 44

URL :  www.cilfa.fr

m@il : info@cilfa.fr  

空港名：ジュネーヴ空港またはリヨン 
Saint Exupéry空港

アクセス：ジュネーヴ空港より高速バ
ス利用、あるいはリヨン Saint Exupéry
空港から高速バスまたは鉄道利用

送迎サービス：ホームステイの場合は
ホストファミリーによるアヌシー国鉄
駅への出迎えサービスあり

INSTITUT DE LANGUE ET DE CULTURE FRANÇAISES - 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON

LYLYL ON リヨン・カトリック大学ILCFリヨン・カトリック大学ILCF
リヨン・カトリック大学 ILCFは、リヨン・カトリック大学の文学・言語学部に属し、フランスンスン 語教育
の専門家チームによって構成されている。教育メソットは、会話に重点を置き、欧州共通基準
（CECRL）の進歩レベルを採用。教育省とパリ商工会議所認定の試験センターであであで り、様々な試験が
受けられる。2015年には、「ユネスネスネ コクラブ」ブ」ブ ラベルを取得してしてし いる。

●年間の生徒数：1470人
●レベル数：6レベル（1学期：25クラス）
●日本人学生の割合：9.5％
●1クラス上限人数：21名

●学生の主な国籍： 中国：18%　コロンビア：7%
 米国：5%

●主なコース
学期制インテンシブコース – 13週間 – 20時間／週
月単位インテンシブコース（2月、6月） – 4週間 – 18時間／週
夏季月単位インテンシブコース（7月・8月・9月） – 4週間 – 20時間／週

●サービス
設　　備：Wi-fi, コンピュータールーム、ラボ、カフェテリア、学食、体育館、医務室
課外活動：マルセイユ、アルルとカマルグ、アヴィニョンとマルシェ、ジュネーヴ、シャモニー、アヌシー、ボ

ジョレーのワイン畑、美術館巡りなど
特別講座：各種文化・文明講座（フランス語とファッション、料理、観光、宗教、ビジュアルアート）、プロ

フェッショナルフランス語（商業、法律、医療、科学）、大学準備講座
試験対策：DELF ; DALF ; CCIP 
試験センター：DELF ; DALF ; TCF ; CCIP

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝・夕食付、週末は3食／食事なし＋キッチン使用）、学生寮、ステュディオ・アパー
ト・ルームシェア（保証人要の場合あり）

【特 色】
個 の々特徴を把握した、段階的・進歩的な学習指導。
最適な学習環境：リヨンの中心、最新設備の施設（マルチメディア、大学図書館、ラボ、Wi-fiなど）。サー
ビスも充実（住居、健康、カフェテリア）
文化活動、スポーツ、旅行、フランス人との交流など様 な々アクティビティを開催。
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リヨンは何世紀にも渡り、ヨーロッパの
主要都市の1つであり、他の主要都市
から影響を受けながらも独自の発展に
うまく組み込んでいる。様々な時代を
反映し、貴重な財産は、歴史やルネサ
ンス時代を通じての古代文明を語る。
中心街は、ユネスコの世界遺産に認定
されており、130万人以上の人口を誇
る。リヨンの都市圏は、パリに継いでフ
ランスで2番目に大きい。リヨンとロー
ヌアルプ地方は、経済的にも非常に重
要であり、国内・国外共に影響を及ぼ
している。

Adresse : 23, place Carnot – 
69286 Lyon Cedex 02 – FRANCE

Tel : +33 4 72 32 50 53

URL :  www.ilcf.net/

m@il : ilcf@univ-catholyon.fr  

空港名：リヨンSaint-Exupéry空港、
パリ・シャルルドゴール（CDG）空港

アクセス：リヨンSaint-Exupéry空港
→ローヌエクスプレス（トラム）→
Part-Dieu駅

送迎サービス：空港または駅までの
出迎えサービスあり（有料）
ホームステイを選択された方は、ホス
トファミリーによる送迎あり（無料）

©
G

ill
es

 A
ym

ar
d

26 27



AZURLINGUA
NICE アズーリングア学校アズーリングア学校

ニースースー の中心に位置する« Label Qualité Frarar nçais Langue Étrarar ngèrerer »の認定校。明るく広 と々した
つくりの教室、空調つきの施設など、ど、ど 語学研修に最適な環境を保証してしてし いる。バリアフリーの建物は
快適な中庭に面し、授業の後にはそこで語らったり日光浴を楽しむ学生も多い。学校内の設備は各
種マルマルマ チメチメチ ディア機器完備（薄型TVTVT 、CD、DVD、インターネット）。学校内全体がWi-fiエリア。ア。ア

●年間の生徒数：4,100名（2014年）
●レベル数：11レベル
●日本人学生の割合：1%
●1クラス上限人数： 12名

●学生の主な国籍： ドイツ：11％　スペイン：11％
 イタリア：10％　スイス：10％

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース –　1週間から – 15時間/週
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から – 22.5時間/週

●サービス
設　　備：インターネットルーム、Wi-fi、ドリンク自販機
課外活動：半日観光または一日観光、ビデオ上映会、美術館巡り、ウォータースポーツ（ダイビングなど）
特別講座：エグゼキュティブプログラム、シニア向けプログラム
試験対策：DELF ; TCF 
試験センター：TCF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（食事なし／朝食のみ／朝夕食付）、ホームステイ “VIP”個室（朝食のみ／朝・夕食
付、専用バスルーム付）、学校内レジデンス（個室／二人部屋）、学生寮（夏期のみ）、アパートホテル

【特 色】
広 と々した快適な学校環境：学校と学生向けレジデンス“Campus Central”が入る大きな建物。敷
地の中央には大きな中庭があり、学生間の交流にも理想的な環境。
会話のレベルアップを重視した、適切なクラス人数編成（上限12名。インテンシブの会話グループレッ
スンでは上限8名）。
総合クラスは午前と午後の授業が日ごとに入れ替わる時間割。授業前の朝や、授業後の夕方に、ニー
スの街を最大限に楽しめるプラン設定を演出。
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ニースはヨーロッパ南部、フランス
最南東に位置し、アルプス、プロ
ヴァンス、イタリアが交差する交通
の要衝。コートダジュールを眼下に
望む風光明媚な街で地域経済の
中心地でもある。その地形と海風の
おかげで冬は穏やか、夏は暑過ぎ
ない特殊な「微気候」に属し、観光
地として絶大な人気を誇ってはや2
世紀。文化的、芸術的遺産にも恵ま
れている。

Adresse : 47, rue Hérold - 06000 
Nice - FRANCE

Tel : +33 4 97 03 07 00

URL :  www.azurlingua.com 

m@il : info@azurlingua.com  

空港名：ニースCôte d’Azur空港

アクセス：ニースCôte d’Azur空港から
ニース国鉄駅までのシャトルバス

送迎サービス：ニース空港またはニー
ス国鉄駅への出迎えサービスあり
（有料）
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ALLIANCE FRANÇAISE DE NICE
NICE アリアンス・フランセーズ・ニースアリアンス・フランセーズ・ニース

アリアンス・フランセーズーズー ・ニースースー は、市の中心に位置し、町の代名詞である海岸通りProror menade
des Anglaisからも、ニースースー 国鉄駅からも徒歩10分以内にある私立の高等教育機関。全面的に改装
された空調完備の学校設備で、で、で 毎年90ヵ国から1,700名以上の生徒を受け入れてれてれ いる。

●年間の生徒数：1,700名
●レベル数：14レベル
●日本人学生の割合：3%
●1クラス上限人数： 18名

●学生の主な国籍： ロシア：10％　イタリア：10％
 スペイン：8％　米国：7％
 英国：7％

●主なコース
総合フランス語インテンシブコース –　2週間から – 20時間/週
各種フランス語オプション※ –　2週間から – 2～ 4時間/週
（総合フランス語コースの補完講座。会話、作文、DELF/DALF試験対策など）

●サービス
設　　備：Wi-fi、自動販売機、パソコン、マルチメディア学習室（蔵書1,500冊以上、映画200作品以上）
課外活動：近隣の観光地へのエクスカーション（モナコ、カンヌ、サントロペ、エズなど）、美術館引率

（マチス美術館やシャガール美術館など）
特別講座：商業フランス語講座、作文講座
試験対策：DELF ; DALF ; CCIP ; AF
試験センター：TCF ; CCIP ; AF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝食のみ／朝夕食付）、大学寮（夏期のみ）、アパートホテル

【特 色】
優良教育機関の公的保証Label Qualité FLEを、全てのカテゴリで三ツ星取得。
エキスパートの講師陣による、個 の々進捗を細かく意識した指導。
親切な受付スタッフの対応に自信。
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多くの画家や小説家にインスピ
レーションをもたらした特別な気
候帯でも世界的に有名なコートダ
ジュール地方とその中心都市ニー
スは、文化・歴史遺産にあふれた、
留学先として理想的な場所であ
る。モナコ、サントロペ、カンヌにも
容易に訪れることができ、また市内
にはマチスやシャガールの美術館
など、芸術に触れる機会にも恵ま
れている。

Adresse : 2, rue de Paris - 06000 
Nice - FRANCE

Tel : +33 4 93 62 67 66

URL :  www.alliance-francaise-nice.com 

m@il : info@alliance-francaise-nice.com  

空港名：ニースCôte d’Azur空港

アクセス：ニースCôte d’Azur空港から
ニース国鉄駅までのシャトルバス

送迎サービス：ニース空港またはニー
ス国鉄駅への出迎えサービスあり
（有料）
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INTERNATIONAL HOUSE NICE
NICE インターナショナルハウス・ニース校インターナショナルハウス・ニース校

インターナショナルナルナ ハルハル ウスウスウ ニースースー 校は、総面積400平方メートル、8つの広 と々した教室で、で、で 主にヨーロッ
パ、日本、北米、南米から来る学生たちを迎えてえてえ いる。本館と別館があり、いずいずい れも交通の便が良い場
所にある。経験豊富な教師陣がオーディオ機器、パソコン、ン、ン オリジナジナジ ルナルナ テキスキスキ トを使いながら授業を行
う。週に40から60人、夏季は毎週120人の生徒が授業に参加してしてし いる。

●年間の生徒数：1,200名
●レベル数：5レベル
●日本人学生の割合：12%
●1クラス上限人数： 10名（ジュニア向けは15名）

●学生の主な国籍： スイス：12%　ロシア：10%　
 スウェーデン：9%　イギリス：9% 

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース –　1週間から – 15時間/週
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から – 約20時間/週
総合フランス語＋個人レッスン –　1週間から – 22.5時間/週
総合フランス語＋DELF/DALF準備講座 –　1週間から – 16～ 20時間/週

●サービス
設　　備：空調設備とオーディオ機器の整った教室（5室）、補助教室（10室）、ラウンジ （Wi-fiへのアク

セスと２台のパソコン）、レセプション、有料駐車場、図書館、ドリンクやスナックの自動販売
機、学校周辺のレストランやカフェ

課外活動：観光プログラムやグルメ企画などを随時提案。ニース市内案内（無料）、エクスカーション（カ
ンヌ、モナコ、アンチーブなど）、美術館訪問（マティス美術館、シャガール美術館、ピカソ美
術）、マリンスポーツなど

特別講座：商業フランス語、法律フランス語、医療フランス語など、要望に応じて対応
試験対策：DELF ; DALF ; TCF
試験センター：TCF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝夕食付）、レジデンス、アパルトマン（シェアタイプ）、アパートホテル

【特 色】
30年の歴史を誇る、経験豊富な教師陣を取りそろえた質の高い授業内容が自慢。
ニース中心地に位置する高級エリアに位置し、ショッピングにも便利、駅やビーチからも徒歩７分とい
う好立地。
12週間以上でお得な授業やホストファミリーの長期割引あり。フランス料理教室や、インターンシップ、
ファームステイなど豊富なプログラム。
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アルプ＝マリティーム県の県庁所在地で
あるニースは、フランスで５番目に大きな
都市。映画祭のカンヌ、王宮のあるモナ
コ、ピカソ美術館のアンティーブ、鷹巣村
のエズ、香水の街グラース、サン・ポール・
ド・ヴァンスやヴィルフランシュなど、コート
ダジュール地方の探索にも理想的なロ
ケーション。山と海に囲まれ、夏には水上
スポーツや野外スポーツを楽しむことが
でき（パラシュート、スキューバダイビング、
アスレチック、ハイキング等）、冬には、山で
スキーも楽しめる。

Adresse : 27, rue Rossini – 06000 
Nice – FRANCE

Tel : +33 4 93 62 60 62

URL :  www.ihnice.com /
 www.ihnice.com/jp 

m@il : info@ihnice.com  
 info@ihnice.net

空港名：ニースCôte d’Azur空港

アクセス：ニースCôte d’Azur空港から
ニース国鉄駅までのシャトルバス

送迎サービス：ホストファミリーまたは
シャトルバスによるニース空港または
ニース国鉄駅への出迎えサービスあ
り（有料）

CAMPUS INTERNATIONAL DE CANNES
CANNES カンヌ国際キャンパスカンヌ国際キャンパス

ポール・ヴァヴァヴ レリーによって1931年に設立されたカンヌ国際キャンパンパン スは、海岸に面した11,000㎡の
緑豊かなかなか キャンパンパン スで、で、で 校舎はもちろん寮施設などあらゆる設備が一体になった学校機関。年間を通
してしてし 、て、て 約50名のスタッフによる万全の受け入れ態勢を誇る。毎月のように多くの課外活動を企画してしてし
いる。ニースースー 大学とのコラボレーションのもと、キャンパンパン ス内でフランスンスン 人学生との交流ができる機会
も設けている。カンヌンヌン の中心街までも徒歩15分と程近い。学校前はバスバスバ 路線も充実し、カンヌンヌン や近郊
への移動も大変便利。2016年より、カンヌンヌン 国際カレッジから名称変更。

●年間の生徒数：2,024名（2014年）
●レベル数：15レベル
●日本人学生の割合：1.4%
●1クラス上限人数： 14名

●学生の主な国籍： イタリア： 31%　スイス：11％
 米国：9%　メキシコ：9%
 ノルウェー：5%

●主なコース
総合フランス語スタンダードプラスコース –　2週間から – 15時間/週
総合フランス語インテンシブコース –　2週間から – 18時間/週
総合フランス語インテンシブプラスコース –　2週間から – 21時間/週

●サービス
設　　備：学校敷地内Wi-fi対応、マルチメディア学習室（インターネット対応パソコン3台）、カフェテリ

ア・バー（軽食も可能）、レストラン（220席）、学校内寮（全120部屋。個室、二人部屋、
三人部屋、専用シャワー・トイレ付個室など）、フィットネスルーム、バレーボールコート

課外活動：エクスカーション（一日及び半日観光。アンチーブ、グラース、サントロペ、エクサンプロヴァン
ス、アヴィニョンなど）多数、バレーボール、サッカー、スキューバダイビング、チーズ試食・ワ
イン試飲、ボウリングなどレジャー多数

特別講座：商業フランス語、法律フランス語、FLE教員養成講座、文化・文明講座など
試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; CCIP
試験センター：TCF ; CCIP

●宿泊タイプ
学校内レジデンス（基本は二人部屋。学食にて朝昼食付き。オプションで個室、専用シャワー付、夕
食付なども可能）、ホームステイ二人部屋（朝食付。オプションで個室にも対応）

【特 色】
海岸の目の前、11,000平米の広大なキャンパスという心地よい環境。
入門から上級まで、年間を通して15レベルというバリエーションと、高い授業の質。
入校日は月2回のみ（入門者は月1回）と制限し、受講生の頻繁な入れ替わりを軽減。
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人口7万人の小都市ながら、世界三大
映画祭のひとつが催され、国際会議の
場としても頻繁に使われる、国際都市カ
ンヌ。コートダジュールの恵まれた気候
を満喫できる、滞在地として理想の場所
である。カンヌの代名詞の海岸通りLa 
Croisette、海岸、カフェテラスはもちろん、
旧市街やマルシェ、旧港など、趣のある場
所が多い。美しい後背地も見逃せないが、
アンチーブ、ニース、モナコ、さらにはイタリ
アまで、バスや電車で気軽に移動できる
のが魅力。

Adresse : 1, rue du Docteur 
A.Pascal - 06400 Cannes - FRANCE

Tel : +33 4 93 47 39 29

URL :  www.french-in-cannes.fr

m@il : info@french-in-cannes.fr

空港名：ニースCôte d’Azur空港

アクセス：ニースCôte d’Azur空港から
カンヌ（市役所前）までのシャトルバス
＋タクシー利用。またはカンヌ国鉄駅
からバスまたはタクシー利用。

送迎サービス：ニース空港への出迎
えサービスあり（有料）。
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ACCENT FRANÇAIS
MONTPELLIER アクサン・フランセアクサン・フランセ

Language Trarar vel Magazine（語学留学の業界誌）にて、て、て 世界中のエージェントや受講者が選ぶ、
2013年・2014年・2015年フランスンスン 最優秀校に選ばれる（Star Frerer nch Language School AwAwA ardrdr s）。
フランス教育省によるLabel Qualité Frarar nçais Langue Étrarar ngèrerer 認定校であり、授業やサービスの
質、総合フランスンスン 語講座、文化講座、DELF・DALF準備講座、フランスンスン 語＋フランスンスン 料理、課外活動
など高い評価を得ている。
毎年、レベルを問わず、ず、ず 70カ国から、2000人以上の留学生を受け入れてれてれ いる。モンペンペン リエの中心、有名
なコメディ広場のすぐ近くに位置し、最新の学習設備を誇る。生徒一人一人のニーズーズー に耳を傾け、け、け 個人
的な学習フォローアーアー ップに力を注いでいでい いる。

●年間の生徒数：2146名（2014年）
●レベル数： 15レベル（冬）
 20レベル（夏）
●日本人学生の割合：7.49%
●1クラス上限人数： 10名

●学生の主な国籍： ドイツ：11％　アイルランド：9.9％
 英国： 9.2% 　ブラジル：7.9%
 スイス：6.4%　スペイン：5.9％
 米国：4.5％

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース –　1週間から　–　　15時間/週　
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から　–　約22時間/週
総合フランス語＋試験対策コース –　1週間から　–　約20時間/週　

●サービス
設　　備：インターネット（Wi-fi）、パソコン、情報スペース（新聞・書籍・教材・CD・DVD） 、自動販売機
課外活動：エクスカーション（ニーム、ポン・デュ・ガール、アヴィニョン、セートなど）、試食・試飲会、

料理アトリエなど
特別講座：ビジネスフランス語、医療系フランス語、各種試験対策、料理フランス語、FLE教員養成講座、大

学準備講座、文化コース、フランス語＋料理アトリエ
試験対策：DELF ; DALF ; TCF 
試験センター：TCF 

●宿泊タイプ
ホームステイ個室 （朝食のみ/朝夕食付/食事なし・キッチン使用可）、学生寮（7･8月のみ）、学生向け
レジデンス、ステュディオ・アパルトマン（要相談）、アパートホテル

【特 色】
サービス精神あふれるスタッフによる受入態勢。フランス語学習から生活一般にわたるきめ細やかな
フォロー。
少人数制（1クラス平均8 ～10人）、生徒一人一人の声に耳を傾ける教育熱心な教師による質の高い
授業。
授業終了後の、情報スペース利用、無料チュートリアル、エクスカーションなどにも参加できる。
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8万人もの学生を受け入れる活気あふれる
都市モンペリエ。フランソワ・ラブレーが教鞭
を取ったモンペリエ大学医学部は、欧州で
設立された最も古い医学部として知られる。
南仏らしい旧い小道と、彩り豊かなマル
シェ・・・年に300日が晴天という恵まれた気
候のモンペリエでは、街歩きやテラスでのカ
フェが楽しめる。美術館、オペラ座、年間を通
して豊富な文化イベントといった大都市らし
さと、美しい山脈に近く、地中海の海岸へは
15分足らずと、豊かな自然も堪能できる。都
市の規模としては物価が安く暮らしやすいの
が魅力。

Adresse : 2, rue de Verdun - 34000 
Montpellier - FRANCE 

Tel : +33 4 67 58 12 68

URL :  www.accentfrancais.com

m@il : contact@accentfrancais.com  

空港名：モンペリエMéditerranée 空港

アクセス：モンペリエ空港からモンペリ
エ市内中心地までシャトルバスで15
分。パリ・シャルルドゴール（CDG）空港
からも直通TGVあり（約4時間）。

送迎サービス：ホストファミリー宿泊
（朝・夕食付）を選択した方のみ、モン
ペリエ空港またはモンペリエ国鉄駅へ
の出迎えあり（無料）

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

1889年に設立されたアリアンス・フランセーズーズー ・マルマルマ セイユ＝プロヴァヴァヴ ンスは、毎年85の国々から
900名以上の生徒を受け入れてれてれ いる。生徒たちは、観光や文化体験、フランスンスン の大学進学の準備、仕
事のため、など様々な目的を持ってこの地域に集まる。2007年には、公的保証であるQualité
Frarar nçais Langue Étrarar ngèrerer を取得した。住居手配サービスビスビ はもちろん、フランス語習得につながる
各種文化イベイベイ ントも企画してしてし いる。エクサンプロヴァヴァヴ ンスンスン に分校がある。

●年間の生徒数：900名
●レベル数：7レベル
●日本人学生の割合：8%
●1クラス上限人数： 17名

●学生の主な国籍： ドイツ：27％　スペイン：18％
 中国：17％　ブラジル：14％

●主なコース
総合フランス語インテンシブコース –　4週間 – 20時間/週
総合フランス語スタンダードコース –　4週間 – 16時間/週
夏期の総合フランス語インテンシブコース –　2週間から – 20時間/週

●サービス
設　　備：デジタルマルチメディアボード・プロジェクターつき教室、パソコン、Wi-fi
課外活動：文化アトリエ、エクスカーション
特別講座：医療フランス語講座、大学入学準備講座、商業フランス語講座など
試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; AF
試験センター：TCF ; AF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝食＋キッチンアクセス/朝夕食付）、学生向けレジデンス（女性限定）、ステュ
ディオ・アパルトマン、アパートホテル

【特 色】
生徒ひとりひとりを尊重した、アットホームで質の高い受け入れサービス。
フランス語教育エキスパートの教務責任者が率いる、モチベーションの高い講師陣。
優良教育機関の証としてのLabel Qualité FLE を、2007年より保持。
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プロヴァンス地方の中心都市マルセイユ
は、2013年のヨーロッパ文化首都であり、
2017年にはヨーロッパのスポーツ首都に
なることが決まっている、人口180万の大
都市。57キロメートルもの沿岸のうち、20
キロメートルが国立公園の岩の入江とい
うマルセイユは、紀元前600年頃に築かれ
たフランスで最も歴史の古い都市であり、
フランス一の漁港を誇る、他国からの移住
者が多い国際色豊かな都市。誰もが溶け
込みやすい庶民的な雰囲気があるこのフ
ランス第二の都市は、穏やかな気候で生
活しやすい。

Adresse : 310, rue Paradis – 13008 
Marseille - FRANCE

Tel : +33 4 96 10 24 60

URL : www.afaixmarseille.org

m@il : contact-mrs@afaixmarseille.org

空港名：マルセイユ・プロヴァンス空港

アクセス：マルセイユ空港からのシャト
ルバス→メトロ2号線Périer駅

送迎サービス：マルセイユ国鉄駅また
はマルセイユ空港への出迎えも相談
に応じる（要予約。有料）
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INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS
MONTPELLIER ヨーロッパフランス語学院ヨーロッパフランス語学院

とりわけオーラルラルラ コミュニケーションのレベルアルアル ップを重視する語学学校。レッスッスッ ンは平均7名のミニグ
ループで構成され、明るく広 と々した教室の中、熱心で経験豊富な講師陣の指導の下、和やかな雰
囲気で行なわれる。一般フランスンスン 語はもちろん、分野別の特別講座のアラカルト設定も随時相談に
応じている。年間を通してしてし 企画されるエクスカーションや文化活動で南仏の素晴らしさを発見できる
機会にも恵まれてれてれ いる。

●年間の生徒数：1,500名
●レベル数：5レベル
●日本人学生の割合：2%
●1クラス上限人数： 12名

●学生の主な国籍： スイス：21%　ドイツ：17%
 スペイン：13%

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース　 –　1週間から　 –　約16.5時間/週
総合フランス語＋会話力補強コース　 –　1週間から　 –　21時間/週
DELF・DALF試験対策コース　 –　4週間　 –　21時間/週（A2以上）

●サービス
設　　備：インターネット（Wi-fi対応）、パソコン3台、図書・情報スペース（新聞、書籍、教材、CD、

DVD）、各種自販機、広いテラス
課外活動：ガイドつき観光（モンペリエ市内及びラングドック地方、プロヴァンス地方）、観劇、スポーツ活

動、グルメ（ワイン試飲会など）、文化アトリエ（陶芸、ダンスなど）を随時企画
特別講座：個人レッスンを中心に、要望に応じて様 な々分野のフランス語専門講座をカスタマイズ（テスト対

策、大学準備、ビジネスなど）
試験対策：DELF ; DALF ; TCF ; CCIP
試験センター：CCIP

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝食のみ/朝夕食付）、学生寮（7・8月のみ）、学生向けレジデンス、ステュディオ・
アパルトマン、アパートホテル

【特 色】
歴史と文化の豊かな南仏屈指のロケーション。モンペリエ市内から地中海までは10km。
フランス外務省、教育省はもちろん、ソルボンヌ大学などフランス内外の数多くの大学から評価と信頼
を受けている、「Qualité Français Langue Etrangère」のリファレンスセンター。
生徒個人レベルの学習進捗状況を把握しやすい、大きすぎない学校環境。日本人の割合が少ないた
め、フランス語会話に集中できる。

1
2

3

地中海まで数キロ、ピレネー山脈とプロ
ヴァンスに挟まれた、ラングドック・ルシヨ
ン地方の中心都市、モンペリエ。千年の歴
史を有しながら、学生をはじめ若い世代
が多く活気あふれる、25万人規模の都市。
フランソワ・ラブレーが教鞭を取ったモン
ペリエ大学医学部は、欧州で設立された
最も古い医学部として知られる。文化遺
産、歴史的建造物のほか、食文化にも恵ま
れたモンペリエは、年間で300日もの晴天
が享受できる、南仏でもとりわけ理想的な
滞在先のひとつ。年間を通して芸術イベン
ト多数。

Adresse : 23, rue Saint Guilhem – 
34000 Montpellier  - FRANCE

Tel : +33 4 67 91 70 00

URL :  www.institut-europeen.com

m@il : info@institut-europeen.com  

空港名：モンペリエMéditerranée 空港

アクセス：モンペリエ空港からモンペリ
エ市内中心部まで、シャトルバスで15
分。パリ・シャルルドゴール （CDG）空
港からも直通TGVあり（約4時間）。

送迎サービス：ホストファミリー宿泊を
選択した方のみ、モンペリエ空港また
はモンペリエ国鉄駅への出迎えあり

TTOTOT ULOLOL USE ラング・オンズ・トゥールーズラング・オンズ・トゥールーズ
LANGUE ONZE TOULOUSE

1991年創立のラング・オンズンズン ・トゥールーズーズー は、サービスビスビ や教育の質が高く評価されたLabel qualité FLE
の認定校としてしてし 、て、て フランスンスン 語学習やフランスンスン 文化に溶け込める最適な環境を提供し、世界各国の幅広い年齢
層を受け入れてれてれ いる。19世紀の風情のある中庭付きの建物の中にあり、日当たりが良く広 と々した校舎は、
歴史的中心地にあるキャピトル広場から徒歩5分、メトロの駅やバス停までは徒歩2分とアクセスが便利。
フランスンスン 語の授業は、入門レベルから将来の大学進学に備えた長期の語学研修者、専門分野で使えるフラ
ンスンスン 語を学びたい方など、ど、ど 受講生のさまざまざまざ な要望に答えられるよう構築されてれてれ いる。フランスンスン 語教育の経験
が豊富で優秀な講師陣と事務スタッフが、が、が 受講生一人一人の要望を見逃さないよう努める。

●年間の生徒数：980名
●レベル数：5レベル
●日本人学生の割合：2％
●1クラス上限人数：12名

●学生の主な国籍： スペイン 21%　ドイツ/オーストリア：13％
 英国/アイルランド：10%　南米：9%
 米国/カナダ：8％

●主なコース
総合フランス語インテンシブプラスコース –　2 週間から – 20 時間/週
総合フランス語インテンシブコース –　2 週間から – 17 時間/週
総合フランス語スーパーインテンシブコース –　1 週間から – 24 時間/週

●サービス
設　　備：Wi-fi, 自動販売機、学習室（パソコン、映画、CD-ROM）、レンタルサービス
課外活動：トゥールーズ市内案内、美術館巡り、ガロンヌ川・ミディ運河クルーズ、エアバス工場見学、コ

ンサート、映画、討論会、試飲・試食（ワイン・チーズ）、スポーツ、エクスカーション（カル
カッソンヌ、アルビ、中世の村など）

特別講座：チュートリアル、DELF/DALF/TCF準備講座、大学準備講座、教員向け養成講座、料理アトリ
エ、ワイン醸造学フランス語など

試験対策：DELF ; DALF ; TCF 
試験センター：なし（ただし、各種テストの申込サポートあり）

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝夕食付/ 食事なし・キッチン使用/朝食のみ）、ステュディオ

【特 色】
個別の進捗サポート：少人数制（上限12名）、毎月のレベルアップのチェック、チュートリアル付き自
習サポート。
安心のアシスタンスサービス ： 滞在手続、銀行口座開設など、トゥールーズ長期滞在者のための各種
手続きサポート。
専門スタッフによる住居手配サービス。課外活動も充実。
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ピレネー山脈、大西洋、地中海沿岸地
方に囲まれたフランス南西部に位置
し、歴史遺産の豊かさ、情熱的な文化、
革新さが、穏やかに、そして心地よく調
和するトゥールーズは、フランス第二の
学生都市であり、ヨーロッパの航空産
業の首都である。「バラの色の街」とも
呼ばれるこの町は、活気があり、国際
色豊かで、創造性にあふれている。ミ
ディ・ピレネー地方の他に例のない観
光スポットや、温かな生活様式が体験
できる場所として人 を々魅了する。

Adresse : 10, rue des Arts - 31000 
Toulouse - FRANCE  

Tel : +33 5 61 62 54 58

URL :  www.langueonze.com

m@il : info@langueonze.com 

空港名：トゥールーズ・ブラニャック空港

アクセス：トゥールーズBlagnac国際
空港からトゥールーズ市内まではバ
ス（Navette Tisséo）で15～20分。
Jean-Jaurèsで下車。
空港からトラム利用の場合は、Palais 
de Justice下車。
学校最寄のメトロ駅は、A線のEsquirol
駅またはB線のCarmes駅。

送迎サービス：ホストファミリー宿泊を
選択した方のみ、日曜日の8時～23時の
間に限り、ホストファミリーによる市内の
空港または駅への出迎えあり（無料）。
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BORDEAEAE UX フランスラング・ボルドー校フランスラング・ボルドー校
 FRANCE LANGUE BORDEAUX
フランスンスン ラング・ボルドー校は、交通機関や商店へのアクセスが良い町の中心に位置する、アットホー
ムで活気あふれる語学学校。ボルドーらしい華やかなレストランやカフェテラスに彩られた
Quinconces広場やGambetta広場も近い。19世紀に建造された高級邸宅の広 と々した空間と中庭
が自慢。スタッフの歓迎ぶりも魅力。

●年間の生徒数：約800名
●レベル数：5～ 7レベル
●日本人学生の割合：14％
●1クラス上限人数：12名

●学生の主な国籍： ドイツ： 17%　ブラジル：16％　韓国：10％

●主なコース
総合フランス語スタンダードコース –　1週間から – 15時間/週
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から – 20時間/週
総合フランス語インテンシブプラスコース –　1週間から – 22.5時間/週 （A2以上）　
総合フランス語3ヶ月コース　 –  12週間 – 15～22.5 時間/週

●サービス
設　　備：9教室（空調完備）、交流スペース、中庭、自販機、パソコン、Wi-fi
課外活動：ボルドー市内観光、美術館（ガイド付き）、エクスカーション（サンテミリオン、メドック地方、

アルカションなど）、ボルドーワインとチーズの試食試飲会、料理アトリエなど
特別講座：フランス語＋ワイン、フランス語＋料理、ボルドー文化講座
試験対策：DELF ; DALF
試験センター：TCF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（朝夕食付/朝食のみ）、学生向けレジデンス（夏期のみ）、ステュディオ・アパルトマ
ン、アパートホテル

【特 色】
個人レッスンなど、個 の々ニーズに沿ったフレキシブルな学習提案。
ワイナリー訪問ありの、フランス語とワイン講座（期間限定講座）。
多様な文化・観光アクティビティ。
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フランス南西部に位置するボルドーは、
フランスでも9番目の規模を誇る大都
市で、言わずと知れたワインの世界的
名産地。そして、豊かな食文化でも大変
有名な場所である。毎年10万人の学
生を集める大学・学術都市でもあるボ
ルドーは、昼夜を問わず活気にあふ
れ、その生活文化は他地域に住むフラ
ンス人をも魅了し続ける。旧い歴史と
現代性が調和し、魅力的な建築物が
並ぶこの町は、ユネスコの世界遺産に
認定されている。

Adresse : 42, rue Lafaurie Monbadon - 
33000 Bordeaux - FRANCE  

Tel : +33 5 56 06 99 83

URL :  www.france-langue.fr/bordeaux

m@il : bordeaux@france-langue.fr 

空港名：ボルドー Mérignac 空港

アクセス：ボルドー空港から市内まで
のシャトルバスまたはタクシー利用。
パリ・モンパルナス駅からは、TGVで
ボルドーSaint Jean駅まで3時間強。

送迎サービス：ホストファミリー宿泊
を選択した方のみ、日曜日の14時～22
時の間に限り、ホストファミリーによる
ボルドーMérignac 空港またはボルドー
Saint Jean駅への出迎えあり。ホーム
ステイ以外の方は有料にて相談可。

BORDEAEAE UX アリアンス・フランセーズ・ボルドー・アキテーヌアリアンス・フランセーズ・ボルドー・アキテーヌ
ALLIANCE FRANÇAISE BORDEAUX AQUITAINE
アリアンスンスン ・フランセーズーズー ・ボルボルボ ドー校には、毎年94カ国からおよそ1,800名の生徒を受け入れてれてれ いる。
優良語学学校の証であるLabel Qualité FLEを三ツ星で取得した。有資格者で経験豊富な教師陣
が、が、が デジタルタルタ マルマル ルマルマ チメチメチ ディアボードを使って、て、て 活発な対話型の授業を展開してしてし いる。また、DELF/F/F DALF
やTCFなどのどのど 試験センターとしてしてし も、毎年およそ1,000名の受験者に対応してしてし いる。

●年間の生徒数：1,800名
●レベルまたはクラス数：10レベル
●日本人学生の割合：2％
●1クラス上限人数：16名

●学生の主な国籍： スペイン：18％　中国：10％
 イタリア：9％　米国：8％
 英国：6％　ブラジル：5％

●主なコース
総合フランス語インテンシブコース –　1週間から – 20時間/週
各種フランス語オプション（会話、作文、発音など） –　2週間から – 1.5～ 2時間/週
夏期の総合フランス語インテンシブコース –　1週間から – 20時間/週

●サービス
設　　備：自習室（パソコン8台）、図書・フランス語教材貸出、wi-fi、空調完備・デジタルマルチメディア

ボードつき教室、自動販売機、コーヒーメーカー、軽食販売、各種観光・文化イベント案内、
地方紙など

課外活動：市内観光、美術館引率、ワイン試飲・チーズ試食、料理アトリエ、エクスカーション（アルカ
ション、ピラ砂丘、サンテミリオン、メドックなど）

特別講座：作文・会話・発音ワークショップ、フランス語教員養成講座（夏期）、大学入学準備講座（夏期）
試験対策：DELF ; DALF
試験センター：DELF ; DALF ; TCF ; TEF

●宿泊タイプ
ホームステイ個室（部屋のみ／朝食付き／朝夕食付）、アパートホテル

【特 色】
優良教育機関の保証Label Qualité FLEを、教育プログラム、レセプション、学校経営、学校設備等
全てのカテゴリで三ツ星取得。
UNESCO世界遺産であり、2015年「訪れるべきヨーロッパの都市」第一位に輝いたボルドーの歴史
的中心街に位置。
ホームステイと文化・課外活動で、言語習得にどっぷり浸かる体験を保証。

1

2

3

UNESCOの世界文化遺産に登録され
ているボルドーは、2015年に「訪れるべ
きヨーロッパの都市」第一位に輝いた。
ガロンヌ川岸をぶらり散歩、18世紀の
魅力的な建造物との出会い、地方名物
の美味しい料理・お菓子、メドック、ポム
ロール、サンテミリオン、ソーテルヌなど
の最高級のワイン葡萄畑、アルカション
の美しい海岸など、ボルドーや近郊に
は独特の魅力があふれている。一度訪
れたら、とりこになって、離れられない町
になるだろう。

Adresse : 126, rue Abbé de l’Epée – 
33000 Bordeaux - FRANCE 

Tel : +33 5 56 79 32 80

URL :  www.alliance-bordeaux.org

m@il : af@alliance-bordeaux.org

空港名：ボルドー Mérignac 空港

アクセス：ボルドー空港から市内まで
のシャトルバスまたはタクシー利用。
パリ・モンパルナス駅からは、TGVでボ
ルドーSaint Jean駅まで3時間強。
学校へはバス1号線Gambettaバス停
下車。

送迎サービス：ホームステイの場合
は、ホストファミリーによるボルドー国
鉄駅またはボルドー空港への出迎え
可（7時～23時の間）
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（旧関西日仏学館）

〒162-8415 東京都新宿区市谷船河原町15
15 Ichigaya-funagawara-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8415

アンスティチュ・フランセ東京
INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

Tel: 03-5206-2500   Fax: 03-5206-2501
Mail：tokyo.enfrance@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/tokyo/enfrance/osl/

〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8
8 Izumidono-cho, Yoshida, Sakyo-ku, Kyoto 606-8301

アンスティチュ・フランセ関西
INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

Tel: 075-761-2105   Fax: 075-761-2106
Mail：kansai.enfrance@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/kansai/enfrance/osl/

フランス語学留学サポート OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES


