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En classe de FLE, l’enseignant est continuellement amené à prendre des décisions, souvent 
dans l’urgence et dans l’incertitude. 
Cette fiche, sans visée prescriptive, vous propose de réfléchir à quelques dilemmes 
auxquels vous êtes certainement confronté(e) dans vos pratiques pédagogiques, afin de 
vous aider à mieux connaître votre agir enseignant. 

 
 

 
 
 

 

研修先 

 

グルノーブル･アルプ大学附属フランス語教育センター、Le CUEF は大学のキャンパス内にあります。 

 (1491, rue des résidences - 38400 Saint Martin d’Hères). 
Université Stendhal-Grenoble 3 南門, bâtiment H. / CUEF 受付―日本式１階【H014】  
 

事務手続き、クラス分けテスト、授業開始日: 

【日時】2017 年 8 月 28 日（月） 8h30, 【場所】H014 

 
 
 

到着 – 移動について 
 

サンテクジュぺリ・リヨン国際空港にて 

リヨン国際空港とグルノーブルの宿泊施設間は Campus Franceが用意したタクシーにて送迎します。 

 

  
 
 
 

グルノーブル駅から CUEF へのアクセス (市街地経由) 

中央駅の前からトラムウェイ B 線の « Gières Plaine des sports »行き乗車、 « Condillac »下車. 
 

CUEF へのアクセス(bâtiment H - Stendhal de l’Université Grenoble Alpes) 

トラム B 線« Gières Plaine des sports »行き トラム C 線 « Condillac Universités »行き 

 « Condillac Universités »下車 

下記 3つの時間帯にて空港送迎を行っています。＊いずれもタクシーの出発時間の目安です。 

往路：8 月 26 日& 27 日：10:00, 13:00, 17:00. 

復路：9 月 23 日& 24 日：7:00, 11:00, 15:00. 

Campus France 短期フランス語学留学プログラム 

CUEF De Grenoble 

2017年 8月 28日―9月 22日 
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https://www.google.fr/maps/place/CUEF/@45.1898785,5.7738413,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb148157839bb7333!8m2!3d45.1906157!4d5.7749356 

 

TAG (グルノーブル都市圏交通網) – 運賃について : 

1回 : 1,50 € ; 10 回綴り: 14 € ; 30 回綴り : 39 €)  

1ヶ月乗り放題 (26歳未満 : 27.10 €/月). 

各停留所にチケットの自動販売機があります。乗車前に必ず購入しましょう。 

 

TAG サービスセンター 

大学方面に関して :トラム B 線または C線の« Bibliothèques universitaire »にあるキャンパス内の
Tabac-Presseの TAG サービスセンターへ 

市街地への移動に関して, トラム B 線- « Alsace Lorraine » 

 

路線や時刻表など、詳しい情報はＨＰへ http://www.tag.fr/ 
 

宿泊について 

ホームステイを利用する場合、渡仏前にホストファミリーとメールでやり取りをして、リヨン空港へ

の到着時刻、及び、ホストファミリー宅への到着予定時刻（空港から乗る送迎者の出発時刻から約 1

時間～1時間半後）を伝えておきましょう。  
＊ホストファミリーの連絡先は別途ご連絡いたします。 
＊電化製品用の変圧アダプターや、プラグを忘れずに持参しましょう。 
 
寮：Résidence Houille Blanche 
        90 avenue Jean Vallès 
        38100 Grenoble 
        Tel. : 33 (0)4 76 54 56 01 
        HP : http.//www.rhbgrenoble.com/ 
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注意 : 2017 年 8 月 28 日（月） 14 時 : 語学学校（CUEF）の職員が郵便局の窓口まで同行しますので、

ここで宿泊費を現金で受け取り、ホストファミリーまたは寮に直接支払います。支払いをしたら、

attestation de paiement（支払証明）または reçu（領収書）を発行してもらいましょう。 
 

食事 

 

夏季営業期間、学食ディドロ（Site Diderot）では現金またはクレジットカードでの支払いが可能で

す。 

https://www.crous-grenoble.fr/restaurant/ru-diderot-traditionnel/ 

 
 

生活便利情報 
 

銀行 

銀行の営業時間は土日・祝日を除く平日の 8 時半～12 時、14 時～16 時半です。 

 

郵便・電話 

本プログラム利用学生は寮の住所を使うようにしてください。 
また、学生の人数が多いため、学校による電話の取次ぎはできません。 

重要なメッセージのみ、伝達されます。 

 

気侯 

フランスの南東に位置するグルノーブルは、内陸性気候と地中海性気候、双方の影響を受け、夏はか

なり暑くなりますが乾燥した気候です。四季の寒暖差はフランスの中でも顕著で、周囲の高い山々が

夏場に涼しさをもたらす風をさえぎり、夏の気温が 35 度を超えることはしばしばで、41 度もの記憶

的な高温の日が続くこともあります。また、他の地域と比べても 1 日の寒暖差が大きいのが特徴で、

日中は強い日差しを受けて気温が上昇しますが、朝晩は冷え込むことも少なくありませんので、厚さ

と寒さの両方に対応できるような服装を準備しておくと良いでしょう。また、周囲の山への遠足に備

えて、長袖の衣服や歩きやすい靴も持参しましょう。 
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プログラムについて 
 

クラス分けテスト : 2017 年 8 月 28 日（月）8 時半 

2017 年 8 月 28 日- 9 月 1 日は、本プログラム専用の授業が行なわれ、 

2017 年 9 月 4 日～22 日から一般フランス語集中講座となります。 

 
ID とパスワード 
インターネットルームＫが利用できます。WIFI（MOODLE）へのアクセスに必要な情報は、建物
H104 にある CUEF の受付でもらえます。 
 

学生証 

受け入れサービス担当からお渡しする学生証は期間中、授業を受けたり、イベントなどに参加するた
めに必要なだけでなく、映画などで学生割引を受ける際にも提示できます。 
作成の際には 2 枚の証明写真が必要です。 (20 x25 mm) 

 
授業の修了証書 
授業の最終日に、到達したレベルを示した修了証明書を発行します。 

 
授業の質の保証 

CUEF は大学附属のフランス語教育機関であり、その立場において、授業に真面目に取り組む受講者

に対して、語学能力の確実な向上を保証します。 

 
課外学習 
受講プログラムの一環として、様々なテーマを元にグルノーブルの街を巡る、参加型の文化アクティ
ビティが行われます。参加費用は受講料に含まれています。 
 
文化アクティビティ・レジャー 

近隣や遠方へのエクスカーション、ソワレやショー、グルノーブルの街のガイドツアー、スポーツな

ど、様々な文化アクティビティやレジャーに参加が可能です。 

毎月末には、CUEF の学生が全員参加する盛大な多国籍パーティが開催されますので、ぜひ盛り上げ

に協力してください。これらのアクティビティに関するパンフレットは CUEF 到着時にお渡しいたし

ます。 

 

Bon séjour au CUEF de Grenoble ! 
詳細については : 

CUEF : www.cuef.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Université Grenoble Alpes : www.univ-grenoble-alpes.fr Ville de Grenoble : www.grenoble.fr/ 
 

連絡先：Mme Rose-Marie SARAIVA 

               rose-marie.saraiva@univ-grenoble-alpes.fr 

               partenaires.cuef@univ-grenoble-alpes.fr 

               Tel. : 33 (0)4 76 82 41 69（オフィス） 
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キャンパスマップ 

大学全体図 
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CUEF へのアクセス 
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CUEF  Bâtiment H へのアクセス 
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