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フランスは
外国人留学生受け入れ
世界第4位、
英語圏以外の国では
世界第1位
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国際化を掲げて
フランスの高等教育機関は国際化戦略を推進し、留学
や国外でのインターンシップ、英語で学ぶコースやジョ
イントディグリー、Erasmus+をはじめとする国際交流
プログラムや国際的なラベルの取得、海外キャンパス
の設置などを推し進め、フランス人学生のみならず、留
学生が国際規模でのキャリアを構築できる機会を創り
出すことに努めています。 



2017年には、323,933人もの外国人学生がフランスの高等教育機関に留学しており、
フランスの高等教育機関で学ぶ学生全体の約12％を外国人留学生が占めています。

Choisir la France
いまなぜフランス留学 ?

高度な研究 
フランスは長きにわたる学術研究の伝統
と革新的な科学技術によって、宇宙科学、
交通、電子工学、通信工学、化学、バイオテ
クノロジー、医療、数学など、実に多岐にわ
たる分野での研究開発の業績が世界的に
も高い評価を受けています。国際的な学術
賞の受賞数がこのことを物語っています。 

14名のフィールズメダル受賞者（最近で
は2014年受賞のArthur Avila）を輩出して
いるフランスは、アメリカに次いで第2位の
数学国です。
フランスは、ノーベル賞受賞者で世界第

4位、特許の登録数では欧州第4位です。

多様で質の良いプログラム  
74の大学、200を超える工学系グランゼコ
ール、150の経営学系グランゼコール、120
の公立美術大学、20の建築大学があり、更
に、3,000校にも及ぶ専門知識教育に特化した
教育機関が、社会福祉・医学隣接部門・観光・
スポーツ・ファッション・デザインなど各産業セ
クターに欠かせない教育を行なっています。
英語で受講ができるプログラムもますます充
実しており、1,300を超えるプログラムがありと
あらゆる分野をカバーしています。
これらの高等教育機関はフランス全土にあ
り、質の高い教育を全ての地方で受けること
ができることもフランスの高等教育の強みと
言うことができるでしょう。

質の高い教育を保証するために
フランスは国家予算の多くを高等教育支援に
充てています。国内総生産（GDP）の5.6％に
当たる予算が教育の支援に充てられています
（OECD加盟国の平均は5.3%）。「未来への投
資」としてイノベーションと学術研究に220億
ユーロの資金を投じています。公立教育機関
においては国家が直接多額の補助を行い、教
育資金の大部分を負担しています（年間学生
一人当たり14,000ユーロ以上）。この制度によ
り、世界でも最も学費の安い国の一つであり
ながら、フランス国内はもちろん、国際的にも
認められた学位の交付が保証されているの
です。 

留学生とフランス人学生との間に、全く区別
はありません。国籍に関わらず、入学条件をは
じめ、交付される学位、登録料も全て同じで
す。
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フランス･ガイド　　　　
　フランス観光開発機構
　　公式サイト
www.france.fr

フランス国土地理院（IGN）
ポータルサイト
www.geoportail.gouv.fr/
accueil  

観光協会　観光案内所 
www.tourisme.fr

フランスは
世界随一の
観光大国



ヨーロッパの中心、フランスに住むメリット
確かな生活の質
学生には、日常生活のあらゆる面で様
々な支援や割引があり、生活の質が保
証されています。近代的な医療システ
ム、快適な公共交通手段、住宅補助、
学食（RU）、文化・スポーツ施設割引な
ど･･･。ひとたび都会を離れれば、変
化に富む自然の豊かな景観にも恵ま
れ、海から山まで、あらゆるレジャー
を満喫することができます。.

溢れる文化の魅力
文学、映画、美術、演劇、オペラ、カ
フェ、ガストロノミー、そしてファッ
ションが日常に溢れ、フランスが文
化の面で果たしている大きな役割
を物語っています。年間を通して、
特に夏季に企画されるイベントや
フェスティバルの数々は、世界の多
様な文化に向けて発信されるフラ
ンスのダイナミズムの表れです。.  
http://francefestivals.com

欧州の交差点 
フランスは9ヶ国と国境を接し、ヨー
ロッパを知るには最適な地理的条件
を満たしています。週末や長期休暇に
は、近場のアムステルダム、ベルリン、
ブリュッセル、バルセロナ、ミュンヘン、
ミラノへと足をのばして、ヨーロッパ
をたっぷり楽しむことができます。
欧州レベルでのプログラムも発展を
見ており、欧州諸国から多くの学生を
受け入れ、彼らにフランスでの新たな
発見と学びの絶好の機会を提供して

います。

国際言語であるフランス語
五大陸32ヶ国の公用語であり、世界の2
億7,400万人以上もの人が話しているフ
ランス語は、英語、ドイツ語と並ぶEU圏
のビジネス言語であり、EUの3つの主要
都市ブリュッセル、ルクセンブルク、スト
ラスブールでもフランス語が日常的に
話されています。更に、ビジネスにおい
ては世界第3位、国際報道においては世
界第2位の言語となっています。
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Campus France - フラン
ス政府留学局はあなたの
フランス留学計画の成功
を応援します

Campus Franceは、フランス
の高等教育や渡仏後の生活
に関する情報提供・オンライ
ン応募申請・出発準備まで、
あなたの留学準備の全ての
ステップに必要な情報を提
供します。Campus Franceパ
リ本局は、フランス政府給費
留学生へのサポートも行っ
ています（奨学金の管理、教
育機関への登録や住居に関
するサポート等）。

フランス政府留学局のサイト
campusfrance.org と各国の 
Espaces Campus Franceが
拠点となっています。

• campusfrance.org：
情報収集、コースの選択（学
士・修士・博士）、オンライン
応募申請・留学準備・留学資
金に関する情報など 

• Campus Franceのネッ
トワーク：
世界120ヶ国、250ヶ所以上
の拠点で、あなたの留学の
サポートをします。

campusfrance.org
>Où trouver Campus France 
près de chez vous ?

（日本支局サイト：
www.japon.campusfrance.
org）



フランス高等教育の学位・資格は、ヨーロッパ共通のシステム（LMD 
学士・修士・博士制）に沿って構成されており、取得するためには、高
等教育機関に入学した時点から、履修し習得したと認められた年数
や学期数、およびそれに準ずるECTS（European Credits Transfer 
System）* 単位が考慮されます。

 大学の学位は、どの大学で交付され
たものでも同等の価値をもつ国家資
格です。

 Titre d’ingénieur（エンジニア資格）
はMasterと同等の国家資格で、それ
を交付する教育機関はCommission 
des Titres d’Ingénieur （CTI エンジニ
ア資格委員会）によって権限を与えら
れています。.

国家の認定を受けた商学・経営学系
グランゼコールでも同等の資格を取
得することができます。その資格はフ
ランス高等教育・研究・イノベーショ

ン省によって認定され、国際的なラ
ベルや認定証を受けているものもあ
ります。

 美術大学、職業教育の教育機関から
も同様に国家に認証された資格が交
付されます。

  Licence（学士）　= 6 学期 =  180 ECTS 
   (Baccalauréatあるいはそれと同等の資格 + 3 年)

  Master（修士）　= 10 学期 =  300 ECTS （L+M）
   (Baccalauréatあるいはそれと同等の資格 + 5 年)

  Doctorat（博士） = 16 学期 = 480 ECTS（L+M+D）
   (Baccalauréatあるいはそれと同等の資格 + 8 年)

ノート
ENIC-NARIC （European Network of Information Centre in the Europe Region, 
National Academic Recognition Information Centre in the European Union）の
センターでは、EU諸国で取得した学位について、フランスの高等教育システムのどのレベ
ルに相当するかを示す証明書を発行することができます。
ENIC-NARICネットワーク:  www.enic-naric.net
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フランスの学位・資格

フランス
高等教育機関の
学位･資格は
国家が保証する
ものです



学位・資格 LMD（学士・修士・博士）システム
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É C O L E S  D O C T O R A L E S

参考
留学生も、一定の入学条件を満たしていれば、フランスの高等教育機関への編入を申請す
ることができます。
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学
年

中等教育修了＋バカロレアあるいはそれに相当する資格＝高等教育機関への入学

*Crédits ECTS （European Credit Transfer System 欧州単位互換制度）：ヨーロッパ圏内で、履修・取得した単位を
移行できるシステムです。（一年は60ECTS）
www.agence-erasmus.fr/pages/ects

18 セメスター
(Bac+ 9 )

博士
16 セメスター

(Bac+ 8 )
480 ECTS

12 セメスター
(Bac+ 6 )

修士
10 セメスター

(Bac+ 5)
300 ECTS

学士 
6 セメスター  

(Bac+ 3)
180 ECTS

4 セメスター 
(Bac+ 2)

120 ECTS

• 国家認定医学号博士

• 博士号
Master、または同等の学位
を取得した後、大学に所属
するEcole Doctoraleで博
士課程を修了し、博士号を
取得することができます。

• 歯科国家博士資格
• 薬学国家博士資格

・修士号
・エンジニア資格

• 学士
• 職業学士

• 大学短期技術教育資格
                              (DUT)

• 専門修士 (MS)
• Executive MBA 

・Master of Business Admi-
nistration（経営学修士） - MBA
・Master of Publice Adminis-
tration（公共経営修士） - MPA
・エンジニア資格
・経営系グランゼコールの授与
する学位
・グランゼコールの授与する学位

• グランゼコール1年次に入学
• グランゼコール予備学級　 
　　　　　　　　(CPGE)

• HMONP (独立建築士資格)

• 美術大学の学位 (DNSEP)
• 国家認定建築士（DEA）　
• 専門学校の付与する学位（医療
隣接分野、社会福祉、観光など）
・ 応用美術大学の学位（DSAA）

・ 美術大学の学位（DNA）
・ 建築の学位（DEEA）

• 美術大学の学位 (DMA)
• 上級技術者免状 (BTS, BTSA)
(高校に設置された上級技術者
養成課程で取得)

グランゼコール
経営系
工学系総合大学

美術大学
建築大学

その他の教育機関



    

BTS - BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR　高等技術者免状  
BTS（120ECTS）は国家認定の職業資
格であり、造形美術、工業、製造業や第
三次産業関連の90種の専門分野につ
いて交付されます。BTSは通常、高等
学校に併設されたSection de Techni-
cien Supérieur（STS 高等技術課程） 
において、2年間の課程で行われ、専
門職としての即戦力となる教育を提供
します。
BTS関連分野のリスト ：
www.sup.adc.education.fr/btslst/

農業および農産物加工産業分野の
16種の専門分野においては、Brevet 

de Technicien Supérieur Agricole 
（BTSA）取得準備のコースが設けら
れています。
www.chlorofil.fr/diplomes-et-refe-
rentiels/formations-et-diplomes/
btsa.html

ノート
•Classe préparatoire adaptation technicien supérieur　
高等技術取得準備コース （prépa ATS）
ATSはBTS、BTSA、DUTのいずれかを既に取得した学生を対象にした、科学や経済分野に
関する1年の準備コースで、工学、農学、獣医学、または経営分野のグランゼコールに編入が
可能な学業の習得を目的としています。
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DIPLÔMESLES

NATIONAUX PROFESSIONNELS

NIVEAUX L2 ET L3
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学士課程2年、3年に相当する
国家認定の職業資格
グローバル経済の拡大に伴い、より高いスキル、高度な専門知識とノ
ウハウを備えた即戦力が雇用市場から求められています。この市場の
ニーズに応えるため、フランスの高等教育では、新たにLicence（学士
課程）レベルの資格を創設しました。理論と実践を融合させるべく、優
れた技術水準を保証する役割を担っています。

理論と実践を
一体化させ、
雇用市場で
即戦力に
つながる、
学士レベルの
ディプロム



DUT - DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
大学短期技術教育免状
DUT（120ECTS）は国家職業資格であり、大学組織の一部であるInstitut Univer-
sitaire de Technologie（IUT 技術短期大学）で取得準備が行われます。DUT取得
に備える期間は2年間で、第三次産業、または技術産業の25種の専門がありま
す。この専門職訓練教育課程では、多くの場合実務研修が必須です。課程修了
後、そのまま就職への道が開かれていますが、工学系や、商業・経営系のグラン
ゼコール、Licence professionnelleへの進学も可能です。
フランス国内にある113校のIUT ：www.iut-fr.net

LICENCE PROFESSIONNELLE　職業学士
2年間の高等教育を修了した後、1年間で国の認定するLicence profession-
nelle（職業学士号）を取得することができます。この課程は大学またはIUTに
設置されています。 
Licence professionnelleの課程は、職業実地研修と企業から招致された講師
による教育によって、就職のための最良の資格取得が可能なコースのひとつ
です。農業・商業・産業、経営・サービス･･･など、セクターや専門分野に分かれ
て、173の異なる専攻の173の異なる専攻のLicence professionnelleがありま
す。Licence professionnelleのリスト：
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20181/licence-professionnelle.html

フランス高等職業教育の
オンラインカタログ

www.campusfrance.org  
>Etudiants>Etudier 
>Les formations>Catalogue 
des Licences

フランス高等教育のオンライン
カタログで、全てのBTS、IUT、 
Licence professionnelle を提供
している教育機関の住所や連絡
先を調べることができます。

Les fiches Diplômes
ディプロム情報 
www.campusfrance.org  
> Ressources documentaires 
> Offre de formation,   
   domaines d’études  
   et de recherche 
> Fiches Diplômes

BTS、IUT、Licence professionnelle、
IAE、Masterprofessionnel（専門
修士）など、それぞれの特徴と取
得方法、履修条件などについて
紹介します。 
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学士課程2年、3年に相当する
国家認定の職業資格



フランスにおける学術研究の優位性
 フランスの出版物の影響力は世界第4位を誇る。
 国内における研究開発費用が4,500万ユーロとOECD諸国中第5位
 物理、数学、生物学、ナノ、バイオテクノロジーの分野では世界第3位。.
 宇宙開発研究費においてはアメリカについで2位。

フランスの研究の国際化
 公的機関における研究者の17％、企業では5％が外国人研究者。
  フランスの主要研究機関は世界に250以上もの拠点を持つ。
 研究における国際協力は、イギリス、ドイツをおさえて、世界でも第1位。
  欧州の研究・革新的開発フレームワーク“Horizon2020”において3番目に多い
約11％の予算を享受。

博士課程における教育 
博士教育は、博士課程（école doctorale ED）に設置された研究チーム（équipe d’ac-
cueil EA）、または混合研究ユニット（unité mixte de recherche UMR）内において、博
士論文指導教授の監督の下で行われます。
博士課程への登録を希望する場合は、大学の博士課程に直接申請を行います。

博士課程の教育資金
多くの場合、博士課程への登録には博士論文のための研究資金の準備が必要です。

 Contrat doctoral （博士契約） : 期間は3年間、正規の労働契約と同様の全ての社会
保障と最低限度額保証付の手当（月に約1,768ユーロ）が給付されます。 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr>Enseignementsupérieur>Doctorat> 
le financement doctoral>Contrat doctoral  

 Conventions industrielles de formation par la recherche 
   （CIFRE、研究を支援する企業内教育協定）
博士課程に属する研究チームと組んで企業内で論文を準備します。企業と博士研究者
の間には雇用契約が3年の期間で交わされ、約1,958ユーロ/月の給与が企業側より支
払われます。  www.anrt.asso.fr

 Cotutelle Internationale de thèse （博士論文の国際共同指導）
フランスと外国の、双方の高等教育機関間の協約により規定されるもので、定められ
た方式に則り、渡航費の補助金が支給される形で、博士論文執筆者は母国とフランス
の両方で論文準備を行うことができます。

12

FORMATIONLA

DOCTORALE

Choisir la France
いまなぜフランス留学 ?

博士課程では
学生の41.1％が
外国人学生で、
世界で最も
多くの留学生を
受け入れて
います

博士課程
修士号、または同等レベルの資格を持つ全ての学生は博士課程の登
録候補生となることができます。原則3年間のカリキュラムで、博士論
文の公開口述審査ののち博士号を取得できます



Campus Franceはフランスでの研究計画や博士課程での
留学をかなえるための情報をオンラインで提供しています。   
www.campusfrance.org>chercheurs

博士課程コースのカタログ 
270のEcole doctoraleが提供する博士課程のプログラムの情報に関するポータル
 カタログでは、キーワード、地方別、分野別検索の検索が可能
  Ecole doctoraleに関する全ての情報：研究軸、受け入れに関する基準や連絡
先、受け入れ態勢、提案されるテーマ、研究資金に関して、国際的な側面、研究
ラボのコンタクト

論文テーマ、ラボでのインターンシップ、ポスドクに関する
検索エンジン  
  博士契約、企業内CIFRE、外国政府による奨学金プログラムなど、教育資金に
よる検索

  研究所におけるインターンシップのオファー
 ポスドク向けのフランスの研究所での勤務などのオファー

研究に関するインフォメーションシート  
  Fiche «  Recherche  »：分野ごとのフランスの研究の長所などをテーマ別に知る
ことができる  

  Fiches « Recherche Etablissement »：機関ごとの研究テーマや態勢に関する詳
細情報

  Guide de la Recherche：フランス全体の研究の機能を理解し、フランスの博士
課程での研究計画を成功に導く

メモ　CAMPUS FRANCEのサイトが生まれ変わりました！ 
Campus Franceの新しいサイトでは、研究者のためのポータルを設け、フランスでの研究
全般に関する情報を提供しています。

メモ ERASMUS+ 
教育や若者の育成、スポーツのためのEUの新たなプログラムで、総合予算147億ユーロの
うち、77.5％が教育に充てられています。Erasmusを継続しつつ、更に効果的で刷新的なプ
ログラムを目指し、博士課程にも大きく開かれています。 www.erasmusplus.fr
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大学では全ての研究分野のコー
スを受講することができます
基礎科学（数学・化学・物理学・生物
学･･･）、科学技術（情報通信・エンジ
ニアサイエンス・電子工学・材料工
学･･･）、文学、言語、芸術、人文科学、
法学、経済学、経営学、医療・保健科
学、スポーツ系。学士課程（履修年数3
年）、修士課程（Licence+2年=bac+5）、
博士課程（Master+3年=bac+8）があ
り、それぞれの課程を修了するごと
に、Licence、Master、Docteurの国家
資格である学位を取得することがで
きます。
フランスの大学のリスト : 
www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr/cid20269/liste-des-univer-
sites-francaises.html

学術研究は大学の基幹 
基礎教育や研究を担う拠点である大学
は、教育と知識・科学技術の発展を調和さ
せるために常に力を尽くしています。
270ある博士課程では、10万人近くの研究
員を擁し、1,200以上の研究機関との密接
な連携のもとに研究カリキュラムが実施
され、毎年12,000人以上の学生に博士号
が授与されています。

大学では、従来の博士課程まで
の教育プログラムと並行し、新た
な需要に応えた教育も行ってい
ます
  エンジニアの育成：フランスではエ
ンジニア資格の約30％は総合大学
で取得されています。
  Licences professionnelles（職業学
士課程）が設けられています（173の
専攻）。

  技術者の養成：IUT（技術短期大学）
が専門課程を提供しています
  経営分野のスペシャリスト養成： 
IAE（Institut d’Administration des 
Entreprises 企業経営者養成校）
  政治学･経済学 : Sciences Po Paris 
（パリ政治学院）を筆頭に、フラ
ンス全土に10校あるIEP（Institut 
d’Etudes Politiques政治学院）で履
修・専攻できます。
  修士課程には、500を超える英語で学
べるコースがあります。 

 http://taughtie.campusfrance.org/

メモ
Diplôme d’Université 
（DU、大学独自の学位）
国家資格ではありませんが、志望分野で高
水準な専門教育を大学で修め、経験を積め
る機会となります。
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UNIVERSITÉSLES

大学
アングロサクソンの国々と異なり、フランスでは私立の教育機関の占
める割合は僅かです。フランス全土に74の公立大学があり、これらの
大学は国家の補助を受け、国家資格である学位を交付します。その学
位は、パリのソルボンヌ大学からグルノーブル－アルプ大学、果ては
コルシカ島のコルト大学まで、いずれの大学で交付されたものも、全
く同等の価値をもつ国家公認の学位なのです。　

フランスの
高等教育機関の
学生250万人
のうち、65％の
学生が総合大学
に在籍しています

Choisir la France
いまなぜフランス留学 ?



学術と科学のコンソーシアム化 

  同じ地域にある大学やその他の高
等教育機関、および研究機関の教育
プログラムや研究戦略の連携が強
まるよう、コンソーシアム化を進め
ています。すでに21のComUEと5つ
のアソシエーションがコンソーシア
ム内の機関の相互効果を高め、国
際競争力を高めるための協力体制
に入っています。コンソーシアム化
により、大学同士の合併、また既存
の大学群へ加わるという動きがあり
ました：Université Grenoble Alpes, 
ComUE Lille Nord de France, 
Aix  Marseille Université, Univer-
sité de Lorraine, Paris Sciences 
Lettres...

  ComUE (Communauté d’universi-
tés et d’établissements 教育・研究
共同体）やアソシエーションは修士
や博士のレベルを優先的に国が認
めるディプロムを付与することを認
められています。

E S P A G N E

R O YA U M E - U N I

BELGIQUE

PAYS-BAS

A L L E M A G N E
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Paris
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Bordeaux
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CORSE

Toulouse

Perpignan

Montpellier

Marseille
Toulon

Aix-en-Provence

Avignon

Alès
Nîmes

Cannes
Nice

Lyon

Grenoble

Chambéry
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Étienne

Dijon Besançon

Reims

Troyes

Strasbourg

Mulhouse
Belfort

Compiègne

Lille

Valenciennes

Vichy
Clermont-
Ferrand

Bastia

Ajaccio

Biarritz

Metz
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Pau
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Poitiers '

NORMANDIE

HAUTS-DE-
FRANCE

Arras

FRANCHE-COMTÉ

• Agriculture/Agroalimentaire • Bioressources  
• Bioressources/Matériaux • Biotechnologies/Santé  
• Écotechnologies/Environnement • Énergies • Matériaux• Transports 
•  ComUE Université de Champagne • Université de Strasbourg 
• Université de Lorraine  
IDEX (1) - I-SITE 
• Chirurgie mini-invasive guidée par l’image  
• Ingénierie diagnostique par biomarqueurs et imagerie 
Labex : (11) - (2) - (3) - (3) - (3) 

• Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation  
• Bioressources • Biotechnologies/Santé • Chimie  

• Écotechnologies/Environnement • Énergie 
• Ingénierie/Services • Matériaux • Transports  

• ComUE Lille Nord de France • Université de Picardie 
• Médecine personnalisée 
Labex : (2) - (4) - (1) - (4)

• Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation • Bioressources • Biotechnologies/Santé  
• Chimie • Écotechnologies/Environnement • Énergie • Ingénierie/Services • Matériaux  
• Microtechnique/Mécanique • Technologies de l’information et de la communication • Transports 
• Université Clermont Auvergne • Communauté Université Grenoble-Alpes • Université de Lyon 
• Cerveau et santé mentale • Micro-nano médecine technologiquement ciblée  
• Protection et remplacement des organes 
Labex : (9) - (8) - (6) - (10) - (7)
IDEX (3)

• Aéronautique/Espace • Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation  
• Biotechnologies/Santé • Bioressources • Chimie • Écotechnologies/Environnement  
•  Énergie • Ingénierie/Services • Optique/Photonique • Technologies de l’information  

et de la communication • Transports
• Aix-Marseille Université  •  Université Côte d’Azur
IDEX (2) 
• Maladies infectieuses 
Labex : (5) - (7) - (3) - (2) - (6)

• Agriculture / Agroalimentaire • Énergie  
• Microtechnique / Mécanique • Matériaux • Transports  
• Université de Bourgogne Franche-Comté 
Labex : (2) - (2)
I-SITE

• Énergie

• Aéronautique / Espace • Agriculture/Agroalimentaire  
• Biens de consommation • Bioressources/Matériaux  

• Biotechnologies/Santé • Écotechnologies/Environnement • Énergie  
• Matériaux • Microtechnique/Mécanique • Optique/Photonique  

• Technologies de l’information et de la communication • Transports  
• ComUE Aquitaine • Université confédérale Léonard de Vinci 

IDEX (1) 
• Rythmologie et modélisation cardiaque 

Labex : (3) - (4) - (1) - (1) - (1)  

• Biens de consommation • Chimie  
• Écotechnologies/Environnement • Énergie • Matériaux 

• Université confédérale Léonard de Vinci 
Labex : (3) - (2) - (1)

• Aéronautique/Espace • Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation 
 • Biotechnologies/Santé • Écotechnologies/Environnement • Énergie  

• Ingénierie/Services • Matériaux • Optique/Photonique  
• Technologies de l’information et de la communication • Transports  

• Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées  
• COMUE Languedoc Roussillon Universités 

IDEX (2) 
• Vieillissement • Innovation pour les maladies chroniques 

Labex : (6) - (9) - (4) - (6) - (5)

• Agriculture/Agroalimentaire • Biens de consommation  
• Ingénierie/Services • Transports  

• Technologies de l’information et de la communication 
• Normandie Université  

Labex : (3) - (1) - (3)    

• Agriculture/Agroalimentaire • Biotechnologies/Santé • Chimie  
• Énergie • Matériaux • Microtechnique/Mécanique • Transports  

• Technologies de l’information et de la communication 
• Université Bretagne Loire 

• Transplantation et immunothérapie 
Labex : (1) - (4) - (1) - (1) - (2)

• Agriculture/Agroalimentaire • Énergie • Matériaux 
• Microtechnique/Mécanique • Transports  

• Technologies de l’information et de la communication 
• Université Bretagne Loire 
Labex : (3) - (1) - (3) - (1)

IDEX (5) 
• Cardiologie/Métabolisme/Nutrition • Des sens pour toute la vie • Foie 
•  Handicap moteur et neurologique • Maladies génétiques • Médecine 

personnalisée du cancer • Neurosciences translationnelles
Labex : (8) - (23) - (10) - (18) - (25)

Pour des raisons de visibilité, les symboles n’indiquent pas strictement 
la géolocalisation des implantations. 

GUADELOUPE : • Énergie • IDEX : Dynamique de la biodiversité et des écosystèmes - Énergies décarbonées/Changement 
climatique • Labex : (1) - GUYANE : • Biotechnologies/Santé • Labex : (2) - LA RÉUNION : • Agriculture/Agroalimentaire  
• Labex : (1) - GUYANE - LA RÉUNION - NOUVELLE CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANCAISE : • IDEX : Biologie évolutive, écologie, 
écotoxicologie, biologie marine - GUADELOUPE - GUYANNE - LA RÉUNION, MARTINIqUE - MAYOTTE - NOUVELLE CALÉDONIE 
POLYNÉSIE FRANçAISE - SAINT BARTHÉLÉMY - SAINT MARTIN, SAINT PIERRE ET MIqUELON - WALLIS ET FUTUNA :  
• IDEX : Environnement, agronomie, développement durable et interactions hommes-milieux - Écosystèmes coralliens, 
biodiversité amazonienne, énergies décarbonées • Labex : (1)

www.campusfrance.orgu

GUYANE

MARTINIQUE

GUADELOUPE

RÉUNION

Pointe-
à-Pitre

Fort-de-
France

Cayenne

Saint-Denis

POLYNÉSIE 
FRANCAISE 

NOUVELLE-
CALÉDONIE 

Nouméa

Faa’a

Papeete

Basse-
Terre

GUYANE

MARTINIQUE

GUADELOUPE

RÉUNION

Pointe-
à-Pitre

Fort-de-
France

Cayenne

Saint-Denis

POLYNÉSIE 
FRANCAISE 

NOUVELLE-
CALÉDONIE 

Nouméa

Faa’a

Papeete

Basse-
Terre

• Hautes Études Sorbonne Arts et Métiers Université • Sorbonne Universités  
• Université de recherche Paris Sciences et Lettres • Université Sorbonne Paris Cité  
• Université Paris-Est • Université Paris Lumières • Université Paris-Saclay  
• Université Paris-Seine

    

COMMUNAUTéS D’UNIVERSITéS ET 
D’éTABLISSEMENTS  - COMUE ET ASSOCIATIONS
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
>Enseignement supérieur>établissements 
>établissements d’enseignement supérieur  
et de recherche

PôLES DE COMPéTITIVITé 
http://competitivite.gouv.fr LABORATOIRES D’EXCELLENCE (Labex) 

INVESTISSEMENTS D’AVENIR EN OUTRE-MER

INITIATIVES D’EXCELLENCE (IDEX) INSTITUTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (IHU) 

INITIATIVES-SCIENCE - INNOVATION 
TERRITOIRES - éCONOMIE
I-SITE

E N S E I g N E M E N T  S U P é R I E U R ,  R E C H E R C H E  E T  I N N O V A T I O N  E N  F R A N C E

• Sciences de la matière et de l’énergie 
• Sciences de la vie et de la santé  
• Sciences du système terre-écologie-environnement  
• Sciences du numérique et mathématiques  
• Sciences humaines et sociales 

Septembre 2016

•  Aéronautique/Espace • Agriculture/Agroalimentaire • Biens  
de consommation • Biotechnologies/Santé • Chimie • Ingénierie/Services 

• Matériaux • Technologies de l’information et de la communication • Transports

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr>Stratégie>Stratégie transversale>Investissements d’Avenir

フランス全国のPRES

www.campusfrance.org 
>Ressources documentaires
>Informations sur les établissements 
>Fiches établissements >Universités
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医学教育
欧州のLMD（学士・修士・博士）制度に沿って実施されるフランスの医学
教育は、最低3年ずつの3課程に分けられており、各大学はフランス国内
32ヶ所の大学病院センター（CHU）のうちいずれかと提携しています。
PACESの1年目は医療分野の様々なコースへのベースとなっています。
・医学－PACES＋8年（一般医）、PACES＋11年（専門医）
・薬学－PACES＋5～8年
・歯科学－PACES＋5～7年
・助産術－PACES＋4年
・運動・マッサージ療法―PACES+4年
それぞれの専門分野において、Numerus Clausus (毎年、分野別に受入
れ人数が設定される)に基づいて振り分けられます。

外国人の医学部登録方法について
自国において医学部門の学位を未取得の外国人学生は、留学開始時点
での教育履修レベルにかかわらず、第一課程1年目（PACES）から履修
し、年度末の試験に合格しなければなりません。  
・第三課程に進学するにあたっては、インターン医になるための特別な
選抜試験がフランス大使館により開催されます。
・DFMS（Diplôme de formation médicale spécialisée 専門医師免許
状、1～2年）ならびにDFMSA（Diplôme de formation médicale spécia-
lisée approfondie 上級専門医師免許証、6ヶ月～1年）課程は、出身国で
すでに医師免許を取得している一般医または専門医を受け入れる専門
課程です。
www.medecine.parisdescartes.fr/?page_id=588
詳しい情報はフランス大使館へお問い合わせください。上記全てのコー
スにおいて、少なくともCERL（欧州共通言語参照枠）のB2以上のフラン
ス語学力が求められます。

Choisir la France
いまなぜフランス留学 ?



グランゼコール修了時に交付され
る学校独自の資格はBAC + 5に相
当し、国家学位である修士号と同等
と認定されています。
また、グランゼコールでは修士以外の学
位や専門性の高い資格も取得すること
ができます。
Bachelor （Bac + 3 ～ 4）、Master of 
Science、MBA（Master of Business 
Administration 経営学修士）、Mastère 
Spécialisé - MS （専門修士 Master + 1
年に相当）などがあります。
グランゼコールへの入学プロセスは、従
来 「2年間の準備コースを経て選抜試験
に合格後、3年間の履修」というコースの
みでしたが、現在、多くの学校では、バカ
ロレア合格からそのまま直接5年間のコ
ースへ入学ができるようになりました。

留学生は特別に、書類選考による編入
学も可能です。教育機関側の審査によ
り、何年次への編入が認められるかで
留学期間（2年～5年）が決まってきます。 
Conférence des Grandes Ecoles (CGE) : 
www.cge.asso.fr

工学系グランゼコール
フランスには200校以上の工学系グラン
ゼコールがあります。これら公立私立の
工学系のグランゼコールでは、工学のあ

らゆる分野で質の高い教育を提供し、修
士レベルに相当するエンジニア資格を
交付しています。
修了時に交付されるエンジニア学位は
国家資格で、取得後は博士課程へ進学
することができます。
教育機関によって、総合的なコース、ある
いは専門コース（農学・化学・生物・情報
工学等、特に農学系プログラムが顕著な
増加傾向）があります。
2017-2018年度のエンジニア学位取得の
公立工学系グランゼコールの登録料は、年
間610ユーロとなっていました。
新しいエンジニア分野の資料もご覧くだ
さい。
Commission des Titres d’ingénieur - 
CTI  : www.cti-commission.fr (liste des 
formations habilitées)
Conférence des Directeurs des Ecoles 
Francaises d’Ingénieur : www.cdefi.fr

www.campusfrance.org
>Ressources documentaires>Offre de formation 
>Fiches diplômes>Titre d’ingénieur
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GRANDES ÉCOLESLES

ET LES ÉCOLES SUPÉRIEURES

le Titre d’ingénieur 
en France

世界の
優良経営大学院
トップ95に
フランスの
経営大学院24校
がランクイン
            （Financial Times 

2017年 調べ）

グランゼコール
グランゼコールは、19世紀初頭に、大学と並ぶ高等教育システムの一
環として設立されたフランス独自の教育機関で、高度な専門教育を行っ
ています。工学系グランゼコール、経営系グランゼコール、高等師範学校
（École Normale Supérieure ENS）、国立獣医大学（École Nationale 
Vétérinaire）、Ecole polytechnique, Ecole des ponts Paris Tech…など
が挙げられます。入学選抜が厳しく、教育課程の厳しさが認識されている
ことがグランゼコールの特徴です。

Choisir la France
いまなぜフランス留学 ?



経営分野のグランゼコール
経営学系のグランゼコールは、特別な認証を正式に受けています。
  フランス高等教育・研究省の認定
  Conférence des Grandes Ecoles （グランゼコール評議会）認定のChapitre des 
Grandes Ecoles（グランゼコール憲章）
  授与される学位の多くが修士号相当と認められています。
非常に多くの経済・経営学グランゼコールが、研修や海外交換留学などのプログラム
もカリキュラムに組み入れています。
選抜試験に関しては、大多数の学校が提携し、共通のテストを実施しています。バカロ
レア取得直後の志願者を受け入れるグランゼコールは約190校に達しています。
多くは私立であり、学費は年間5,000 ユーロから 15,000 ユーロとなっています。

メモ
経営分野のグランゼコールには、CGE, EQUIS, AACSB, AMBA の認証を受けている場合が
あります。これは国際基準に適応していることを証明するもので、教育機関、もしくは学位に
与えられ、国際的に認証されることを保証するものです。

www.campusfrance.org 
>Ressources documentaires >Information sur les établissements 
>Fiches établissements

グランゼコールには、
ENA（国立行政学院）、
防衛大学校、高等教育従
事者や研究者を養成する
ENS（高等師範学校）、農
学や獣医学分野の学校
もあります。

ÉCOLE NORMALE 
SUPÉRIEURE
高等師範学校
ＥＮＳリヨン、パリ、レンヌ、
パリ・サクレー（旧：カシャ
ン）の4校の高等師範学校が
あります。文系・理系のハイ
レベルな教員や研究者を養
成しています。 
留学志望者の選抜方法は
各校独自のものとなって
います。

ÉCOLE NATIONALE 
VÉTÉRINAIRE
国立獣医大学
フランスには、パリ
（Maisons-Alfort）、リヨン、
ナント、トゥールーズ合わせ
て4校の国立獣医大学があ
ります。4種類の共通試験が
あり、様々なレベルの学生
を受け入れています。国立
獣医大学4校で実施される
課程を修了すると、獣医国
家資格を取得することがで
きます。
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ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART 
高等美術大学
フランスでは50校程の公立の高等美
術大学（écoles supérieures d’art）で国
家から正式に認められた学位を取得す
ることができます。さらに、私立の美術
大学、及び、商工会議所の傘下の教育
機関（écoles consulaires）で、certificat 
またはtitreと呼ばれる資格を取得する
ことができます。これらの資格の多く
は、Répertoire National de Certification 
Professionnelle（国から認められた職業
資格のカタログ）に登録されています。
www.rncp.cncp.gouv.fr
入学試験やポートフォリオなどによる厳
しい選考を経て、受け入れ許可が下りま
す。学位や資格、教育機関ともに、「応用
美術」と「造形美術」の、2つの大きな分
野に分類されています。

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET 
DE DESIGN PUBLIQUES : 
国家学位
文化省の傘下のÉcoles Supérieures d’Art 
et de Design（公立の美術・デザインのグ
ランゼコール）がフランス全土に45校あ
り、バカロレア取得相当の学歴を持つ学
生が選抜試験を経て入学が許可されま
す。造形芸術やビジュアルアートのデザイ
ンの分野で3年（DNA）もしくは5年（DN-
SEP）のコースを受講できます。2年目あ
るいは3年目への編入も可能です。
公立の美術大学のリスト :  
www.campusart.org

ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D’ART : 
教育機関の学位
入学時の選抜が非常に厳しい教育機関
で、応用美術、造形美術、ビジュアルアー
ト、デザイン、テキスタイルデザイン、産
業デザイン、写真などの専攻分野で、国
家認定のMaster（修士号）相当の学位を
取得することができます。
  École Nationale Supérieure des Arts  
Décoratifs  (ENSAD) – www.ensad.
fr 

  École Nationale Supérieure des  
Beaux-arts (ENSBA) – www.ensba.
fr 

  École Nationale Supérieure de la  
Création Industrielle (ENSCI - Les  
Ateliers) – www.ensci.fr 

  École Nationale Supérieure de la  
Photographie  (ENSP) – 

 www.enp-arles.com 
  le Fresnoy - Studio National des arts  
contemporains - www.lefresnoy.net 
以下の2校では、映画・演劇のプログラ
ムを提供しています。高等教育を2年以
上履修していることが応募条件となり、2
～4年のコースを提供しています。 
  École Nationale Supérieure des Arts  
et Techniques du Théâtre (ENSATT) –  
www.ensatt.fr 

  la Fémis - École Nationale Supérieure  
des Métiers de l’Image et du Son  
(ENSMIS) – www.lafemis.fr 
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ÉCOLES SUPÉRIEURESLES

D’ART
美術大学
フランスには公立および私立の多くのécoles supérieures d’artがあり、
造形美術、工芸芸術、応用美術など、実に様々な専門分野の教育を受け
ることができます。厳しい選抜試験に合格し、2～5年のコースを修了する
と履修期間にあった学位や資格を取得することができます。多くはプロ
からも高い評価を受けています。 

フランスは、
芸術や文化の
分野での
国際基準と
なっています。

Choisir la France
いまなぜフランス留学 ?



CAMPUSART
www.campusart.org

CampusArtは、美術・モード・デザイン・
音楽・3D･建築などのプログラムへのオ
ンライン一括応募申請システムです。 
CampusArtは、準備コース、Licence、
Master、及び、Post-Masterレベルの
400以上のコースへの一括応募申請を
可能にしたネットワークです。
美術の学歴のある留学希望者は、オン
ラインで応募申請フォームを作って、ネ
ットワークに所属する全ての教育機関
に応募することができます。

CONSERVATOIRE 
音楽院
音楽、ダンス、演劇などを学
ぶことができ、大学との間
に結ばれた協定に基づい
てLMDシステムに則ったコ
ースを設けていることもあ
ります。
音楽院のリスト : 
http://metiers.
philharmoniedeparis.fr/
enseignement-musical-
france.aspx

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ARTS 
APPLIQUÉS PUBLIQUES 
（ESAA）
（高等応用美術学院） 

2年（BTS、DMA）もしくは5年（DSAA）の
コースを修了すると、応用美術の専門分
野において国家認定の資格を取得する
ことができます。専門分野は、グラフィッ
クデザイン（メディア、マルチメディアな
ど）、空間デザイン（インテリア、舞台装飾
など）、モード・テキスタイルデザイン、環
境デザイン、産業デザインなどのデザイ
ン分野、また、テキスタイル、宝飾、製本、
ガラス、セラミックなどの工芸分野など、
実に多岐にわたっています。
http://designetartsappliques.fr

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART 
PRIVÉES 私立の美術学校
バカロレア取得後に入学が可能な私
立の美術学校も多く、学費はしばしば
高額ですが、3～5年の課程を修了す
ると学校が交付する資格を取得する
ことができます。それらの資格の多く
は、Répertoire Nationale de Certifica-
tion Professionnelle（RNCP）に認可され
ています。 
www.rncp.cncp.gouv.fr

ÉCOLE DU PATRIMOINE（文化
遺産などに関する教育機関）
次の3校では、文化遺産などに関連した
レベルの高い教育を受けることができ、
文化遺産の知識に関する職業（美術史
家、文化メディエーターなど）や、文化遺
産保護に関する職業（歴史的建築物、遺
跡などの保護や修復など）に従事する人
を教育します。.
  École du Louvre (EDL), Paris 

 www.ecoledulouvre.fr 
  École Nationale des Chartes (ENC),  
Paris :  www.enc.sorbonne.fr 
  Institut National du Patrimoine  
(INP), Paris  www.inp.fr

    www.campusart.org
Documents>Espace documentaire
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  3年間の第一課程を修了するとLi-
cenceに相当するDiplôme d’Études 
en Architecture （DEEA）を取得でき
ます。;
  2年間の第二課程を修了すると
Masterに相当するDiplôme d ’État 
d’Architecte（DEA）を取得できます。

  HMONP（Habilitation à la Maîtrise 
d’Oeuvre en Nom Propre 独立建築
士資格）の取得には、6年次の履修と
研修が必要です。この免許取得後は
じめて、建築許可を発行することが
認められます。
  第三課程を修了すると、国家資格
であるD i p l ô m e s d e S p é c i a l i -
sation et Approfondissement 
e n A r c h i t e c t u r e（D S A）（専門
分野によって1～2年の履修）、また
はDiplômes Propres aux Écoles 
d’Architecture（DPEA）の取得が可
能です。 
いくつかの建築大学では、double-
cursus architecte-ingénieur（建築と工
学のダブル・メイジャー）のコースを設
けています。工学系のグランゼコールと
の協定で行なわれるコースを修了する
ことで、建築と工学の両方の学位を取
得することができます。
国家認定のMaster recherche、または
同等の学位を取得後、建築学の博士
課程に進むことができます。博士課程
は3年間で、大学の博士課程で行い、
現在300名の学生が建築学の博士号
の取得を目指しています。

文化省管轄下にある20のÉcoles
Nationales Supérieures
d’Architecture（ENSA）（建築大学）
が国家資格を交付します。
www.archi.fr/ECOLES
その他下記の2校では、上記の学位に
相当すると認められている資格を交
付しています。
  L’Institut national des sciences 
appliquées（INSA）de Strasbourg（スト
ラスブール国立応用科学院）、公立の
教育機関 - www.insa-strasbourg.fr
  L’Ecole spécial d’architecture （ESA）、私
立の教育機関 - www.esa-paris.fr

建築と景観デザイン
マスターレベルの学位であるDiplôme 
de paysagiste （DPLG）は、フランスに3
校ある、Écoles nationales supérieures 
d’architecture et de paysageで学ぶこ
とができます。高等教育を2年修了して
いることが条件で、3校に共通の入学
試験を経て、4年間の課程を履修しま
す。
  École Nationale Supérieure d’Archi-
tecture et de Paysage de Bordeaux 
(ENSAPB) - www.bordeaux.archi.fr

  École Nationale Supérieure d’Archi-
tecture et de Paysage de Lille (EN-
SAPL) - www.lille.archi.fr

  École Nationale Supérieure de Pay-
sage Versailles-Marseille (ENSP) - 
www.versailles.ecole-paysage.fr 

www.campusart.org
>Documents>Espace documentaire
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ÉCOLES
LES

D’ARCHITECTURE
建築大学
建築分野の教育は、現在ではLMD（Licence、Master、Doctorat）方式の
ヨーロッパ共通制度に組み込まれています。

Choisir la France
いまなぜフランス留学 ?



国 家 認 定 の 資 格 、あ る い は
CNCP（Commission Nationale de 
Certification Professionnelle）に認
可された資格を取得することができ
ます。
履修期間は2年から5年で、入学試験
もしくは書類審査による選考試験に
よって合否が決まります。
www.rncp.cncp.gouv.fr
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LES

ÉCOLES
ET INSTITUTS SPÉCIALISÉS

高等職業専門教育
フランスでは、3,000以上の公立・私立の教育機関がプロフェッショナル
育成のための高度な専門教育を提供しています。福祉・医療隣接部門、
観光、ガストロノミー、ホテル業 などの分野を選ぶことができます。

Choisir la France
いまなぜフランス留学 ?
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UN SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR PERFORMANT

LA FRANCE

フランスの高等教育は
選択肢が豊富に
用意されており、
あらゆる経歴や
ニーズに合った
教育課程を選ぶこが
可能です。

Venir étudier en France
フランスに留学する



フランス高等教育の豊かさの一つは、同一分野の中にも様々なコースや教育内
容が設けられていることです。
フランス全国にある高等教育機関では、あらゆる分野で質の高い教育が行われ
ています。大学のみならず、経営系や工学系のグランゼコール、芸術大学、いず
れも一流校で教育を受けることが可能です。

    

最適な選択をするため
に情報収集を

Campus France - フラ
ンス政府留学局のサイト
は、フランス留学の準備
に関するすべての情報を
提供しています。
世界120ヶ国以上に独自
のCampus Franceのサイ
トがあります。
www.campusfrance.org

日本支局サイト：
www.japon.
campusfrance.org
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VENIR ÉTUDIER

FRANCE
EN

Venir étudier en France
フランスに留学する

学士、修士、博士など、希望する課程はちがっても、大切なことは留学の
計画と留学後の展望を見極め、自分に合った学部や課程、高等教育機
関のタイプを決めることです。
自国で受けた教育のレベルや内容に本当に合った留学先を選ぶこと
が、編入学受け入れの可能性を高めることにつながります。



学部・教育機関の選択
WWW.CAMPUSFRANCE.ORG 
> QUELLE FORMATION 
RECHERCHEZ-VOUS ?　
 
高等教育検索オンラインカタログで
は、フランスの3,500の高等教育機関
で行われている30,000のプログラム
の情報を、学士課程レベルから博士
課程レベルに至るまで調べることが
できます。
この検索エンジンでは、学士・修士・博
士課程ごとに、キーワード・分野・地方
別に検索することができます。ウェブ
上で、選択した教育機関のサイトへも
直接アクセスして総合情報を得ること
ができます。更に、分野別情報ファイ
ル、受け入れ態勢、博士研究課程など
に関する情報にもアクセスすることが
できます。.

英語で受講できるプログラムを選
択するオンラインカタログ
WWW.CAMPUSFRANCE.ORG 
> ETUDIANTS >ETUDIER> LES 
FORMATIONS> PROGRAMS 
TAUGHT IN ENGLISH
 
完全に、または部分的に英語で履修
できる1,300以上にのぼるコースの
検索ができます。
受入れ条件、取得できるディプロム
のレベルや、国家認定資格か教育機
関独自のものか、必要な語学力、学
費、フランス語の授業があるかどう
かなど、必要な情報が見やすく記載
されています。

www.campusfrance.org/fr 
> Etudiants 
> Etudier
>Les formations
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FORMATION
DE LA

教育機関・学部を選ぶ

留学成功への
第1歩は
情報収集

Campus France - フランス政府留学局は総合情報を提供します

Venir étudier en France
フランスに留学する



フランス語＋短期プログラム
オンラインカタログ＆モバイルアプリ
http://ecolesdete.campusfrance.org
短期間の滞在で専門分野やフランス語とフランス文化を学びたい方に最適なカタログ
フランス語・英語・スペイン語で閲覧ができるこのカタログでは、短期フランス
語学留学のほか、Campus Franceと協定を持つ教育機関が開催する夏期／冬
期の専門コースが紹介されています。
プログラム修了時には修了証や認定書などが取得でき、ECTSに基づく単位を
取得できるプログラムもあります。
• フランス各地域のインタラクティブ・マップ
• フランス語のレベルや学習分野ごとに選べるプログラム
• 500以上のスポーツ、文化、ガストロノミーなどのアクティビティも

Immersion Franceは、Campus Franceがフランス
外務省の指導の下に開発したモバイルアプリで、フ
ランス語を学びつつ、文化の様々な側面も発見し、

観光もしたい、そんな贅沢な滞在プランを考えている方に最適なツールです。
 アラカルトであなたにピッタリの滞在プランが選べるパーソナルアシスタント
 豊富な写真やビデオで、フランス各地の観光情報やライフスタイルについて
知ることも
 あなたの語学レベル、希望する滞在期間やアクティビティーのタイプから最適
なプランが見つかる

Campus Franceは、世界120ヶ国、250ヶ所以上のネットワークで、
あなたの留学を支援します。
世界に広がるCampus Franceは、あなたのフランス留学計画の実現をサポート
します。
Campus France - フランス政府留学局は、フランス留学を考えている方のご質
問にお答えし、情報収集のアドバイスから応募申請まで、それぞれの留学生に適
した具体的なサポートをいたします。留学計画を検討し、最適なコースの選択、
応募申請フォーム作成、教育機関側からの受入れ合否の回答までのプロセスを
フォローします。

www.campusfrance.org >Où trouver Campus France près de chez vous ?

まずは日本支局のサイトで情報をご覧ください。
www.japon.campusfrance.org

フランス留学に必要な
フランス語は？
・大学の学部1年次、あるいは建
築大学の編入学を希望する場合、
外国人志願者（欧州連合出身者を
除く）は予備登録手続き（DAP）と
呼ばれる特別枠を通しての応募申
請が必要です。申請時に、フランス
語能力を証明する試験（TCF-DAP 
または TEF）や 資格（DELF/DALF）
の証明書が必要となります。
>学部2年次・3年次、修士、博士課
程、グランゼコールへの応募登録
の際必要とされるフランス語能力
基準は、教育機関によって異なり
ます。
>英語で行われるコースであって
も教育機関によっては、最低限の
フランス語運用能力が必要とされ
る場合もあります。
高等教育機関に応募する際に求
められるフランス語学力について
の詳細は以下のサイトにてご覧下
さい

www.campusfrance.org 
>Ressources documentaires 
>Offre de formation 
>Fiches Diplômes
>Les tests et diplômes de 
français langue étrangère

フランスへ留学する前に・・・
TV5MONDEのサイトのオンライ
ン教材で、フランス語学習をする
ことができます。
初級から上級まで、様々な分野に
わたるビデオやインタラクティブ
な練習問題が用意されています。
http://parlons.francais.
tv5monde.com
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Venir étudier en France
フランスに留学する



入学までの３つのステップ 
1 • 登録を希望するフランスの高等教育機
関より受入許可証をもらいます。この仮入学
許可証は、フランスに入国するためのビザ
申請に必要な書類です。
2 • 事務的な登録手続きを経て入学許可
が有効になります。フランス到着後に、現
地の教育機関で事務手続きを行います。
登録料を支払うことで入学許可が有効と
なります。この時交付される在学証明書
と学生証が正式な登録の証明となりま
す。
3 • 履修登録（無料）。事務的な登録手続
に引き続き、定められた日時に、必須履
修科目の時間割、選択授業、試験方式な
どを決定し、履修登録手続きが完了しま
す。

参考
外国の学位とフランスの学位との間に公
的な同等性はありません。外国で取得し
た学位については、応募申請時に、教育
機関側が審査をします。その際、該当す
る分野での職業経験も検討の対象とな
ります。入学・編入許可と受入課程の決
定は、申請先の各教育機関の判断に委ね
られています。

外国（EU）の学位の同等性を審査する
Enic-Naric ネットワーク
（European Network of Information 
Centre in the Europe Region – Natio-
nal Academic Recognition Information 
Centre in the Europe Union） : 
www.enic-naric.net  
www.ciep.fr/enic-naric-france
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S’INSCRIRE
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR FRANÇAIS

DANS UN

地方の教育機関を
留学先に
選ぶことで、
良好な生活環境
の中、広 し々た
キャンパスで
じっくり学ぶことが
可能になります。

フランスの高等教育機関に入学する
フランスは、学生の支払う大学・公立教育機関への登録料が、世界で最
も低い国のひとつです。実際の学費の大部分を国家が負担しているため
です（学生1人当たり年間10,000 ～ 14,000ユーロ）。留学生もフランス
人学生と同様にこの国家制度を享受し、安い学費で質の高い教育を受
けることができるのです。

Venir étudier en France
フランスに留学する



メモ
フランスの大学1年次に登録する場合 : 

 Demande d’Admission Préalable – DAP（予備登録手続き）が必要です。 
自国にて中等教育（高等学校）を修了した学生で、フランスの学部1年次への入学
を希望する留学生は、必ず居住国のフランス大使館文化部を通して予備登録手続き
（DAP）をしなければなりません。日本を含む41ヶ国では、Campus Franceを通して
オンラインによる応募申請を行うことが義務付けられています。いずれの場合も、予
備登録手続き（DAP）申請の応募は、毎年11月より受付が開始され、定められた応募
期限を厳守する必要があります。

 特例  Parcoursup
フランスのバカロレア資格の有無にかかわらず、IUT、STS、CPGE、あるいはDAP申請
の対象とならない高等教育機関など、入学時に厳しい選抜が行われる一部の教育機
関の1年次に入学する形でフランスでの高等教育進学を希望する場合は、Parcoursup
によるオンライン応募が必要となります。
この制度を用いて応募申請することが義務付けられている教育課程の一覧は以下の
サイトよりご覧ください。 www.parcoursup.fr

 欧州連合
欧州連合加盟国の学生は、大学の1年次に登録する場合、オンラインのParcoursup申
請制度を通じて申請する必要があります。

フランス高等教育機関の登録料
フランスでは公立の高等教育機関の年間登録料は国家が定めています。
2017-2018
学士課程 ：184 ユーロ
修士課程 ：256 ユーロ
博士課程 ：391 ユーロ
公立工学系グランゼコール ：610 ユーロ
年間登録料には大学図書館の利用権も含まれています。年間登録料の他に、学生社
会保険加入料（必須）、特殊なサービスやプログラムなどの追加料金がかかることも
あります。私立の教育機関、とりわけ商業系の学費は1,500～15,000ユーロと高額に
なっています。
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Etudes en France
Campus Franceの
オンラインシステム
日本を含む36ヶ国において
はCampus Franceがオンライ
ン応募申請手続き « Etudes 
en France » の窓口になって
います。3ヶ月以上のフランス
留学の場合は必ず利用する
必要があります。

Campus Franceのサイトでアカウ
ントを作成することからこの手続
きが始まります。

・ 応募申請フォームをオンライン
で作成することで、一度に複数の
教育機関に応募申請ができます。

・ 応募申請から受け入れ決定
にいたるまでの進行状況を、ア
カウント上で確認することがで
きます。

・ フランス政府留学局の相談員と
コンタクトを取ることもできます。

応募申請フォーム作成後、
Campus Franceの面接を受け留
学計画を説明する必要がありま
す。フランス語の試験を受けなけ
ればならない場合もあります。

www.campusfrance.org 
>Etudiants>Etudier>Les 
procédures d’inscription

Venir étudier en France
フランスに留学する



BOURSES DU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET 
EUROPÉENNES 
外務・欧州省奨学金
フランス外務省は、毎年、様々なタイプの
奨学金を提供しています。これらの奨学
金は、社会保障・生活費・学費・渡航費用
などをカバーします。 
www.diplomatie.gouv.fr 
>Venir en France >Étudier en France 
>Financer le projet/bourses

フランス政府給費留学制度
在日フランス大使館は毎年フランス政府
給費留学生を募集しています。
6月～9月に願書受付(オンライン登録)、10
月～12月に書類審査、続いて面接試験と
いう日程で選考が行われ、翌年1月に結
果発表があります。給費開始はその年の秋
（9月以降）からです。
これは、日本人学生を対象にした留学支
援制度で、文化、科学、行政、芸術、経済な
どあらゆる分野が対象となっています。文
系と理系の二つのカテゴリーに分かれ、
選考試験は別々に行われます。
給費留学生には給費の支給の他、社会保
険料のフランス政府による負担があり、大
学登録料が免除されます。
これまで3000名以上の日本人がフランス
政府給費留学生として渡仏し、留学後は
様々な分野で広く活躍をしています。日本
だけでなく海外を活動の場にしている人
も少なくありません。
専門知識を深めたい、フランスの学位を
取りたい、日本ではできない勉強をした
い、フランスのあの先生の指導を受けた

い、様々な理由からフランスで学びたい、
と思っている皆さん、是非この制度を利
用し、夢を実現して下さい。そして将来日
仏の架け橋になって下さい。

今年の募集・オンライン登録は6月25日
に始まります。
夢に向って一歩を踏み出す時です。
さあ、フランス政府給費留学生試験にチ
ャレンジ!
*募集要項は大使館のサイトで閲覧下さい。
www.ambafrance-jp.org/article3995 

BGFパートナー奨学金
2017年より、新しいフランス政府給費留
学制度「BGFパートナー」が創設されまし
た（理系は2019年度より募集予定）。提
携大学の学生であればどなたでも応募
できます。提携大学のリストについては、
下記URLをご参照ください：
www.institutfrancais.jp/fr/ifjapon/
universitaire/

特殊プログラム
 Bourse Excellence Eiffel は、修士
課程の留学、あるいは共同指導・監督
の論文執筆目的の10ヶ月の留学に支
給されます。応募はフランスの教育機
関側が行い、本人による申請ではあり
ません。

 Quai d’Orsay-Entreprises奨学金
は、新興国出身の学生がフランスのト
ップレベルの高等教育機関に留学す
ることを奨励するために、フランスの
大企業と提携して創設された奨学金
です。
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BOURSES
FINANCEMENTSET

奨学金・留学資金
フランスへの留学や研究滞在の際の費用負担を少しでも軽くするため
に、奨学金や多くの教育資金援助プログラムがあります。

Venir étudier en France
フランスに留学する



 Bourse Excellence-Major
マジョール奨学金の対象者は、フラン
ス国外にあるフランスの高等学校を
卒業し、バカロレアの評価が「Bien」あ
るいは「Très bien」の評価を受けた外
国人学生で、修士課程までこの奨学
金が給付されます。
www.aefe.fr >aefe >dispositif Excel-
lence-Major

欧州のプログラム ERASMUS + 
2014-2020
既存の高等教育プログラムだけでな
く、«Jeunesse en action»も融合させ
て欧州のプログラムにスポーツの分
野も組み込みました。
新しいシステムでは、修士課程の学生
が低金利の学生ローンを借りて、留学
することも可能になります。欧州圏外
の国へも広く開かれて全世界の400
万人（うち、学生が200万人）の渡航を
可能にするものと見込まれています。
高等教育機関の2年次以上の学生が
対象で、ヨーロッパの教育機関におい
て3～12ヶ月間留学をすることができ
ます。. 
www.erasmusplus.fr
Twitter: @ErasmusplusFR
Facebook: Erasmus+

 エラスムス・ムンドゥス共同修士・博
士プログラムは、異なる国の少なくと
も3校以上の高等教育機関により実施
されます。期間中に少なくとも2校での
学習期間が用意され、ダブル・ディグ
リー、もしくは3つ以上の学位、共同学
位の取得を目指します。この奨学金プ
ログラムは、修士または博士課程の学
生、及び大学教員を対象としています。
www.agence-erasmus.fr/page/mas-
ters-conjoints

L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE 
LA FRANCOPHONIEの奨学金
• L’Agence Universitaire de la Franco-
phonie （フランコフォニー大学機構）
は、加盟106ヶ国内の、800にのぼる高

等教育機関・研究施設の相互間交流
のための奨学金プログラムを提供し
ています。新興国間の交流プログラム
応募者が優先となっています。.
www.auf.org >Bourses
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メモ

フランスでは学費の大部分を
国家が直接負担している（学
生一人当たり年間14,000ユ
ーロ以上）ため、大学への登
録料は世界で最も低い国の
ひとつとなっています。留学
生も同様にフランス国家の援
助を享受して安い学費で質
の高い教育を受けることがで
きます。

CAMPUSBOURSES
英仏2ヶ国語で奨学金・留学資金の情報を検索
することができる検索エンジン
www.campusfrance.org>Comment financer vos études

www.campusfrance.org の
サイトにある検索エンジン
CampusBourses
（フランス語／英語）では、
複数の検索条件を入力する
ことで、外国人の学生や
若手研究者対象の奨学金・
留学資金プログラムの
ほぼ全てのデータを
検索することができます。

フランス国内の諸機関（フランス政府公式機関・地方自治体・
企業・基金・高等教育機関など）による700以上ものプログラム
や、国際規模の機関（フランス大使館、外国政府の機関、
外国系および多国籍組織）で実施される教育資金支援プログ
ラムの中から検索することができます。
キーワード、または検索項目（国籍・課程や分野・奨学金の
タイプ）を検索エンジンに入力することで、ご自身の条件に
合った、最適な奨学金を検索することができます。給付機関の
ホームページなどへのリンクも掲載されているので、各奨学金
の詳細については直接コンタクトを取ってご確認ください。

Venir étudier en France
フランスに留学する



長期学生ビザ（VLS-TS-
ETUDIANT）（3ヶ月以上）
長期学生ビザ（VLS-TS-Etudiant）を取
得することで、フランスで4ヶ月～1年
間就学をすることが可能になります。
このビザを持って渡仏し、フランス移
民局（OFII）での手続きが完了すると、
有効期間の範囲内で滞在許可証の役
割を果たします。
www.campusfrance.org>Etudiants 
>S’organiser >Demander son visa/
valider son titre de séjour

＊渡仏時に取得した学生ビザの有効期限以降
も滞在の必要がある場合は、フランスで滞在許
可証を申請する必要があります。
＊アルジェリア国籍の学生は滞在1年目から県
庁にて滞在許可証を申請する必要があります。

メモ
 ビザ申請の手続きは、仮入学許可
証を受け取ってから行ないます。ビザ
の申請料金がかかります。

 欧州連合・欧州経済領域・スイスの
国籍の学生は、学生ビザの申請が免
除となります

 長期学生ビザ（VLS-TS）交付の対象
となったコースで学位を取得し、さら
に上の課程で就学を続ける場合、2年
以上有効な滞在許可証が交付される
ことがあります。

 18歳未満の方は、「フランスで就学
する未成年者向けビザ」を取得する必
要がありますが、フランス国内で滞在
許可証を取得する必要はありません

一時滞在長期ビザ
フランスでの就学期間が3ヶ月以上6
ヶ月未満の場合に交付されます。滞在
期間の延長はできません。

研究者向け長期滞在ビザ
（VLS-TS-SCIENTIFIQUE-
CHERCHEUR）（3ヶ月以上） 
博士課程の学生や研究者、教員兼研
究者など、研究遂行または大学での
講義目的でフランスに渡航する、少な
くとも修士相当以上の学位を有する
者に交付されます。
このビザを取得して渡仏し、直ちに移
民局（OFII）での手続きを行うと、ビザ
の有効期間中は滞在許可証としての
役割を果たします。 
www.campusfrance.org > Etudiants > 
S’organiser > Demander son titre de 
séjour

このビザの交付を受けた者はConven-
tion d’accueil（受入れ協定書）に基づ
き、フランスの公立もしくは私立の研
究機関や高等教育機関において研究
や教職に従事することができます。
研究者向け長期滞在ビザの有効期間
は1年間で、更新可能ですが、4年を超
えて更新することはできません。
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ビザの申請
ビザの申請は、申請者の居住する国のフランス大使館もしくは領事館で
行います。

ビザの申請は
できるだけ早く、
授業開始の
2ヶ月前までには
行いましょう

Venir étudier en France
フランスに留学する



短期滞在ビザ（3ヶ月以内）
 短期滞在シェンゲンビザ
シェンゲン条約加盟諸国内で有効の短期滞在ビザで、EUの法体系によって規定
され、取得者に3ヶ月以内の滞在を許可するものです。このビザは更新不可能で
す。取得者はフランス国内で滞在許可証を申請する必要はありません。短期の
語学研修、もしくは他の短期教育課程を履修する学生は、このタイプのビザ発給
を申請する権利があります。

  テスト生用短期滞在学生ビザ
高等教育機関の入学試験もしくは面接のための滞在を許可するビザで、合格し
た場合、一時帰国することなく、県庁において1年間の滞在許可証を申請するこ
とができ、更新も可能です。

メモ
 いかなる場合も、フランス国内、もしくは他のEU欧州連合諸国内において、観
光ビザを学生ビザに変更することはできません。

CAMPUS FRANCE - 
フランス政府留学局

日本を含む41ヶ国では
オンライン手続き
（ETUDES EN FRANCE）
を行なうことが義務付けら
れています。

これらの国では、フランスの
教育機関への応募申請にオ
ンラインシステムが導入さ
れています。学生ビザの申
請前に、オンラインシステム 
Etudes en France を完了す
ることが不可欠となっていま
す。Etudes en France の窓
口はCampus Franceです。

ビザの申請は、Etudes en  
Franceの手続きを完了し、
仮登録（入学）許可証が発行
された後、フランス大使館
領事部にて行います。

Etudes en Franceの手続き
が義務づけられている国の
リストは、Campus France
のサイトでご覧いただくこ
とができます。 

www.campusfrance.org 
>Etudiants>Etudier 
>Les procédures 
d’inscription  

  www.campusfrance.org

>S’organiser
>Demander son visa/valider son titre de séjour

31

Venir étudier en France
フランスに留学する



フランスは世界随一の観光大国であるだけでなく、ほかにも…
 法治国家で市民の自由が尊重されている
 医療システムとインフラが整っている
 快適な環境
 名高く、多岐にわたるガストロノミー
 効率的な公共交通網が整っている
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フランス留学、それは、
文化の真髄にふれ、
フランス流の暮らしにも浸れる時間
フランスで、留学生はフランス人学生と
同様にさまざまな割引制度を利用する
ことができます。
学生食堂の利用、学生寮への入寮、住宅補
助、医療保険、交通費、映画・スポーツなどの
娯楽費、図書館、学生共同団体の行事の割引
などの優遇によって、比較的予算をおさえて、
基本的な生計をまかない、快適な日常生活を
送ることができます。

文化・スポーツ活動へのアクセス
パリのみならず地方都市においてもフランス
の日常に文化が浸透しています。すべての文
化施設で学割料金が設定されており、年間会
員制度も設けられています。
また、スポーツ施設の利用についても学生の
特典があるなど、学生にとっては、スポーツ活
動もしやすくなっています。そのため、大学を
はじめとする教育機関ではクラブなどの活動
がきわめて盛んです。
高等教育機関の多くは都市の中心部にある
ため、博物館・美術館や書店、映画館、劇場、カ
フェへのアクセスにも恵まれています。

Enjoy French culture shock 
- L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE ÉTUDIANTE
フランス留学で役に立つ単語集
フランス語/英語、及び、フランス語/スペイン語で辞書のよう
に編集されたミニガイド。フランスでの留学生活で頻繁に使
う言葉や表現、略語などを素早く調べることができます。 

FICHES ARRIVÉE
“Un mois avant le départ（出発1ヶ月
前）”、“Une semaine avant le départ（出
発1週間前）”…といったように、出発前

から渡仏後の具体的な手続きや準備、滞在中に役立つ情報な
ど、知りたい点が一つ一つわかるように用意しました。

FICHES VILLE
受け入れサービス、交通、住居、滞在許可
証、医療保険、語学講座、文化生活や社
会生活のことなど、都市ごとの便利な情

報が満載。

CAMPUS FRANCEのサイトで、留学準備中から
渡仏後に至るまでの様々なシーンに役に立つ情
報をダウンロードすることができます。
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大学関連の寮
大学キャンパス内や町の中にあり、
CROUS（Centres Régionaux des 
oeuvres Universitaires et Scolaires 地
域学生生活センター）が管理していま
す。約10～12m2の広さの家具付きの
部屋や、家具や備品の揃ったステュデ
ィオなどが中心で、家賃の平均はおよ
そ月170～500ユーロ*となっています。
大学関連の寮は部屋数に限りがあり、
特にパリでは入寮が難しくなっている
のが現状です。このような寮は奨学金
受給者に入寮資格が認められ、フラン
ス政府給費留学生や、交換プログラム
の留学生に優先的に割り当てられてい
ます。  
www.etudiant.gouv.fr >Vous loger

メモ : グランゼコールや私立の教育機
関では多くの場合、キャンパス内に寮
があります。

民間学生寮
大都市には学生向けの民間の寮があ
ります。近年数が増え、大学関連の寮
の部屋不足を補っています。家賃はパ
リでは月600～800ユーロ*、地方では
月350～550ユーロ*が平均相場です。

民間賃貸住居 
民間賃貸の場合は、家賃の支払いを
保証する保証金（caution）の支払いが

義務づけられています。家賃は、特に
パリのような大都市では高めです。通
常、月額家賃の3倍の月収が必要とな
ります。

ルームシェア 

複数人で住居を借りる：住居をシェア
する全員が大家との賃貸借契約を締
結し、全員が住居に対し同一の権利を
有します。ルームシェアに対する特別
な規則は定められていないため、大
家および住居をシェアする居住者は
通常の賃貸借と同様の権利および義
務を有します。ルームシェアする各人
が住宅補助を受けるためには、各人
の名前が賃貸借契約書に明記されて
いることを確認する必要があります。
注意：賃貸借契約書には「連帯責任条
項」が盛り込まれていることが多くあ
ります。この場合、共同賃借人の一人
が家賃を支払うことができなくなった
場合、大家はシェアしている別の賃借
人に対し家賃を請求することができま
す。この条項は賃借期間全体を通して
効力を有します。
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リンク集のページ
では、住居に関する
お役立ちリンク
（情報、法律、
三行広告サイト、
住宅補助など）
を用意しました。

フランスでの住居
フランスで住居を探し始める前に、滞在資格や予算、滞在期間に応じて、
どのようなタイプの住居を選ぶべきか定める必要があります。
家賃は高めですが、留学生もフランス人学生と同様に、住宅補助を受け
ることができます。

Vivre en France
フランスでの暮らし



ホームステイ
個人宅で家具付きの部屋を間借りする方法で、特に短期滞在に適しています。
週当りの平均家賃は、パリで200ユーロ*（朝食込み）～ 300ユーロ*（朝食・夕食
込み）となっています。地方ではさらに安くなります。

世代間同居
2004年以降、フランスでは空き部屋を持つ高齢者と住居を探している学生を仲
介する団体が現れています。住居を所有または賃借する高齢者は、家具付きで
も家具なしでも構いませんが、共同スペース（台所、トイレ・浴室、居間）に自由に
出入りできる適切な空き部屋を有していることが必要となります。学生は、共同
生活をする者として良好な人間関係を大切にし、部屋を貸してくれる高齢者の
日常生活を手伝い、管理費（水道、電気、手入れに要する費用など）を負担する義
務があります。
世代間同居を管理する団体のサービスを利用する場合、学生は通常、団体に対
し会費（見つけた住居の種類に応じて年間100～350ユーロ）のほか、多くの場
合は手数料（15ユーロ程度）を支払う必要があります。
www.reseau-cosi.org

www.campusfrance.org

住居探し、住宅補助に関する情報およびサイト
www.campusfrance.org>Etudiants>S’organiser>Se loger

教育機関が提供する受け入れサービス
www.campusfrance.org>Ressources documentaires  
>Informations sur les établissements >Fiches accueil

住宅補助
留学生もフランス人学生と
同様、住宅補助を受けること
ができます。
住宅補助には住居の種
類によってAllocation de 
logement à caractère 
Social（ALS）とAide 
personnalisée au 
logement（APL）の2種類が
あり、同時に受給することは
できません。補助金額は家
賃や学生の状況よって変わ
ってきます。
住居をシェアしている場合
は、賃貸借契約書に共同賃
借人の名がすべて記載され
ていることを条件に、住宅
補助金を受給することがで
きます。
条件などについてのお問
い合わせは、お住まいの地
域のCaisse d’Allocations 
Familiales （CAF 家族手当
金庫）へ。
www.caf.fr/vies-de-famille/
jeune-ou-etudiant>Aides 
au logement

CROUSのオンラインプラットフォーム - WWW.LOKAVIZ.FR
フランス全国にネットワークを持つCROUSのオンラインプラットフォームを通
して、6万人の学生が住居を見つけています。Lokavizのラベルの認定を受け
た住居は学生生活に大変適しています。

賃貸保証人のいない学生の補助となる政府によるシステム
学生が住居を賃貸する際の政府による援助システムで、海外領土を除くフラン
ス全国において、賃貸保証人のいない学生にも住居を賃貸しやすいよう図っ
ています。
詳細については、教育機関の国際交流セクションにお問い合わせください。.
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就学中
欧州経済領域およびスイスの留学生
は、フランス人学生と同じ条件でフラ
ンス留学中自由に働くことが許可され
ています。 
フランスの法律では、上記の地域以外
の出身の留学生も以下の条件で働く
ことが許可されています。
「étudiant」と記載のある滞在資格（フ
ランス移民局（OFII）の認可を得た長
期学生ビザ（VLS-TS）、あるいは滞在
許可証）が交付されている場合は、事
前の行政許可がなくとも、一般年間労
働時間の60％（年間964 時間以内） の
時間制限付で就労が可能です。
メモ：学生が学業の一環として（研修協
定書を保持して）行う研修時間（2ヶ月
を上回る場合は有償）は、上記の時間
数に含まれません。
参考：法定最低賃金SMIC （salaire mi-
nimum）9.76 ユーロ ／時（社会保険料
税負担約20％控除前の額）

高等教育機関内の学生雇用
外国人留学生は、教育機関内におい
て、アルバイトに従事することができ
ます。
雇用契約期間は、9月1日～8月31日の
間で最長で12ヶ月と定められています。 

学位取得後 
 Master（修士）相当以上の学位を取得
した留学生の就労に関して
フランスの高等教育機関でM a s -
ter（修士）相当以上の学位を取得した
学生は、『学生』と記載された滞在許
可証満了後、新たに6ヶ月～1年（更新
不可）の仮滞在許可証の取得が可能
です。この期間中、規定に従って、一般
年間労働時間の60％を上限に有給就
労が可能となります。その際、受けた
教育の内容と同じ分野で、法定最低賃
金（SMIC）の最低1.5倍相当の報酬を
伴う労働協約が結ばれる場合、学生か
ら給与所得者への資格変更を県庁に
申請し、認められるとフルタイム労働
が可能となります（自動的に資格変更
が認められるわけではありません）。

 一般学生の就労
学位取得後の留学生を採用する場合
は、学生ビザから給与所得者ビザへ
の変更が必要になります。その際、雇
用主であるフランス企業側からの労
働協約書、あるいは採用通知書の提
示がもとめられます。
知っておくと便利
滞在許可証“compétence et talent“は、
フランスと出身国双方にとって有益な計
画を持つ者を対象にして3年の有効期間
で発給されます。
申請時に掲げられた計画に関連する職
業に従事することが許可されています。
（ただし、医療系の職種には細かい規
制があります。）
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F16922
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www.campusfrance.org
>Etudiants>S’organiser>Travailler pendant 
ses études
Voir aussi :
>Etudiants>Et après>Trouver un emploi
>Etudiants>Et après>Créer son entreprise

フランスの
法律は
留学生の就労を
許可しています。

フランスで働く

Vivre en France
フランスでの暮らし



社会保険（SÉCURITÉ SOCIALE）
と健康保険（ASSURANCE 
MALADIE）

 フランスでは、Sécurité Socialeに加
盟し、社会保険医協定に加入した主治
医を指定することで医療費の払い戻
しを受けることができます。週末およ
び祝日は医療費が加算されます。
社会保険では治療費の平均7割が払
い戻されます。学生向けの相互保険に
加入することで不足分を補うことがで
きます。 
学生向けの主な保険は以下の3種類
です。
•  La Mutuelle des Étudiants :  

www.lmde.fr
•  La Smerep, la mutuelle étudiante : 

www.smerep.fr
• EMEVIA : www.emevia.com（学生相
互保険の全国ネットワーク）

社会保険医協定の認定を受けていな
い教育機関に留学する場合や、3ヶ月
未満の滞在の場合は、民間保険会社
で任意の保険に加盟する必要があり
ます。フランスでは保険料金は平均で
1年当たり150～550ユーロとなってい
ます。

現在フランスでは社会保険システム
改革が行われており、2018-2019学年
度開始時には現行とは異なる規則が
設定される可能性が大きいと考えら
れています。
詳細については、Campus Franceの
ホームページをご参照ください。

住宅保険（L’ASSURANCE 
MULTIRISQUE HABITATION）
万一の盗難、浸水被害、火災などに備
えて、住宅保険の加入が義務づけら
れています。住宅保険の保険料は一
括契約で、民間の保険会社と契約しま
す。  
住宅保険には、加害保険が含まれ、事
故の際、第三者に対する賠償責任を
カバーします。

メモ：さまざまな状況に応じて、その他
の保険に補完的に加入することもでき
ます（緊急一時帰国費用保険、自動車
保険、スポーツのための保険など）。.

37

S’ASSURER

FRANCE
EN

加入義務のある
保険

フランスの保険
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地方で行われる音楽祭（Vieilles 
charrues à Carhaix, Folles journées 
de Nantes, Eurockéennes de Bel-
fort, Jazz in Marciac, Transmusi-
cales de Rennes）、映画祭（Cannes, 
Deauville, Avoriaz, Cognac）、ダン
ス・フェスティバル（Biennale de la 
Danse à Lyon, la Part des Anges 
à Bordeaux…）、演劇祭（Avignon, 
Aurillac）、BD bande dessinéeフ
ェスティバル（Angoulême）の他に
も、フランス全土で行われるイベント
（Journées du Patrimoine, Fête de 
la Musique-6月21日）もあります。 
フランス文化を楽しむ際にも、学割
を利用することができます。 
フランスの文化に関する情報
 www.culture.fr

美術館・モニュメント 
フランス全土に8,000の美術館があ
ります。最も多くの観光客が訪れるエ
ッフェル塔の他、40,000以上の建造物
（ロワールの城、モンサンミシェル、
イフ城、ニームの円形劇場、ラ・ロシェ
ルの港など）が歴史的建造物に指定
されています。
国立美術館・博物館のリスト : 
www.rmn.fr
www.monuments-nationaux.fr
www.images-art.fr

書籍 

1冊6€前後で購入することができる
文庫本は、予算に制限のある学生で
も気軽に買うことができます。パリや
地方では本に関連するイベント（Sa-
lons du Livre, Escales du livreなど）
も多く、フランス人の読書好きをうか
がうことができます。 
www.centrenationaldulivre.fr
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文化施設は
学生料金で
利用したり、
年間登録などを
することで安価に
利用することが
できます。

フランスの文化
留学中は日々の生活の中で、パリはもちろんフランスの各地方で、フラン
ス文化を肌で感じることができる数多くのイベントに参加することがで
きます。

Vivre en France
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新聞・雑誌等   
フランスでは、専門誌、日刊紙、週刊
誌・月刊誌、全国紙・地方紙など、有料
のもの、無料のものを含めて、様々な
新聞や雑誌が発行されています。地方
紙や都市の新聞には、全国的な話題
や国際情報はもちろん、地方や地域
に関わる情報などが満載です。ヌーベ
ル・アキテーヌ地方のSud-Ouest、ブ
ルターニュ地方のOuest-France、マル
セイユで発行されているLa Provence
など。
www.presseregionale.fr

図書館   
フランスには3,000を超える図書館が
あります。住んでいる地区にある図書
館で登録（無料）することで市内の全
ての図書館を利用することができま
す。 
• BU – Bibliothèque Universitaire（大
学図書館）
各高等教育機関には必ず図書館が
あり、夜間22時まで、あるいは日曜
日も含めて利用できることもありま
す。Catalogue du Système Universi-
taire de Documentationは、大学を始
めとする127の高等教育機関の図書
館の4,000万を超える蔵書からなって
います。
公立図書館のリスト :
www.lexilogos.com/bibliotheque_
municipale.htm

フランス国立図書館 :
www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr/

スポーツ   
教育機関に付随するスポーツ施設
（SUAPS）の他にも多くの公共スポー
ツ施設があります。アソシエーションや
公共プールなどでは安価な登録料や
利用料で施設を利用したり競技を行な
ったりすることができます。.
www.associations-sportives.fr

文化施設は学生料金で利用したり、年間
登録などをすることで安価で利用するこ
とができます。
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Associationを通して、福祉活動・スポ
ーツ・経済・文化的な活動などにおい
て、学生自身が、フェスティバルの責任
者、Junior Enterpriseの経営参加、文化
プロジェクトのコミュニケーション担当な
どの大切な役割を果たすことで、将来に
も有用な経験をすることができます。
また、卒業生（alumni）によって形成さ
れるassociationは、同じ教育機関の
卒業生のネットワーク形成に役立って
います。 
フランスのassociationの一覧 : 
www.asso1901.com

メモ 
グランゼコールや大学では、Bureau Des 
Etudiants （BDE）、もしくは、Bureau des 
Elèvesと呼ばれる、学生の中から選ばれ
たメンバーによるAssociationが、様々な
課外活動を主催しています。

UNIVERSITÉS  大学   
各大学内にもassociationがあり、文化
的活動やスポーツ、学生組合活動など

を行っています。フランスに到着したば
かりの留学生がスムーズに学生生活に
とけこめるようサポートをしたり、学生
生活に必要な文具や講義のコピーな
どを管理する、学生協同組合のような
役割を果たすassociationもあります。

 Fonds de Solidarité et de Développe-
ment des Initiatives Étudiantes（FSDIE）
は、大学のassociationの活動を統括
的に支えています : 
www.etudiantdeparis.fr/ressources/ 
aides-universites

 Animafacは、12,000を超える学生
のAssociationの活動を支えるネット
ワークです。 : www.animafac.net

 ESN Erasmus Mundus留学経験を
もつ学生の国際ネットワーク  :  
www.esn.org

 FAGE - Fédération des associations 
générales étudiantes : www.fage.org

 UNEF - Union nationale des étu-
diants de France : www.unef.fr

メモ：CAMPUS FRANCEのサイトで、教育機関ごとに学生の受け入れ態勢はもとよ
り、ASSOCIATIONの活動などの情報も掲載された、FICHE ACCUEIL をダウンロード
することができます。
www.campusfrance.org>Ressources documentaires>Informations sur les établisse-
ments >Fiches accueil
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学生主体の
200万を超える
associationが
フランス全土に
存在しています。

Associationを通しての活動
学生主体のassociationの活動は大変活発で、学生たちが、フェスティバ
ル・展覧会・コンサート・講演会・旅行・パーティーなどの課外活動を主催
しています。
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FRANCE ALULMNIとは？ -  
プロフェッショナルなつながりが
広がるSNS
フランス外務・国際開発相のイニシ
アチブのもと、2014年に立ち上げら
れた「France Alumni -フランス留学
経験者グローバルネットワーク」には、
現在、世界中から15万人を超える登録
者と、700の教育機関を含む2000以上
のパートナーが集まっています。多言
語対応オンラインプラットフォームと
して、フランスではメインサイトが、そ
の他100ヶ国以上の国々で34の言語
のサイトが展開されています。
www.francealumni.fr

FRANCE ALUMNI JAPON
2015年に開設されたFrance Alumniの
日本のローカルサイトFrance Alumni 
Japonには、現在3000人以上の日本人
のフランス留学経験者が登録していま
す。France Alumni Japonは、東京を
中心に地方でも日仏交流イベントや就
職セミナーなどを行い、会員のみなさ
んが帰国後もフランスとのつながりを
維持できるようお手伝いをしています。
会員登録はサイトから無料で簡単に
できます。
www.japon.francealumni.fr

フランス留学経験者同士の
交流の場
France Alumni Japonのサイトを活用
すれば、同じ分野で留学した仲間と知
り合ったり、再会したりできます。また、
サイト上のフォーラムに参加し、興味
のあるテーマについて意見や情報交
換をすることも可能です。他のフラン
ス留学経験者との出会いや再会を通
して、あなたの留学経験をより豊かな
ものにしましょう。 

文化イベント
France Alumni Japonの会員は、
アペリティフやクリスマスパーティ
ー、afterworkなど、1年を通して行なわ
れる様々なイベントに参加できます。
また、展覧会やコンサート、フランス文
化に関するイベントへの招待や割引
などが受けられるチャンスもあります

キャリアの可能性
パートナー企業や教育機関が求人・イ
ンターンシップ情報をFrance Alumni 
Japonのサイトに定期的に掲載してい
ます。また、フランス留学経験を就職
に活かしたいという会員向けにキャリ
アセミナーを開催しています。

France Alumniに参加しよう！
www.francealumni.fr
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毎年、100,000人
の留学生が
フランスで学位を
取得しています。

フランス留学経験者グローバルネットワーク
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COMBIEN
COÛTE… ?

日常生活に
かかる費用は
地方とパリでは
大きな差が
あります。

物価
学生に適用される様々な割引のおかげで、1ヶ月あたりの平均生活予算は、
地方で800ユーロ、パリで1,000ユーロ程度となっています。

フランス留学にかかる平均的な費用

フランス留学生活で月当たりにかかる費用* ユーロ 円
家賃 + 管理費 383 € ¥ 51,759
日常生活費 (学食以外の食費、衣料品等) 203 € ¥ 27,433
交際・娯楽費用 (スポーツ、文化・娯楽活動等) 100 € ¥ 13,514
交通費 60 € ¥ 8,108
学食 56 € ¥ 7,568
その他の諸経費 46 € ¥ 6,216
通信費 (電話、インターネット等) 29 € ¥ 3,919
学生社会保険 / その他の保険 26 € ¥ 3,514
その他医療費 17 € ¥ 2,297
月当たりの合計 920 € ¥ 124,329

*2010～現在まで滞在の留学生のアンケートに基づく平均的な金額です。
*1€=135.14円（2015年3月1日現在） 

その他年間にかかる費用 ユーロ 円
教育機関への登録料 256 €～6,500 € ¥ 34,596～¥ 878,410
住民税 623 €～733 € ¥ 84,192～¥ 99,058
滞在開始時の諸経費 1,466 € ¥ 198,115

Vivre en France
フランスでの暮らし



食費  
 バゲット 0.80 € 
 コーヒー 1～2 €
 カマンベール 2 €
 クロワッサン 1 €
 パスタ 1kg 1 € 
 じゃがいも 1kg 1.20 €
 米1 kg 1.90 €
 牛乳1ℓ 1.20  €
 卵 6 個 1.50  €
 学食 3.25 €
 ファーストフード  7 €
 大衆的なレストランでの食事

  10 ～20 €
 サンドイッチ  5～8 €

文化・娯楽   
 インターネット・携帯電話　

 予算や用途に応じて、オプションの異 
 なる多くの料金体系が存在する。

 映画学生料金
  およそ 7.50 € （全国規模の映画館で
 は、20€／月の回数無制限チケットもある）

 美術館入場料 5 ～10 €
 プール入場料金      1.70€ （学生料金）
 新聞 2€程度
 ペーパーバック（文庫本） およそ 6 €
 2つ星ホテル1泊 およそ60 €
 観劇 30 €～

保健関係  
診療費用

 一般医の診療費用
 23€～（14€払い戻し可）

 精神科、神経精神科
 37€～（24€払い戻し可）

 婦人科、眼科
 28€～（19€払い戻し可）

 専門医
 25€～（19€払い戻し可）

 歯科
 30€～（治療内容による）

交通費   
 パリ・バルセロナ往復　航空運賃

  100～ 150 €
 パリ・ブリュッセル・アムステルダム往復
　タリスThalys 100 ～120 €

 パリ・ロンドン往復
 ユーロスター Eurostar 100 ～150 €

 パリ･ニース往復 TGV 140 € 
（早期予約の場合、50€程度となることもある）

 パリの公共交通機関1カ月乗車券    73€

 ガソリン1 リットル 1.40 €

 市の運営するレンタル自転車  1 €／日 

 レンタル自転車サービスは複数の大
都市に普及しており、レンタル料は都市
によって異なる。

43

Vivre en France
フランスでの暮らし



44

WEB

 Campus France - フランス政府留学
局（フランス留学に関する総合情報と
支援)：www.campusfrance.org 

  Ministère de l’Europe et des Af-
faires étrangères（フランス ヨーロッ
パ・外務省） ： 渡仏手続、領事館や大使館、
アリアンス・フランセーズの住所、外国人
留学生を対象とした奨学金などに関する
情報：www.diplomatie.gouv.fr 

  Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche（高等教育・研究・イノベーショ
ン省: www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
 学生生活の諸手続きやサービス（住ま
い・補助金・医療など）に関する情報 : 
www.etudiant.gouv.fr 

 ENIC-NARIC France - Centre de recon-
naissance académique et profession-
nelle des diplômes（学位・資格の同等
性を認定する機関） :

 www.ciep.fr/enic-naric-france 
 Erasmus+ France : www.agence-erasmus.fr
 Erasmus+ 欧州プログラムに関する情
報 : www.erasmusplus.fr/ 

 Europa, 欧州連合のポータルサイト ： 
http://europa.eu/

  Inscription en première année à 
l’université pour les titulaires du bac-
calauréat（バカロレア取得者のため
の大学第1学年登録） :   
www.parcoursup.fr  

 Institut Français （フランス外務省認
定のフランス語学院） : 

 www.institutfrancais.com

教育
 エンジニアリング分野
 • Conférence des directeurs d’écoles 

d’ingénieurs CDEFI（エンジニア系グラン
ゼコール校長会議）: www.cdefi.fr

 • Commission des Titres d ’ In-
g é n i e u r s（エンジニア学位委員
会、CTI）： www.cti-commission.fr

 • Concours Puissance 11 （12の工学系グ
ランゼコール、国内外に48の入試拠点） : 
www.concourspuissance11.fr

• Concours Avenir （7校の工学系グランゼ
コール, 11のキャンパス, 国内外に25の
試験拠点） :  www.concoursavenir.fr

 •  FESIC（28の工学系・経営系グランゼコ
ールのネットワーク）: www.fesic.org

 •  Figure（Formations en Ingéniérie 
d'Universirtés et de recherche, 24校
のパートナー大学）: 

  www.reseau-figure.fr
 •  GEIPI-POLYTECH （公立のエンジニア
系グランゼコール30校が参加する入
学試験） : www.geipi-polytech.org 

 • Réseau n+i des écoles d’ingénieurs（エ
ンジニア系グランゼコールのネットワー
ク）: www.nplusi.com 

 •  Réseau ParisTech （理工分野グラン
ゼコールParis Techのネットワーク）: 

  www.paristech.org 
 •  Réseau Polytech（理工エンジニア
校ポリテック10校に関する全国ネット
ワーク） : www.polytech-reseau.org 

 • Label EUR-ACE （欧州におけるエン
ジニア技能教育の認証機関）: 

  www.enaee.eu

 Ecoles Vétérinaires – 獣医大学

 École Nationale Vétérinaire d’Alfor : 
www.vet-alfort.fr

 École Nationale Vétérinaire, Agroalimen-
taire et de l’Alimentation Nantes Atlan-
tique : www.oniris-nantes.fr

 École Nationale Vétérinaire de Tou-
louse : www.envt.fr

 VetAgroSup Lyon : www.vetagro-sup.fr

 Ecoles Normales Supérieures – 高等
師範学校

 ENS Lyon : www.ens-lyon.eu
 ENS Paris : www.ens.fr
 ENS Paris Saclay (ex Cachan) : www.

ens-paris-saclay.fr
 ENS Rennes : www.ens-rennes.fr

 Conférences des Grandes Écoles（グラン
ゼコール評議会）: www.cge.asso.fr

 Labels Business Schools
 （ビジネススクールの認証制度） 
 • AACSB（Association to Advance Col-

legiate Schools of Business AACSBの
管轄するアメリカの認証制度）: 
  www.aacsb.edu/accreditation 
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 • AMBA（MBA協会が管轄する認
証制度） : www.mbaworld.com 

 • Bachelor professionnel : ACFCI 
(Assemblée des Chambres Fran-
çaises de Commerce et d’indus-
trie）認定のラベル：www.bache-
lor-professionnel.cci.fr

• EQUIS （European Foundation 
for  Management Development 
EFMDの管轄する欧州の認証制度）:

   www.efmd.org/equis 
 Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Paris – Ïle-de-France (CCIP)

 （パリ商工会議所）  : www.ccip.fr 

 美術分野の教育課程
 • Réseau CampusArt (Campus   
  Art ネットワーク）:    
  www.campusart.org
 • 高等美術大学リスト :   
  www.andea.fr 

 建築分野の教育課程 
 • Ecoles d ’architecture pu-

b l i q u e s（公立の建築大学）20校: 
www.archi.fr/ECOLES 

 • INSA de Strasbourg : 
  www.insa-strasbourg.fr 
 • École Spéciale d’architecture :   
   www.esa-paris.fr

 ファッション分野の教育課程
 Union des industries textiles
   （フランス繊維産業連合のサイト）
 www.textile.fr 

 農業分野の教育課程 : 
 • 農業分野の公立教育機関 :   
  www.educagri.fr 
 • Agreenium – Institut agrono-

mique vétérinaire & forestier de 
France : www.agreenium.org

 • 農業分野の教育に関する検索
エンジン：http://enseignement-
agricole.agriculture.gouv.fr/for-
mations.html

 • フランスの農業教育に携わる関
係者向けコミュニティ :  
www.chlorofil.fr

 保健衛生教育  
 • Académie nationale de méde- 
  cine : www.academie-medecine.fr
 • Assistance publique – Hôpitaux de 

Paris（AP-HPパリ病院連合） : 
  www.aphp.fr

 • Association nationale des  
  étudiants en médecine de  
  France (ANEFMF) : www.anemf.org
 • Centre national des concours 

d’Internat (CNCI) – Médecine,
Pharmacie, Odontologie （国立
インターン医選抜試験センター
（CNCI)、医学・薬学・歯科学部門）: 
www.cnci.univ-paris5.fr

 • Communauté médicale et  
  paramédicale indépendante  
   : www.remede.org

 • Collège de médecine des hôpitaux  
  de Paris : http://cmhp.fr/

 • DFMSA/DFMS : http://med.unis-
tra.fr/fre/Formation/3eme-cycle/
DFMS-DFMSA 

 • Diplôme de français profes-
sionnel - santé: 

  www.centredelanguefran-
caise.paris/tests-diplomes/
diplomes-francais-profession-
nel-dfp/

 • École des Hautes Études en  
  Santé Publique : www.ehesp.fr
 • Hôpitaux de France（フランス病
院連合） : www.hopital.fr

 • Ministère des Affaires Sociales 
et de la Santé（フランス厚生省）: 
www.sante.gouv.fr

 • Ordre national des médecins
 （フランス医師会）:www.conseil-na-

tional.medecin.fr
 • Réseau des 32 Centres Hospi-

taliers Universitaires (CHU) （32
の大学病院のネットワーク）: 

  www.reseau-chu.org
 • Université numérique franco-

phone des sciences de la santé 
et du sport ： www.unf3s.org 

 Ministère des Sports（スポーツ
省）（スポーツ分野の教育） : 

 www.sports.gouv.fr

 通信教育 / eラーニング 
 • CNED （Centre national d’ensei-

gnement à distance, 全国通信
教育センター）: www.cned.fr

 • FUN-MOOC : www.fun-mooc.fr
 •  Fondation UNIT Université 

Numérique Ingénierie et Tech-
nologie : www.unit.eu

 • FIED （Fédération interuniversi-
taire de l’enseignement à dis-
tance, 大学間通信教育連盟） ： 
www.fied.fr

 • FORMASUP, 通信教育に関する
ポータルサイト ： www.forma-
sup-campus.com

 • ISPED - Institut de Santé Pu-
blique d’Epidémiologie et de 
Développement （公衆衛生・疫
学・開発研究所）：www.isped.u-
bordeaux.fr/ 

 • 通信教育に関するポータルサイ
ト（専門学校10校, 課程数100） ： 
www.formations-distance.com

 • PLOTEUS, ヨーロッパの通信
教育に関するポータルサイト： 
www.ec.europa.eu/ploteus

研究
 • Agence Nationale de la Re-

cherche（フランス国立研究機
構）：www.agence-nationale-
recherche.fr 

 • フランス政府留学局（Campus 
France）のécole doctorale案内： 
https://doctorat.campusfrance.
org/phd/dschools/main

 • ABG L’intelli’agence （若手博
士号取得者の就職に関するサ
イト）： www.intelliagence.fr

 • A NDèS（Association Nationale 
des Docteurs ès Sciences、理科系
博士号取得者全国協会） ： www.
andes.asso.fr 

 • ANRT （Agence nationale de la 
Recherche et de la Technolo-
gie、国家研究・科学技術機構）： 
www.anrt.asso.fr

 • CNRS （Centre National de la 
Recherche Scientifique, フラ
ンス国立科学研究センター） ： 
www.cnrs.fr

 • EURAXESS　欧州における研究
者留学に関するサイト：http://
ec.europa.eu/euraxess 
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 • Fondation KASTLER （外国人研究
者をフランスに受け入れている） ： 
www.fnak.fr 

 • Bpifrance, banque publique d’investis 
  sement : www.bpifrance.fr

フランス語の資格と試験
 • 外国語としてのフランス語の試験・
資格に関するフランス政府留学局
Campus Franceの資料 : 

  www.campusfrance.org 
  >Ressources documentaires>Offre 

de formation>Fiches diplômes 

 • CIEP （Centre international d’Études 
Pédagogiques（TCF - DALF – DELF
の試験を管轄）： www.ciep.fr 

 • CCIP（パリ商工会議所）（TEFおよび
商業・職業フランス語検定試験）:

  www.centredelanguefrancaise.
paris/tests-diplomes/test-evalua-
tion-francais-tef/

 • Fondation Alliance Française（ア
リアンス・フランセーズ財団）、アリア
ンス･フランセーズのサイト:

   www.fondation-alliancefr.org

 •  « Qualité FLE »のラベルのあるフラ
ンス国内のフランス語学学校一覧 : 
 www.qualitefle.fr

 •  TV5MONDEでTCFのシミュレーション： 
www.tv5monde.com/tcf

フランスについて
 • Bibliothèque Nationale de France
 （フランス国立図書館）（目録にアク
セスが可能） :  www.bnf.fr  

 • Invest in France – Business France: 
www.businessfrance.fr/investir 

 • France Guide （フランスガイド、フ
ランス観光開発機構公式サイト) : 
http://fr.franceguide.com 

 • Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative（観光協会および観光案
内所） : www.tourisme.fr

 • IGN （Portail cartographjque de la 
France フランス国土地理院）: 

  www.geoportail.gouv.fr/accueil

 • フランス公式サイト : www.france.fr

 • 海外領土 : www.outre-mer.gouv.fr

フランス語圏・フランス語 
について
 •  France 24 （フランス語、英語、アラビ
ア語で24時間国際ニュース配信）:  

  www.france24.com  

 • Agence Universitaire de la Franco-
phonie - AUF（フランス語圏大学機
構）： www.auf.org

 • Latitude France – 世界のフランス機
  関の情報 : http://latitudefrance.

diplomatie.gouv.fr

 • Organisation internationale de la 
francophonie (OIF) （フランコフォニ
ー国際機関）:www.francophonie.org 

 • Radio France Internationale（ラジオ
フランス国際放送） : www.rfi.fr

 • Radio France（ラジオフランス）公共
ラジオ放送 : www.radiofrance.fr

 • TV 5 Monde フランス語の国際テレ
ビ放送 : www.tv5.org   

フランスで暮らす
住居

 情報サイト
 • ACTION LOGEMENT　Loca-Pass
プログラムの利用可能基準につい
て記されたサイト:

  www.actionlogement.fr

 • ANIL フランスにおける居住の権利およ
び連絡先に関する情報 : www.anil.org

 • Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) : www.caf.fr

 • CIDJ 個人の所有する住居の賃貸
に関する三行広告を掲載 :

   www.cidj.com

 • LOKAVIZ （CROUS関連の住居に関
するプラットフォーム）：

  www.lokaviz.fr 

 • 学生生活ポータルサイト：
  www.etudiant.gouv.fr > vous loger
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 • UNCLLAJ – Union nationale des 
comités locaux pour le logement 
autonome des jeunes（地域レベ
ルで住宅情報を提供） :

  www.uncllaj.org

  学生向け住居－学生寮および団体
 • ADELE（Association pour le 

développement économique du 
logement étudiant、学生向け住
宅の経済的整備を求める団体）: 
www.adele.org

 • CEP ENTRAIDE ETUDIANTS　
パリおよびパリ近郊で18～26
歳の学生向けに住居を紹介す
る団体。年会費（20€）が必要:

   www.logements-etudiants.org

 • UNME – Union nationale des 
maisons d’étudiants（全国学生寮
組合） : www.unme-asso.com

  民間の学生寮－パリおよび地方
 • Cap’Etudes : www.cap-etudes.com
 • Fac-Habitat : www.fac-habitat.com
 • Groupe Réside Études - Les  
  Estudines : www.estudines.com
 • ICADE Résidences Services :  
  www.icade-immobilier.com
 • Nexity Studéa : 
  www.nexity-studea.com
 • Mgel logement : 
  www.mgellogement.fr
 • Résidences OSE : 
  www.leclubetudiant.com
 • Le Service Logement Étudiant :  
  www.le-sle.com
 • Stud’City クレルモンフェランのみ : 
  www.studcity-clermont.com
 • Studelites : www.studelites.com

  民間企業
 • イルドフランス地方の学生向け住居 :
  www.lokaviz.fr 
 • www.pap.fr
 • www.entreparticuliers.com 

 • www.paruvendu.fr
 • www.petites-annonces.fr
 • www.seloger.com

 ルームシェア
 • www.appartager.com
 • www.colocation.fr
 • http://colocation.vivastreet.com/
  annonces-colocation
 • www.leboncoin.fr
 • www.pap.fr/annonce/colocation
 • www.colocationfrance.fr
 • www.easycoloc.com
 • www.ma-coloc.fr
 • www.okroommate.com （英語）

 転賃借
 • www.souslouer.com 

 ホームステイ・世代間同居
 • Séjours France Familles : 
  www.sejoursfrancefamille.fr

 • Réseau COSI : www.reseau-cosi.com

 文化
 • Centre des monuments natio-

naux（全国記念建造物センター） ： 
www.monuments-nationaux.fr/
Trouver-un-monument 

 • Centre Pompidou（ポンピドゥ
ー・センター）：   
 www.centrepompidou.fr  
 www.centrepompidou-metz.fr 

 • Cité de la Musique-Philharmonie 
  de Paris（音楽都市・パリ交響楽団）:
  http://philharmoniedeparis.fr 

 • Fédération française des festivals 
internationaux de musique （国際
音楽祭フランス連盟）：

  www.francefestivals.com
 • フランス全国の博物館一覧：  

www.rmn.fr

 • フランス文化通信省：
  www.culture.gouv.fr  

 •  美術作品に関するポータルサイト： 

www.images-art.fr 

 • Univers Sciences、科学技術に
関するポータルサイト（Cité des 
Sciences et d’Industrie, Palais 
de la découverte）：

  www.universcience.fr 

 仕事
 • CNOUS（学生向けアルバイト情
報）：www.jobaviz.fr 

 • CIDJ Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse：

  www.cidj.com 

 • L’Étudiant：http://jobs-stages.letu-
diant.fr/ 

 • フランス行政サービスのサイト： 
   www.service-public.fr
   > Etranger - Europe 
  > Etrangers en France

 保険
 • Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM) （健康保険） :
  www.ameli.fr

 • La Mutuelle des Étudiants（学
生相互保険）: www.lmde.fr

 • Smerep, 学生相互保険 : 
  www.smerep.fr

 •Emevia（地方学生相互保険のグ
ループ）：www.emevia.com
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留学計画実現までには、情報収集、教育機関やコースの選択、留学予
算の計画（奨学金など）、教育機関への応募申請、ビザ申請の準備、渡
仏準備など、沢山の準備プロセスがあります。
Campus France - フランス政府留学局・日本支局（東京メインオフィス・関西
オフィス）は、これらの留学準備に役立つ情報を日本語で提供しています。

> Trouvez votre formation
教育機関の検索エンジン

学士・修士・博士、課程ごとにコースの検
索ができる充実した機能の検索エンジ
ンです。コースを設けている教育機関の
HPに繋がります。また、英語で受講がで
きるコースや短期滞在プログラムなどの
カテゴリーからも検索ができます。

> CampusBourses
奨学金の検索エンジン 

フランス語および英語で利用できるこの検
索エンジンでは、フランス国内機関・諸外国
の機関が提供する600以上にも及ぶ奨学金
情報の中から検索することができます。

> Procédures 
 フランス留学の手続き  
世界 4 1ヶ国以上で採用されている
Etudes en France手続きは、3ヶ月以上
の長期滞在学生ビザを申請する前に不
可欠な手続きです。国立大学への応募
にもご利用いただけるシステムです。サ
イトのこの項目では、留学計画のタイプ
別（交換留学、語学留学、大学への応募

申請）に、「Etudes en France」ではどの
ような手続きが必要かを確認することが
できます。

> Vivre en France
フランスでの生活

フランスでの生活・渡仏後の手続き・住居
など、フランス留学計画の準備に欠かせ
ない便利な総合情報を提供しています。

> Télécharger 
 資料ダウンロード
全ての参考資料、分野やテーマごとのあ
らゆる情報に日本語でアクセスできま
す。専攻分野における教育制度を紹介し
ています。

Campus Franceパリ本局のサイトには、
更に多くの情報が掲載されています（フ
ランス語・英語）。パリ本局のサイトもご覧
ください。 : www.campusfrance.org 

www.japon.campusfrance.org 

東京メインオフィス

関西オフィス

フランス留学の手続きの
アプリケーション
Etudes en France

「Etudes en France」は、フラ
ンス留学の際に欠かせない
手続きを行うためのアプリケ
ーションです。すでに世界41
ヶ国でこのシステムが導入
されています。手続きの最初
の段階から、大学への応募申
請を行う場合、すでに受け入
れ許可証が出ている場合、交
換留学の場合など、異なる留
学形態ごとに必要な手続き
へ導きます。

Pour les étudiants japonais
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フランスに到着したら
パリ本局のサイトには、また、渡仏後の手続きなどに欠かせない情報も
掲載されています。

フランスでの様々な手続きに関わる情報やサポート
高等教育機関と地方行政機関との連携により学年度始めに設けている相談窓口で
は、留学生が行なわなければならない行政上の手続きや住居探しを円滑にするた
めの情報を案内しています。この窓口についての情報や、Campus Franceのサービ
スを年間を通して利用できる地方についての情報が掲載されています。
www.campusfrance.org/fr/les-premieres-demarches-en-arrivant-en-france

高等教育機関からのサポート
各教育機関が、渡仏準備（登録、住居の紹介など）から、渡仏後（空港や教育機関での
出迎え、相談窓口など）まで、留学生の受入れのために取り組んでいる努力について
は、各教育機関のFiche Accueilをご参照ください。
www.campusfrance.org > Ressources documentaires
 > Information sur les établissements

フランスでCampus Franceからのサポート
Campus Franceは、フランス国内に、ボルドー、リヨン、マルセイユ、モンペリエ、ス
トラスブール、トゥールーズの6ヶ所の出張拠点を設けており、各地方での留学生
と教育機関や行政機関との連絡が円滑に進むようサポートを行っています。これら
Campus Franceの地方拠点は、該当地域の教育機関や行政機関と留学生の仲介と
して、フランス政府給費留学生の奨学金の管理や、住居、社会保障など、滞在中に留
学生が直面する様々な手続きに関するサポートを行っています

留学に関するご質問は、ホームページの『お問い合わせ』から！

東京メインオフィス

〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44

在日フランス大使館内
Tel : 03-5798-6266　
Fax : 03-5798-6304

E-mail : tokyo@campusfrance.org

関西オフィス

〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8

アンスティチュ・フランセ関西－京都内
Tel : 075-761-2121　
Fax : 075-761-2106

E-mail : kyoto@campusfrance.org

Campus France – フランス
政府留学局・日本支局での留
学相談をご希望の方は、予め
お電話にてご予約をお取りい
ただきますようお願いいたし
ます。
ご相談可能な日時など、詳細
については当局のホームペー
ジをご参照ください。
www.japon.campusfrance.org

FacebookやTwitterからも留
学に関する情報を配信してい
ます。

　　　www.facebook.com
 　　　/cfjapon

　　　@CampusFrance_jp
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1.短期留学－3ヶ月未満
短期留学とは3ヶ月未満の留学のことで
す。短期間でフランス語や専門分野を学
んだり、フランス文化を発見したりするに
は最適の留学方法です。
いきなり長期間での留学は不安でも、大
学の夏休みや春休みを利用して、現地で
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る短期留学なら、大
学を休学したりする必要もありません。
短期間で専門分野の勉強ができるコー
ス、英語で学べるコースもあります。コー
スの修了証ももらえます。
滞在期間が3ヶ月未満であれば、長期ビ
ザを取得する必要なく、気軽に留学する
ことができるので、初めての留学には特
に適しています。
▪Campus Franceでは、日本の大学生
のために「短期語学留学プログラム」を
提供しています。他では得がたい体験
のできるプログラムです！大学を通じて
参加申し込みができます。所属している
大学でも、様々な短期滞在プログラム
を提供しているかもしれません。留学担
当部門に問い合わせてみましょう。
▪個人で自由に滞在計画を立てて、フラン
ス語を学びながら、文化の様々な側面も
発見したい、そんな欲張りな留学計画をお
探しの方に朗報。モバイルアプリ「Immer-
sion France」をダウンロードしてご利用く
ださい。短期滞在のプランを立てるのに
最適のツールです。（p.25をご覧ください）
▪語学学校の選び方がわからなくてサポ
ートが欲しい方は、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にお問
い合わせください。（p.48をご覧ください）
www.japon.campusfrance.org

> 教育機関の検索
> 「短期滞在プログラム」

2.長期留学－3ヶ月以上の滞在
知識を更に深めるために、時間をかけて
じっくりと学びたい場合は、3ヶ月以上の
長期留学が向いています。
• 大学在学中に留学する。
交換留学や認定留学のシステムを利用
して、日本の大学の協定校であるフラン
スの大学や大学附属語学学校で専門知
識を深めたり、高度なフランス語学力を
マスターすることができます。交換留学
や認定留学なら、フランスの高等教育機
関で修めた単位が日本の大学に移行さ
れるので、4年間で大学を卒業すること
ができます。
日本の大学を休学してフランスの高等
教育機関で好きなことを学ぶという方法
もあります。大学附属語学学校なら1学
期間から留学ができます。1年あれば、大
学の学士課程、IUT、職業の知識を学ぶ
BTSなど、選択肢は更に広がります。
•日本の大学を卒業してから留学する。
フランスの大学院で専門分野の知識をフ
ランスの大学院で専門分野の知識を更
に深めて修士号を取得したい。博士課程
を取得するまで勉強を続けたい。フラン
スの教育機関で職業に役に立つ知識や
技術を習得したい。日本で職業経験を積
んだ後に、世界的にも定評のあるフラン
スのビジネススクールでMBAを取得する
ことで、さらにキャリアアップする…。長期
留学のプランは実に様々。全ての向学心
を満足させることができます。

3.フランス語学留学
フランス語は、世界の5つの大陸の30を
超える国で2億7千万人の人に使われ、
国連、ユネスコ、NATO、国際オリンピック
委員会、赤十字など、多くの国際機関の
公用語となっています。また、多くのフラ
ンス企業が、日本をはじめ世界の国々に

英語またはフランス語で検
索できるエンジン。都市別、
教育機関のタイプ別、滞在
方法のタイプ別など、様々
な検索方法が可能です。

フランス語でのみ検索でき
るエンジン。比較的費用が
リーズナブルな大学附属
語学学校を探したい人に
は最適です。

【Label Qualite FLE】

【Campus FLE-ADECUEF】

留学のタイプ
一口で「留学」と言っても、様々なタイプの留学があります。
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進出しています。
英語と並んでマスターすることで、将来、
国際的な場面で活躍できる可能性が広が
ります。
フランスでフランス語を学ぶために、私
立、または大学附属の語学学校に通う、語
学留学。大学の長期休暇を利用しての短
期留学から、1学期、または1年など、様々
なパターンがあります。
それぞれのパターンにあわせた良質な学
校を選ぶ方法として、Qualite FLE（www.
qualitefle.fr）や大学附属語学学校のリ
ストCampus FLE-ADCUEFE（www.cam-
pus-fle.fr）のサイトが挙げられます。
« フランス語学留学 » のページ（ｐ.52）も
ご覧ください。

4.フランスの高等教育機関への留学
フランスの高等教育機関で、日本の大学
で学んだ分野を別の角度から学んだり、
新しい分野の勉強をする場合も、様々な
留学計画があります。
教育機関のタイプや、課程・コースの種類
については、p.12～p.21もご覧ください。

•フランスの高等教育機関に応募申請
をする
フランスの学校への応募申請はどんな
風にするの? 留学の形態、入学を希望す
るレベル、教育機関のタイプなど、フラン
スの教育機関への応募申請や留学のた
めの手続きは、留学する人の数だけある
と言っても過言ではありません。フラン
ス留学を考え始めたら、まずはCampus 
Franceのサイトで情報収集を！フラン
スの国立大学のへの入学・編入の場合
は、Campus Franceが窓口になっている
「Etudes en France」オンラインアプリケ
ーションを通して応募手続きができます
（詳しくはp.48～49をご参照ください。）
手続きに関するご質問は、オンラインお問
い合わせフォーマットからご連絡ください。
www.japon.campusfrance.org

> お問い合わせ

• 留学のためのフランス語
課程に関わらず、フランス語で受講するコ
ースに留学を希望する場合は、フランス

語学力を証明する書類を提出する必要
があります。理系の分野では、CECRLの
B1、文系の分野ではB2以上の語学力を
求める教育機関が多くみられます。フラ
ンス語学力を証明する資格やテストに
ついては、p.54をご参照ください。

5.交換留学／ダブル･ディグリー
• 交換留学プログラムとは
日本で在籍している大学と協定を締結し
ているフランスの高等教育機関に、協定
に基づく交換プログラムの枠で留学する
制度です。留学生は協定での取り決めと
定員数をもとに、日本側の大学内で選抜
されます。このプログラムでは、学生は留
学期間中も母国の大学に籍を置き続け、
学費の納付も続けます。現在、フランスへ
留学する日本人学生の50％以上が、大学
間協定プログラムを利用しています。
学生が在学中に海外のカリキュラムを
享受できる上、通常通り4年間で日本の
大学を卒業することができる大学間協
定制度は、日本のシステムに実に合って
います。

• ダブルディグリー
交換プログラムでも特殊な形態で、学生
は専門分野の課程を双方の大学で履修
し、全単位取得後、母国の大学並びにフ
ランスの協定校の双方の学位を取得す
ることができます。
ダブル・ディグリーは日仏双方の大学間
に結ばれた特別協定に基づく留学形態
です。日本とフランスの大学間に結ばれ
たダブル・ディグリー協定のリストはフラ
ンス大使館のサイトでご覧いただくこと
ができます :
www.ambafrance-jp.org/-Japonais-

> フランスへ行く
> フランスで学ぶ･研究する
> 日仏大学間協定リスト

交換留学プログラムでの留学に関心を
持ったら、在学している大学の国際交流
担当セクションに早速問い合わせてみま
しょう。

知っていますか？
交換留学には定員枠がありま交
換留学には定員枠があります。
もし選考にもれても在学中に留
学することをあきらめる必要は
ありません。留学先で取得した
単位が日本の大学から認められ
る認定留学、または、単位の認
定などを気にせず、休学という
形をとって留学先の教育機関や
コースを自由に選択して留学す
ることも可能です。認定留学や
休学に関する規定は大学によっ
て異なります。あなたの大学の
国際交流担当にお問い合わせ
下さい！
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Sendai

Sapporo

Tokyo
YokohamaNagoyaKyoto

Osaka

Tokushima
Fukuoka

 在日フランス文化ネットワーク

フランス語学習なら、日本全国の
アンスティチュ･フランセと
アリアンス･フランセーズへ！

留学前に語学力アップ！

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON

アンスティチュ･フランセ東京
（旧東京日仏学院）

〒162-8415　東京都新宿区市谷船河原町15
tel. 03-5206-2500    tokyo@institutfrancais.jp

アンスティチュ･フランセ横浜
（旧横浜日仏学院）

〒231-0015　横浜市中区尾上町5-76　明治屋尾上町ビル7階
tel. 045-201-1514    yokohama@institutfrancais.jp

アンスティチュ･フランセ関西―京都
（旧関西日仏学館）

〒606-8301　京都市左京区吉田泉殿町8
tel. 075-761-2015    kansai@institutfrancais.jp

アンスティチュ･フランセ関西―大阪
（旧大阪日仏センター＝アリアンス･フランセーズ）

〒530-0041　大阪市北区天神2-2-11　阪急産業南森町ビル9階
tel. 06-6358-7391    kansai.osaka@institutfrancais.jp

アンスティチュ･フランセ九州
（旧九州日仏学館）

〒810-0041　福岡市中央区大名2-12-6　ビルF
tel. 092-712-0904    kyushu@institutfrancais.jp

ALLIANCES FRANÇAISES DU JAPON
札幌アリアンス･フランセーズ
〒060-0062
札幌市中央区南2条西5丁目10-2　南2西5ビル2F
tel. 011-261-2771    bureau@afsapporo.jp

仙台日仏協会・アリアンス･フランセーズ
〒980-0014
仙台市青葉区本町2-8-10　4階、5階
tel. 022-225-1475    contact@ialliancefrancaise-sendai.org

アリアンス･フランセーズ愛知フランス協会
〒464-0819
名古屋市千種区四ッ谷通2-13
ルーツストーンファーストビル3F
tel. 052-781-2822    afnagoya@afafa.jp

アリアンス･フランセーズ徳島
〒770-0852
徳島市徳島町2丁目59　仁田ビル2F
tel. 088-655-8585    aftokushima@hotmail.com
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フランス語を学ぶ
フランス文化ネットワーク

APPRENDRE LE FRANÇAIS

AU JAPON

Au Japon
日本で ： 滞在・留学の前に
フランス語でコミュニケーションを取ることができれば、フランスでの滞在を
最大限に生かすことができ、また文化の魅力に浸れるでしょう。在日フランス
文化ネットワークの機関でフランス語を学び、渡仏に備えましょう。
世界に広がるフランス政府公式/公認文化機関
世界160ヶ国に広がるフランス文化機関ネットワークのうち、日本には5つ
のアンスティチュ・フランセと4つのアリアンス･フランセーズがあります。フランス語教育のエキスパートとして、レ
ベルや学習目的に合わせたバラエティー豊富なプログラムをご用意しています。また、フランス国民教育省認定
の資格試験 DELF・DALF、能力テストTCFの公式試験センターでもあります。
ニーズに合わせて1年中受講できるフランス語講座

• 初心者レベルA1からマスターレベルC2まで、学習目的に応じたバラエティ豊かな講座（毎学期150以上開講）
• 初心者向け集中プログラム
• フランス留学準備研修学生のための短期研修
• 補足強化クラス：聞き取り、会話、発音、筆記、文法など
• テーマ別クラス：ビジネスフランス語、資格試験対策、翻訳・通訳、文学、フランスの地方発見など
• 通信・オンライン講座
• プライベートレッスン（通学 / オンライン）
確実な成果を導く学習環境の提供
• クオリティの高い授業を提供する、経験豊かな講師陣
• 着実なステップアップに役立つ最新教材
• 日本にいながらフランスの雰囲気と文化を味わえるフランス語学習に最適な環境
• メディアテーク、キュルチュールテック（デジタル図書館）など、学習に役立つ充実した施設やサービス

En France
フランスで学ぶ
フランスには、多くの語学学校があります。あなたに相応しい最良の語学学校を選ぶために、安心・リーズナブルな
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を是非ご利用ください。
フランス語学留学サポート　 
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は、フランス語学習に「どっぷり浸かる」語学留学準
備のお手伝いをさせていただいています。
•厳選したフランス各地の語学学校から、ご要望にぴったりのコースの提案、受講登録手続、学校手配による宿  
 泊先のご提案、日本出発までの個別フォロー
•長期語学留学申込者には、学生ビザ申請準備に役立つ情報提供
留学経験者のカウンセラーが、親身に相談に乗り、余計な費用を極力かけずに、面倒な留学手続を簡単にする
サポートです。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関西
HP ： www.institutfrancais.jp/kansai/enfrance/osl/
お問い合わせ ： kansai.enfrance@institutfrancais.jp
住所 ： 〒606-8301　京都市左京区吉田泉殿町8
TEL ： 075-761-2122

フランス語学留学サポート東京
HP ： www.institutfrancais.jp/tokyo/enfrance/osl/
お問い合わせ ： tokyo.enfrance@institutfrancais.jp
住所 ： 〒162-8415　東京都新宿区市谷船河原町15
TEL ： 03-5206-2516
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tel. 075-761-2015    kansai@institutfrancais.jp

アンスティチュ･フランセ関西―大阪
（旧大阪日仏センター＝アリアンス･フランセーズ）

〒530-0041　大阪市北区天神2-2-11　阪急産業南森町ビル9階
tel. 06-6358-7391    kansai.osaka@institutfrancais.jp

アンスティチュ･フランセ九州
（旧九州日仏学館）

〒810-0041　福岡市中央区大名2-12-6　ビルF
tel. 092-712-0904    kyushu@institutfrancais.jp

ALLIANCES FRANÇAISES DU JAPON
札幌アリアンス･フランセーズ
〒060-0062
札幌市中央区南2条西5丁目10-2　南2西5ビル2F
tel. 011-261-2771    bureau@afsapporo.jp

仙台日仏協会・アリアンス･フランセーズ
〒980-0014
仙台市青葉区本町2-8-10　4階、5階
tel. 022-225-1475    contact@ialliancefrancaise-sendai.org

アリアンス･フランセーズ愛知フランス協会
〒464-0819
名古屋市千種区四ッ谷通2-13
ルーツストーンファーストビル3F
tel. 052-781-2822    afnagoya@afafa.jp

アリアンス･フランセーズ徳島
〒770-0852
徳島市徳島町2丁目59　仁田ビル2F
tel. 088-655-8585    aftokushima@hotmail.com
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TCF  フランス語能力テスト
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
学力レベルを測るテストです。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段階で判断します。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計るこ
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。

DELF・DALF
フランス語資格試験DELF（Diplôme d’études en langue Française）・ DALF（Diplôme approfondi de 
langue française） はフランス国民教育省認定の、外国語としてのフランス語資格試験です。一度取得す
れば更新の必要のないこの資格試験は、現在、世界175ヶ国以上で行われ、日本でも1991年より実施さ
れています。言語に関する欧州共通基準（CECRL）の6段階に対応しており、聴解・読解・文書作成・口頭
表現の4つの力が評価されます。

DELF・DALF および TCF の詳細は、www.delfdalf.jp をご覧下さい。
お問い合わせ : delfdalf＠ institutfrancais.jp

Certifications officielles de langue française
公的に認められたフランス語資格試験

DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS OFFICIELLES

 LANGUE FRANÇAISE
DE

フランス語の試験と資格

パリ商工会議所によるフランス語試験：TEFとDFP
TEF (Test d’ Evaluation de Français、フランス語能力認定試験 ) は、フランス語の知識・能力を判定
する世界共通の試験。試験結果は 2年間有効です。ビジネスフランス語資格試験の DFP （Diplômes 
de Français Professionnel）は、フランス語を使ってビジネス、国際関係、旅行業、ホテル業、外食
産業などの分野で働く能力があるかどうかが評価されます。A1（入門）から C1（上級）までの欧州
共通基準に基づいた資格です。

 上記の試験はアンスティチュ・フランセ東京で受験可能。
試験の詳細： TEF : https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/ 
      DFP : https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/
お問い合わせ : examens@institutfrancais.jp   

NEW !

Pour les étudiants japonais
日本からフランスへの留学



ホームページからもお申込みできます。

検　索検　索国の教育ローン

0570-008656
ハ ロ ー コ ー ル

※全国から市内通話料金でご利用いただけます。お客さまが加入されている電話でご利用いただけない場合は、03-5321-8656におかけください。

月～金 9：00～21：00／土曜日 9：00～17：00  ※日曜日、祝日、年末年始（12月31日～1月3日）はご利用いただけません。

教育ローンコールセンター
お問い合わせ

受付時間

450
世帯の年間収入（所得）の上限額

990万円（770万円） ◎修業年限が6ヵ月以上の教育施設で、中学卒業以上の方が対象です。

留学資金として利用する場合 ご融資の対象となる学校

ご融資額 ご返済期間

15年以内

※上記の上限額を超えていても、お子さまの人数が「４人以上」の場合はご利用いただける場合があります。また、留学資金でない場合は、別途年間
　収入（所得）の上限額があります。詳しくは、教育ローンコールセンターまでお問い合わせください。

外国の高校、高専、短大、大学、大学院など
※

（お子さま1人あたり）

万円以内 万円以内350
外国の短大、大学、大学院に
6ヵ月以上在籍する場合

外国の高校、高専
などの場合

留学前のまとまった資金準備が可能で、固定金利で長期返済ができる安心のサポートです。

「国の教育ローン」海外留学×
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留学で得た
フランスとの絆を
帰国後さらに深めよう

www.facebook.com/cfjapon
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