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国際化を掲げて
フランスの高等教育機関はその戦略の推進力として
国際化を掲げ、留学や国外でのインターシップ、
英語で学ぶコースやジョイントディグリー、
国際的なラベル、Erasmus+をはじめとする
国際交流プログラム、海外キャンパスの設置などを
推し進め、学生が国際規模での学歴を身につけられる
機会を創り出すことに努めています。 

フランスは、

教育の質と研究・

イノベーションの

実績において非常に

高い評価を

得ています。

Choisir la France
今なぜフランス留学



5

Choisir la France 

今なぜフランス留学？
27万人を超える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。フランス
は、アメリカ合衆国・イギリスに次いで、留学生受入数世界第3位となっています。

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。
・12名のフィールズメダル受賞者（最近
では2014年受賞のアルトゥル・アビラ）
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、アメリカ合衆国、イギリス、
ドイツと並んで、最も多くのノーベル賞受
賞者（56）を輩出している国の一つとなっ
ています。

多様で質の良いプログラム 
75の大学、200を超える工学系グラン
ゼコール、200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、800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6.9%
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6.1%）。2015
年に関して言えば、189億ユーロもの「未
来への投資」が見込まれています。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11,000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。

外国人留学生とフランス人学生との間には、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、登録料も全く同
じです。

Choisir la France
今なぜフランス留学
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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.rendezvousenfrance.com 

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

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

Choisir la France
今なぜフランス留学
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Au cœur de l’Europe
les atouts du vivre en France 

ヨーロッパの中心、
フランスに住むメリット 

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。2012年5月か
ら、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110ヶ国、200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 

>Près de chez vous

（日本支局サイト：
www.japon.campusfrance.org）

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現
れです。　
www.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、
ロンドン、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

学生を受け入れており、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。

世界に広がるフランス語圏
五大陸32ヶ国の公用語であり、世
界の2億2千万人以上もの人が話
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、国際連合
の6つの公用語のひとつでもあり、
オリンピック委員会の公用2言語
中のひとつ、またアフリカ連合の
公用語でもあります。

Choisir la France
今なぜフランス留学
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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

Les diplômes

フランスの学位・資格
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国民教育省に
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)

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 
CIEP : www.ciep.fr/enic-naricfr/comparabilite.php

Choisir la France
今なぜフランス留学
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学位・資格 LMD（学士・修士・博士）システム

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

• 研究修士
• 職業修士
• 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)
• 経営学修士 (MBA)

• エンジニア資格
• 科学修士 (MSc)
• 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
• 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)

• 美術大学の学位 
                        (DNAT -DNAP)
• 建築の学位

• 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)

学
年

グランゼコール
経営系
工学系

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
総合大学

美術大学
建築大学

その他の教育機関

参考
自国で高等教育機関に在籍中の外国人学生は、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。

*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）
ec.europa.eu/education/tools/ects_fr.htm

Choisir la France
今なぜフランス留学
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Les diplômes 
nationaux professionnels niveaux L2 et L3

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、企業研修を通して体系的な方法論と実践的な手段を身につける教
育を目指しており、優れた技術水準を保証する役割を担っています。

BTS - Brevet de Techni-
cien 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、サービス業などの技術・第
三次産業関連の88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S e c -
tion de Technicien 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
19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。
BTSAのリスト  : www.chlorofil.fr/di-
plomes-et-referentiels/formations-
et-diplomes/btsa.html

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

Choisir la France
今なぜフランス留学
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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Insti-
tut Universitaire 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、16種の製造分野（材
質工学、機械製造工学など）と9種のサービス業分野（行政、コミュニケ
ーション、経営、情報など）からなる第三次産業、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への進学も可能です。
フランス国内のIUT115校に685のDUT準備コースがあります ：
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 profes-
sionnelle（職業学士号、180ECTS）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。2,000以上のLicence profes-
sionnelle が、 農業・漁業・森林・緑地化、情報・コミュニケーション、貿
易と経営、土木工学・建築・森林、機械学・電気学・電子工学、製造と加
工、公共サービス、対個人サービスの8つの大きな分野において設置さ
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
ひとつであり、40,000人を越える学生がこの課程に登録しています。
Licences professionnellesのリスト : 
www.iut-fr.net/formations-et-diplomes/la-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  
>Trouvez votre formation 
>Catalogues >Licence

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  
> Espace documentaire 
> O�re de formation,   
   domaines d’études  
   et de recherche 
> Fiches Diplômes

BTS、IUT、Licence 
professionnelle、IAE、Master 
professionnel（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。 

Choisir la France
今なぜフランス留学



12

La formation 
doctorale

博士課程
修士号、又は同等レベルの資格を持つ全ての学生は博士課程への登
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。

フランスにおける学術研究の
優位性
フランスは国内総生産の2.26%を研
究開発予算に費やしています。このよ
うな努力のおかげで、フランスは、科学
論文発表数では世界第6位、欧州の特
許制度では第4位、国際特許制度では
第6位に、CNRS（Centre National de la 
Recherche Scientifique 国立科学研究
センター）は、科学論文の公表数で世界
第1位の地位に輝いています
（2014年のScimagoのランキング、 
www.scimagoir.com）。

学術研究の活力を支え、更なる発展を
推進するために、フランスでは様々な
政策が展開されています。
・Agence Nationale de la Recherche 
（ANR フランス国立研究機構）は、研究
プロジェクトの財政管理を行っています。 
・博士課程の資金援助のための新たな政策
- Les investissements d’Avenir（未来へ
の投資） : フランス政府による投資政策
で、350億ユーロのうち189億ユーロが高
等教育と研究のために向けられています。
- Les Initiatives d’Excellence (IDEX) :
大学、グランゼコール、研究機関との緊密
な関係の下での科学プロジェクト支援の
ために77億ユーロが充てられています。
- Les Laboratoires d’Excellence : 国際
的に高く評価される科学研究室の支援の
ために79億ユーロが充てられています。
・企業の研究開発部門（R&D）に対し、
支援を強化しています。

博士課程では
学生の42％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’accueil , 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。

250を超える博士課程の大部分は大学
に設置されており、学術テーマごとに研
究チームを組んで、博士課程のカリキュ
ラムを立案し、一貫性のある研究計画の
実施を保証しています。

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。

        Le catalogue des Écoles 
        Doctorales 

d.campusfrance.org
Campus Franceのホームページで閲覧
ができるフランスの高等教育機関の博士
課程、及びポスドクのカタログです。 
従来の情報（研究分野、協定のある研究
所、研究資金…）に加えて、論文のテーマ
のタブもご覧いただけるようになりまし
た。キーワードによる検索、分野別の検
索、地方別の検索ができ、あなたの研究
テーマに最も合った博士課程を見つけて
いただくことができます。

Choisir la France
今なぜフランス留学
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www.campusfrance.org 
> Trouvez votre formation 
> Catalogues > Doctorat

全ての博士課程および研究室の情
報にアクセスできます（20,000語
のキーワード、80の研究分野別テ
ーマの中から検索できます）。
博士課程ごとの紹介ページもあ
り、より詳しい情報を得ることが
できます。

www.campusfrance.org
> Espace documentaire
>offre de formation
>Fiches diplômes
>Fiches cotutelle internationale

www.campusfrance.org 
> Financez vos études

奨学金の検索エンジン 
CampusBoursesで研究資金に
関する情報を探すことができます。

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 （博士協定） ： 博士課程における学業を支援するこの公的
な資金供与制度は、博士課程での教育につきものの専門的な研究経験を深化さ
せる役割を担っています。対象は、年齢を問わず修士号または同等の資格を持つ
者で、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1,680ユーロ）が給付されます。これは全ての研究機関・高等
教育機関に共通するもので、各博士課程が企画し募集を行います。 
・Conventions industrielles de formation par la recherche （CIFRE 
研究を支援する企業内教育協定）
このCIFRE協定により、若手研究者が企業外の研究チームと連携し、研究開発
のプログラムを進めながら、企業内で学位論文を執筆することができます。修士
号または工学系グランゼコールの資格を取得していることが条件です。
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（協定書、交互期間、博士論文の口頭審査および資金供与など）に則
り、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。
博士論文の共同指導プログラムに参加する場合は原則として補助金が支給さ
れ、両機関に所属することで発生する執筆者の諸経費を優先対象としています。

Doctorat Erasmus Mundus エラスムス・ムンドゥス博士課程 – DEM
エラスムス・ムンドゥス博士課程のプログラムに参加するために選抜された学生
に対して、履修期間（3年間）全てをカバーする奨学金が供与されます。本奨学金
はプログラムによって異なり、登録料、渡航費、生活費等が含まれます。
エラスムス・ムンドゥスの奨学金を得るためには、以下の手続きが必要になります。 
・研究に合ったエラスムス・ムンドゥスのプログラムを選択してください。
・コンソーシアム内でエラスムス・ムンドゥスを企画している大学に願書を提出
します。願書提出は通常10月から12月の間です。
奨学金応募願書は同時に3件まで提出できます
eacea.ec.europa.eu>Erasmus Mundus>Selected projects>Joint doctorates
Agence Erasmus+ : www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-mundus

2014-2020 : 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

Choisir la France
今なぜフランス留学
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Les universités

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（17％未満）。フランス全土に70を超える公立大学
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アルプス山脈のグルノ
ーブル大学、シャンベリー大学、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。

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（Licence, bac+3）　修士課
程（Master, bac+5）　博士課程（Doc-
torat, bac+8）があり、それぞれの課程
を修了するごとに国家学位資格を取得す
ることができます。

フランスの高等
教育機関所属
の学生は
230万人。
そのうち62％
の学生が
総合大学に
在籍しています

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。
フランス人研究者が数々の国際的な
賞を授けられてきたことも、このことを
物語っています。例えば、2 0 1 0年の
Université  Claude  Bernard-Lyon 1
教授のCédric Villani、2006年のUni-
versité Paris-Sud 11 の数学教授
Wendelin Wernerなど、フランスの大
学に所属する研究者にフィールズ賞が
授与されています。
250を超える博士課程では、10万人近
くの研究員を擁し、2,500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11,000人
以上の学生に博士号が授与されてい
ます。
博士課程の学生のうち、42％を外国人
留学生が占めていることからもわかる
ように、フランスの博士課程は国際的
に非常に開かれています。

メモ
Diplôme d’Université （DU 大学独
自の学位）
Diplôme d’Université （DU）、 あるい
はDiplôme Inter-Universitaire （大学
間免状）など様々な名称を持つ資格は、
大学が掲げる専門教育を進める必要性
や、地域経済の要請に応えて大学が設
置したものです。DUは国家資格ではあ
りませんが、外国人留学生にとっては、
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。

Choisir la France
今なぜフランス留学
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大学は、企業・世界・研究機関に
向かって広く門戸を開くことで、
ダイナミズムを発揮し、世界情勢
の変化に応えています。
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。
・2,000以上のlicences profession-
nelles 職業学士課程が設けられてい
ます。
・技術者の養成 : IUT（技術短期大学）が
25の分野における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 En-
treprises 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  政治専門学校）で履修・専攻
できます。
・ジャーナリズムとコミュニケーション :
例えば、CELSA（Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences de l’Information 
et de la Communication 高等情報通
信科学学校）、ストラスブール大学の
Centre Universitaire d’Enseignement 
du Journalisme （大学内ジャーナリズム
教育センター）、CFJなどが挙げられます。

メモ
学士課程での挫折を減少させるべく、大学
は、「Plan de réussite en LICENCE」と
呼ばれる制度を開始し、学士課程の学生の
受け入れ態勢（指導教授･担当の上級学生
など）を整え、進路変更から就職までを考え
た枠組みを提供することで、学士課程を修
了し、その後の進路決定のためにも役立つ
情報を提供しています。
Le plan Licence : www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid55536/plan-plu-
riannuel-pour-la-reussite-en-licence.html

フランス全国のPRES

2013年7月22日の法律によって刷新し
たフランスの学術科学地図は、25のグル
ープに分けられ、各グループ内での教育研
究機関の連携の強化を図っています。

Les communautés d’universités 
et établissements – COMUE
（教育・研究機関共同体）

新制度の下で、一定の地域の高等教育機関
と研究機関がグループ化して教育・研究手
段を共有することで、教育と研究との連携
が緊密になり、地域内の複数の公立教育・
研究機関の間の相互移行が可能になりま
した。COMUEは、教育・研究機関の持つ全
ての権利を有し、学位を交付することがで
きます。

www.campusfrance.org 
>Espace documentaire >O�re de forma-
tion >Fiches diplômes >Les IAE

www.campusfrance.org 
>Espace documentaire 
>Guides pratiques et établissements 
>Fiches établissements >Universités

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。
医学（＋運動療法）、歯科学、薬学、助産学（助産師志望者向け）の4つの専攻
分野共通で設けられている第一学年の保健教育共通課程（PACES）へはバカ
ロレアまたは相当する資格（理系が望ましい）により登録が可能で、4種類の
課程への進学にあたっては別々に試験が実施されます。それぞれの試験の結
果で定員に入れることが必要となります。
学業を継続できるかどうかは順位により判断されます。
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留学生は、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。この試験に合格し、更に書類審査で
取得済みの学位が同等と認められた場合、自国で履修していたレベルに編入
することができます。
・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 spécialisée 
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。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。
www.campusfrance.org
>Espace documentaire
>O�re de formation
>Fiches Domaines >médecine

Choisir la France
今なぜフランス留学
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Les Grandes Écoles
et les Écoles supérieures 

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
の一貫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、経営グランゼコール、高
等師範学校（École Normale Supérieure ENS）、国立獣医学校
（École Nationale Vétérinaire）などが挙げられます。入学選抜
が厳しく、また、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。

グランゼコール修了時に交付さ
れる資格は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 – MSc （科学修士 Bac + 4 ～ 
5 年）、MBA （Master of Business Ad-
ministration 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。

優良経営
大学院
マスター上位
15位に
フランスの経営
大学院6校が
ランクイン
            (Financial Times 

2013年 調べ)

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資格は
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（農業・化学・生物・
情報工学等）があります。
2014年度のエンジニア国家資格取得
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。

www.campusfrance.org
>Espace documentaire  
>Offre de formation 
>Fiches diplômes
>Les Mastères spécialisés

Choisir la France
今なぜフランス留学
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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。　　
・フランス国民教育省の認定
・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、経済環境情勢の変化や、新しい経
営の実態に即した様々なレベルの多岐にわたる教育を提供しており、多くの場合、
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まれています。
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4,000ユーロから30,000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 
>Espace documentaire >Guides pratiques et 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。

Ecole Normale Supérieure
高等師範学校

École Normale Supérieureのブ
ルターニュ校が独立した1校の高
等師範学校となったことにより、
現在はカシャン、リヨン、パリ、レン
ヌの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。

Ecole Nationale Vétéri-
naire
国立獣医学校

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校の国立獣医学
校があります。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。入学試験は筆記
試験または資格・書類選考と面接
により行われます。国立獣医学校
4校で実施される課程を修了する
と、獣医の職業を営む上で必須で
ある獣医国家資格を取得するこ
とができます。

Choisir la France
今なぜフランス留学
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Les écoles supérieures d'art 

美術大学

Les écoles supérieures 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t itre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。

Les Écoles Supérieures d’Art et 
de Design publiques： 国家学位
文化通信省、国民教育省、高等教育研究
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46
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年もしくは5年のコ
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.andea.fr

Les Écoles Nationales Supé-
rieures 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。
• l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs  (ENSAD) – www.ensad.fr 

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

• l’École Nationale Supérieure de la Créa-
tion Industrielle (ENSCI-Les Ateliers) –
www.ensci.fr 

• l’École Nationale Supérieure de la Pho-
tographie  (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。 
• l’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 (ENS-
MIS) – www.lafemis.fr 

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合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
今なぜフランス留学
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DNAT : Diplôme National d’Arts et Techniques
DNAP : Diplôme National d’Art Plastiques
DMA : Diplôme des métiers d’Art
DSAA : Diplôme Supérieur des Arts Appliqués
DNSEP : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique

Les Écoles supérieures 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。
designetartsappliques.fr

Les Écoles supérieures 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.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

CampusArt
www.campusart.org

CampusArtは、フランスの60の
美術大学へのオンライン一括応
募申請システムです。

CampusArtは、美術大学の
Licence、Master、Post-Master、
及びDoctoratレベルの200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。自国
で3年以上の美術の学歴のある
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。

www.campusfrance.org
>Espace documentaire
>Fiches Diplômes 
>Diplômes d’art

Les conservatoires
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 : 
mediatheque.cite-musique.fr > 
Guide pratique de la musique > 
Base de données > Conserva-
toires et écoles de musique

L

M

D

Choisir la France
今なぜフランス留学
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Les Écoles d’architecture 

建築大学
建築分野の教育は、現在では LMD （License, Master, Doctorat‐
学士・修士・博士）方式のヨーロッパ共通制度に組み込まれています。

・3年間の第一課程を修了すると 
Licence 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Mas-
terに相当する Diplôme d’État d’Ar-
chitecte (DEA) を取得できます。
・HMONP （Habilitation à la Maî-
trise d’Oeuvre en Nom Propre、独
立建築士資格）の取得には、6年次の
履修と実習が必要です。
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Diplômes de Spécialisation et 
Approfondissement en Architec-
ture (DSA) （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。
Clermont-Ferrand, Lyon, Marne-La 
Vallée, Marseille, Nantes, Paris-Bel-
leville, Paris-La Vilette, Toulouseな
どの建築大学では、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7年以上のコース
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）が文化・通
信省認定の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 ap-
pliquées (INSA) de Strasbourg, ストラ
スブール国立応用科学院（ INSA）、公
立の教育機関 :
www.insa-strasbourg.fr
• l’École spéciale 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 supé-
rieures d’architecture et de pay-
sage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 
(ENSAP) www.bordeaux.archi.fr
• École Nationale Supérieure d’Archi-
tecture et de Paysage de Lille 
(ENSAPL)  www.lille.archi.fr
• École Nationale Supérieure de Pay-
sage Versailles-Marseille (ENSP)
www.versailles.ecole-paysage.fr 建築分野の

教育も、
LMDのシステム
に沿っています。

  www.campusfrance.org

>Espace documentaire
>Offre de formation
>Fiches Domaines

Choisir la France
今なぜフランス留学
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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。

国家認定の資格、あるいはCNCP (Com-
mission 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

Choisir la France
今なぜフランス留学
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La France, 

un système d’enseignement  
supérieur performant

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
課程を選ぶことが
可能です。

Venir étudier en France
フランスに留学する
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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。

Licence、Master、Doctorat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。

最適な選択をするために情
報収集を

www.campusfrance.org

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100ヶ国以上に独自の
Campus Franceのサイトがあり
ます。

www.campusfrance.org  
>Campus France près de  
  chez vous

日本支局サイト：
www.japon.campusfrance.org

Venir étudier en France
フランスに留学する
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Le choix de la formation 
Campus France un dispositif complet d’information

教育機関・学部を選ぶ
Campus France  - フランス政府留学局は総合情報を提供します

www.campusfrance.org
>Trouvez votre formation
>Catalogues

学部・教育機関の選択
高等教育検索オンラインカタログでは、
フランスの3,000の高等教育機関で行
われている36,000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、
受け入れ条件、博士課程などに関する
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 
>Trouvez votre formation
>Catalogues 
>Programs taught in English  
800以上にのぼる英語で受講できるコ
ースのうち、600を超えるコースは英語
のみで受講することができます。
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。

留学成功への第
1歩は
情報収集

Venir étudier en France
フランスに留学する
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短期プログラム、文化交流・語学留学カタログ

www.campusfrance.org

> Trouvez votre formation 

> Catalogues 

> Programmes courts en français

フランス語と英語で作成されたこのカタログでは、外国語としてのフランス語（FLE）
講習のほか、Campus Franceと協定を持つ教育機関の開催する夏期／冬期講習が
紹介されています。
プログラムを受講すると、ECTSに基づく単位が取得できたり、証明書や認定書を
取得したり、試験を受験したりすることができます。
次のような基準を用いてコースの検索をすることができます。
・フランス各地域のインタラクティブな地図
・フランス語のレベルや学習分野を基に選択する。
・150以上のスポーツ、文化、ガストロノミーなどに関わる活動が用意されています。

Campus France は、世界110ヶ国、200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 >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。

>学士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 
>Offre de formation 

>Fiches Diplômes

>Les tests et diplômes de 

français langue étrangère

Venir étudier en France
フランスに留学する
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S’inscrire dans un établissement d’enseignement 
supérieur français

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は国家が負担してい
るためです（学生一人当たり年間10,000～14,000ユーロ)。外国
人留学生もフランス人学生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。

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
育機関より受け入れ許可証をもらいま
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、

フランスでは
国家が公立の
高等教育機関に
大規模な補助を
しており、
外国人留学生も
フランス人学生
同様、その援助を
享受しています。

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 – National Aca-
demic Recognition Information 
Centre in the Europe Union) : 

www.enic-naric.net - 

www.ciep.fr/enic-naricfr

 　　　/comparabilite.php

Venir étudier en France
フランスに留学する
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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32ヶ国では、CampusFrance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枠）申請の応募は、毎年1月より受付が開始され、定
められた応募期限は厳守する必要があります。
特例：ポストバカロレア入学許可 Admission Post-Bac (APB)
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の高等教育進学を希望する場合
は、Post-Bac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。
http://www.admission-postbac.fr

欧州連合
欧州連合加盟国の学生は、大学の第1学年に登録する場合、オンラインのAPB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。
2014-2015学年度の登録料は以下の通りとなっています。

学士課程 ：   184 ユーロ
修士課程 ：   256 ユーロ
博士課程 ：   391 ユーロ
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。　

Campus France – CEF
オンラインシステム
日本を含む32ヶ国においては
Campus Franceがオンライン
応募申請手続きの窓口になっ
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 
>Préparer son séjour 
>S’inscrire 
>Pays à procédure CEF

Venir étudier en France
フランスに留学する
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Bourses et financements      

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、多くの教育資金援助プログラムがあります。フランス
の公的機関として高等教育機関への留学を支援してきたCampus 
Franceは、フランス政府給費留学生の受け入れも行っています。

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。 

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、日本人学生とポスドク研究者
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、
学生には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、日本ではできない研究を
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、研究をしたいと思っている
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

特殊プログラム
• Bourse d’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。
www.diplomatie.gouv.fr
>Venir en France
>Étudier en France
>Financer le projet

Venir étudier en France
フランスに留学する
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• Bourse d’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。
aefe.fr/tous-publics/bourses/disposi-
tif-postbac- excellence-major

欧州の新しいプログラム 
ERASMUS + 2014-2020

既存の高等教育プログラムだけでな
く、≪Jeunesse en action»をも融合さ
せて欧州のプログラムにスポーツの分
野をも組み込みました。
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4百万
人（うち、学生が2百万人）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。各課程（学士・修士・博士）につき、最
大12ヶ月間の範囲で、留学や海外研修
のために利用することができます。
www.agence-erasmus.fr/page/eras-
mus-plus-enseignement-superieur

•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/
masters-conjoints

L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE 
LA FRANCOPHONIEの奨学金
L’Agence Universitaire de la Fran-
cophonie （フランコフォニー大学機構）
は加盟100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/allocations

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650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
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La demande de visa     

ビザの申請

フランスへの留学期間が３ヶ月以上にわたる学生はすべて長期学生
ビザを取得する必要があります。
（※欧州経済領域30ヶ国ならびにアンドラ、モナコ、スイス、サンマリ
ノ、バチカン諸国出身者についてはこの限りではありません。）
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。

長期学生ビザ（VLS-TS）（3ヶ月
以上）
フランスの高等教育機関で3ヶ月以上
の就学を希望する外国人学生は長期
学生ビザを取得する必要があります。
このビザを持っていると、県庁における
滞在許可証申請の手続を免除されま
す。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。そのた
め、フランス入国後ただちに移民局に
連絡を取る必要があります。
 www.ofii.fr
ビザ申請の手続きは、仮入学許可証を
受け取ってから行います。

メモ 

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。
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。

研究者向け長期滞在ビザ

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発
給されます。

このビザを取得すると、フランス到着
後2ヶ月以内に、「研究者」としての一
時滞在許可証を申請することができま
す。この滞在許可証を取得すると、公
立・私立の研究機関や高等教育機関と
の間で締結する受入協定に基づき、フ
ランスで研究活動を行ったり教職に就
いたりすることができます。

この滞在許可証は1年間有効で、更新
可能です。発給時に手数料として340
ユーロが徴収されます。

有効期限を更新し1年以上滞在するこ
ともできますが、4年を超えて更新する
ことはできません。この滞在許可証を
取得すると、家族を呼び寄せることが
できます。

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
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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、満了後の更新も可能です。

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。
• 2つのコースを続けて受講する場合（たとえば、まず語学研修を受け、次いで大
学などの高等教育機関で就学する場合）は、ビザ申請の前に双方の教育機関に登
録手続きをしておくことで、勉学のための総滞在期間に対して有効なビザを申請
することができます。

オンライン応募手続き（CEF）
が必須とされる32ヶ国

アルジェリア、アルゼンチン、ベナ
ン、ブラジル、ブルキナファソ、カ
メルーン、チリ、中国、コロンビア、
コモロス、コンゴ共和国、大韓民
国、コートジボワール、アメリカ
合衆国、ガボン、ギニア、 インド、
日本、レバノン、マダガスカル、マ
リ、モロッコ、モーリシャス、メキ
シコ、ペルー、ロシア、セネガル、シ
リア、台湾、チュニジア、トルコ、ベ
トナム

これらの国では、フランス教育
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
ンシステムを完了することが不
可欠となっています。ビザの申請
は、Campus Franceの手続きを
終え、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。

www.campusfrance.org 

>Préparer son séjour 
>S’inscrire  
>Pays à procédure CEF

  www.campusfrance.org

>Préparer son séjour
>Obtenir un visa

Venir étudier en France
フランスに留学する
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La France, 

art de vivre, histoire  
et culture

International living association は、フランスを世界で
4番目に生活環境の良い国とみなしています。
- WHOから世界第1位と評される優れた医療システム
- 世界でもトップクラスの長寿国
- ヨーロッパでも治安の良い国の一つ
- 効果的な公共交通網
- 世界でも最も性能の良いインターネットネットワークの一つを有する

Vivre en France
フランスでの暮らし
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Vivre en France 

フランスでの暮らし
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
2,000軒以上の映画館、年間33,000回を上回
る演劇の公演回数、1,200を超える美術館・博
物館の数は、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ることを
物語っています。また、音楽祭・オペラ・舞踊芸術
などのフェスティバルに加え、自然科学、ガスト
ロノミー、スポーツ、そして文学のジャンルでも
様々なイベントが数多く催され、世界に誇る豊
かな文化をたっぷり享受することができます。
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。

Campus Franceのサイトで、留学準備中から渡仏後の様々
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。

“Fiches Arrivée”
“Un mois avant le départ（出発1ヶ月前）”、“Une semaine 
avant le départ（出発1週間前）”、“Le jour de l’arrivée（渡仏
する日）”、“Pendant la première semaine（渡仏後1週間）”、
“Pendant le premier mois（渡仏後1ヶ月）”、“Tout au 
long du séjour（滞在中）”と、出発前から渡仏後までの具体
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。

“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/英語で編纂されたミニガイドで、単語ごとに文化、勉
強、健康…などのカテゴリーに色分けされていて、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。辞書のように編集されていて、アルファベットの各
文字も、フランス生活を象徴する事象で彩られています。
留学中はもちろん、帰国後もフランスでの留学生活の思い出と
して、長く役に立つでしょう。 

Vivre en France
フランスでの暮らし
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Se loger en France       

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、住宅補助を受け
ることができます。

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 - 12 m2 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 120 – 350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。 
・フランス全土のCROUSは、CNOUS 
（Centre National des Oeuvres
Universitaires et Scolaires 全国学
生生活センター）のサイトで検索でき
ます。 ：www.cnous.fr

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400 – 700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。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。

Vivre en France
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住居の転貸借 
賃借人は、原則として住居を他人に又貸しすること
はできません。一人または複数の人に対して貸し出
された住居の一部または全部を賃借人が又貸しし
たい場合、必ず大家から書面で同意を得る必要が
あります。この書面がない場合、大家は直ちに賃貸
借契約を解除することができるほか、占有違約金を
請求することができます。法律上は、賃借人は転借
人に対し、賃借人が大家に支払う金額を超えた家
賃を請求してはならないと定められています。
注意 : 又貸し相手を募集している人に対し、大家
から許可を得ているか確認してください。確認後、転借契約を必ず締結する必要
があります。転借契約では特に、家賃の金額、家賃支払日、転貸借期間、当事者の
義務、管理費の分担について明記させなければなりません。
転貸借に関する規則は以下のサイトで確認できます。 : www.souslouer.com

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.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>Vivre en France>Se loger

教育機関が提供する受け入れサービス
www.campusfrance.org>Espace documentaire>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

*これらの金額には学生の受けられる住居手当は含まれていません。

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。

カギとなる賃貸保証人
これら、国家が賃貸保証をする住居のネットワークは、海外領土を除く
フランス本土に広がっていて、家賃を支払う収入はあるものの適切な
保証人のない学生にも住居へのアクセスを容易にしています。
以下のような場合にこのシステムを利用することができます。
• 家賃の支払いに充分な収入があるが賃貸保証人が立てられない
• フランスに就学の目的で滞在する 

• 賃貸借契約を結ぶ学年度の9月1日現在28歳未満である
CLE (Caution Locative Etudiante 学生向け賃貸保証)はLokavizのサ
イトから依頼することができます。

Vivre en France
フランスでの暮らし
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Travailler en France

フランスで働く

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。勉学に勤勉に従事すること
を条件に、学生は奨学金を受けていて
も就労する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）を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行う研
修時間（研修協定書を保持する場合）
は、有給、無給に拘わらず、上記の時間
数に含まれません。
参考：法定最低賃金SMIC（salaire 
minimum）9.53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、教育機関において、学
生の受け入れ、障害を抱える学生のアシ
スト、チューター、IT利用支援、文化・科
学・スポーツ・社会的イベントの実行アシ
スタント、就職支援、課外活動支援など
の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1～8月31日の間
で最長で12ヶ月、延べ実労働時間は、9
月1日～6月30日はトータル670時間以
内、7月1日～8月31日は300時間を超
えてはいけない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Master（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（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。

www.campusfrance.org
>Vivre en France>Travailler

www.service-public.fr  
> Etranger - Europe 
> Etrangers en France

フランスの
法律は
留学生の就労を
許可しています。

Vivre en France
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37

社会保険（Sécurité Sociale）と
健康保険（Assurance Maladie）
• 第三国出身の学生（欧州経済領域外）
で10月1日現在28歳以下で、フランス
社会保険から認定を受けている教育機
関で3ヶ月以上登録する学生は、自動的
にフランスの社会保障システム、学生社
会保険（régime étudiant de la Sécu-
rité Sociale）に加入することになって
います。現地の教育機関で事務手続き
の際に加入します。年間の社会保険料
は約200ユーロです（特に奨学生など、
保険料免除となる学生もいます）。 
29歳以上の学生は、居住地の最寄りの
Caisse primaire d’Assurance Mala-
die – CPAM（健康保険第一金庫）を介
して、社会保険に直接加入する必要が
あります（住所などの情報は社会保険の
サイト www.ameli.fr で検索してくだ
さい）。
• 欧州経済領域内の国またはスイス
出身の学生は、学年度をカバーする欧
州医療保険証（Carte Européenne 
d’Assurance Maladie - CEAM）を持
っていれば、社会保険料を支払わずにフ
ランスの社会保険に加入することがで
きます。
• その他の学生（登録期間3ヶ月以下、
社会保険非認定教育機関の学生）は、
民間保険会社で任意の医療保険に個人

的に加入する必要があります。フランス
では保険料は年間約150 – 550ユーロ
程度です。

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
入して不足分を補うことができます。 
主な保険は以下の3種類です。
La Mutuelle des Étudiants :
www.lmde.fr（フランス全土にあります）
L’USEM : www.usem.fr　（ 10の地方
学生共済組合を統括しています）
La Smerep　: www.smerep.fr

住宅保険（Assurance multi-
risque 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）。

S’assurer en France

フランスの保険 

加入義務のある
保険

Vivre en France
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Vie culturelle

フランスの文化

地方で行われる音楽祭（Vieilles char-
rues à Carhaix, Folles journées de 
Nantes, Eurockéennes de Belfort, 
Jazz in Marciac, Transmusicales 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 des-
sinée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7千の美術館がありま
す。最も多くの観光客が訪れるエッフェ
ル塔の他、4万以上の建造物（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/francais/musees/

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（Salons 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

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。 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3千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 Universitaire de Docu-
mentationは、大学を始めとする127
の高等教育機関の図書館の4千万を超
える蔵書からなるポータルサイトです：
www.sudoc.abes.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

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。

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
利用したりする
ことができます。

Vivre en France
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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asso-
ciation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。

Annuaire des associations françaises : 
www.association-infoservice.com

Universités
大学
各大学内にもAssociationがあり、学
部・学科内、あるいはその壁を越えて文
化的活動を行ったり、学生組合活動を
行ったりしています。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。
Associationの活動は、各大学のFonds 
de Solidarité et de Développement 
des Initiatives Etudiantes (FSDIE)に

よって統括的に支えられています。
Fonds de Solidarité et de Dévelop-
pement des Initiatives Étudiantes 
(FSDIE): 
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

Grandes Écoles
グランゼコール
グランゼコールにおいては、Bureau Des 
Etudiants (BDE)、もしくは、Bureau des 
Elèvesと呼ばれる、学生から同志から
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。

Vie associative 

Associationを通しての活動
フランス全土に200万以上ある学生主体のassociationを通して、
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自ら主催しています。

France Alumni-: 
www.francealumni.fr
Campus Franceが立ち上げ
たFrance Alumni - フランス
留学経験者グローバルネッ
トワークは、世界中のフラン
ス留学経験者、企業、教育機
関などを繋ぐネットワークで
す。France Alumniのメンバ
ーになって留学経験をより豊
かにしてください！
日本語版France Alumniの
サイト : 
www.japon.francealumni.fr

Vivre en France
フランスでの暮らし
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Combien coûte… ?

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

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。

Vivre en France
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Choisir la France

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1 kg 1  €

• じゃがいも1 kg  1.20 €

• 米1 kg  1.90 €

• 牛乳1ℓ  1.20  €

• 卵 6 個  1.50  €

• 学食   3.20 €

• 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、30€／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 　　　　1.20€ 

•  ペーパーバック（文庫本）　 およそ 6 €

•  2つ星ホテル1泊　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、神経病科

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ヶ月乗車券　          
60€（パリ市内） ～ 123 €（郊外遠距離）
• 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　
パリではレンタル開始より30分間は無料 

Vélib’, Vélov, V3 サービスは 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。

Vivre en France
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 Campus France - フランス政府留学局
（フランス留学に関するすべての情報
と支援)：

 www.campusfrance.org 

 Ministère des A�aires étrangères  （
フランス外務省） ： 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 Supé- 
 rieur et de la Recherche （高等教
育・研究省）:

 www.enseignementsup-recherche. 
 gouv.fr

 CNOUS （Centre National des Œuvres 
Universitaires et Scolaires 全国学生生
活センター）： 奨学金、大学寮、学生食
堂についての情報 :

  www.cnous.fr 

 Centre de reconnaissance aca-
démique et professionnelle des 
diplômes（学位・資格の同等性を認
定する機関） :

 www.ciep.fr/enic-naricfr 

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

 Inscription en première année à 
l’université pour les titulaires du 
baccalauréat（バカロレア取得者のた
めの大学第1学年登録） :   
www.admission-postbac.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（エンジニア系グランゼ
コール校長会議）:   
 www.cdefi.fr

 • Commission des Titres d’Ingé-

nieurs - CTI（エンジニア分野資格委
員会）： www.cti-commission.fr

 •  F E S I C（2 8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 Ingénierie 
d’Universités et de Rechrche（フラ
ンスの15校の大学のネットワーク） : 

  www.reseau-figure.fr

 •  GEIPI-POLYTECH （公立のエンジニ
ア系グランゼコール27校が参加す
る入学試験） : 

  www.geipi-polytech.org 

 • Réseau n+i des écoles d’ingé-
nieurs（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

 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）

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

  www.efmd.org/equis 

 • AACSB（Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
AACSBの管轄するアメリカの認証
制度）: 

  www.aacsb.edu/accreditation 

 • AMBA  （MBA協会が管轄する認証
制度） : www.mbaworld.com 

 Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Paris (CCIP) （パリ商工会議
所） : www.ccip.fr 

 美術分野の教育課程

 • Réseau CampusArt（CampusArtネ
ットワーク）: www.campusart.org
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 • 美術高等教育機関案内 :   
  www.andea.fr 
 • Centre national de la cinéma-

tographie （CNC 国立映画セン
ター）:  www.cnc.fr

 建築分野の教育課程 

 • Ecoles d’architecture pu-
bliques（20校の公立建築大
学）: 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 （農業、食料、動物
の保健衛生、環境に関する研究
と教育のための国立コンソーシ
アム） : www.agreenium.org

 • フランスの農業教育に関する  
ポータルサイト : 

  agriculture.gouv.fr/Ensei-
gnementagricole

 • 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  
  (étudiants en médecine et  
  paramédical) : www.remede.org
 • Collège de médecine des  
  hôpitaux de Paris : 
  www.cmhp.asso.fr

 • Diplôme de français profes-
sionnel médical (DFM) de la 
chambre de commerce de 
Paris （パリ商工会議所認定医
学専門フランス語資格） : www.
francais.cci-paris-idf.fr/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 du travail, de 
l’emploi et de la santé　

 （フランス厚生省、保健分野）:  
 www.sante.gouv.fr

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

cin.fr

 • Réseau des 32 Centres Hos-
pitaliers Universitaires (CHU) 
（32の大学病院のネットワーク）: 

  www.reseau-chu.org

 • Université de Strasbourg, Fa-
culté de médecine（DFMAS/
DFMSA試験について） : 

  med.unistra.fr

 • 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 

 •  www.campusfrance.org  
  >Trouver votre formation  
  >Ressources documentaires
  >Formations et enseignement  
    à distance 

 • CNED （Centre national d’en-

seignement à distance 全国
通信教育センター）:  
www.cned.fr

 • FIED （Fédération interuniver-
sitaire de l’enseignement à 
distance,大学間通信教育連盟）:

   www.fied-univ.fr

 • FORMASUP, 通信教育に関する
ポータルサイト : 

  www.formasup.fr

 • 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-bordeaux2.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

 • Fondation UNIT Université 
Numérique Ingénierie et 
Technologie （工学系オンライ
ン大学のポータルサイト）：

  www.unit.eu/fr

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 : 

  d.campusfrance.org 

 • 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

 • AERES - Agence d’évaluation 
de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur （研究・高
等教育評価機構） : 

  www.aeres-evaluation.fr

 • ANDèS （Association Nationale 
des Docteurs ès Sciences、理科
系博士号取得者全国協会） : 

  www.andes.asso.fr
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 • ANRT - Agence Nationale de la 
Recherche et de la Technologie（
国家研究・科学技術機構）：  
www.anrt.asso.fr

 • CNRS - Centre National de la Re-
cherche 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/

 • 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’in-
vestissement : www.bpifrance.fr

 • Oriente Express, パリおよびパリ近
郊の図書館・資料館の住所録 :

  www.bpi.fr
  > Recherche documentaire
  > Autre bibliothèquesl

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 > Espace 
documentaire >Fiches diplômes

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

  www.ciep.fr > Diplômes et tests 

 • 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.fda.ccip.fr

 • 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

 • フランス国内のフランス語学学校一
覧 : www.qualitefle.fr

フランスについて
 • Agence française pour les investis-

sements internationaux – AFII（対仏

投資庁） : www.invest-in-france.org 

 • 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  

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

 • O�ces 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.fr 

 • フランス公式サイト : www.france.fr

 • 海外領土 : www.outre-mer.gouv.fr

フランス語について
 • Actualité internationale 24H/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 Fran-
cophonie - 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 : 
  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
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 • 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 Fami-
liales (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

 • CNOUS : www.cnous.fr

 • DROIT EN LIGNE フランス
の法律に関する情報サイト：

  www.droitenligne.com

 • MA PIAULE  民間および公共住
宅の地域別検索サイト：

  www.mapiaule.com

 • 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

 • Association pour le dévelop-
pement économique du loge-
ment étudiant（ADELE 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

 • Lamy Résidences : 
  www.lamyresidences.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で学生向け
  住居を斡旋する企業。 : 
  www.lokaviz.fr 

 • www.pap.fr

 • www.entreparticuliers.com

 • www.fnaim.fr

 • www.paruvendu.fr

 • www.petites-annonces.fr

 • www.seloger.com

 ルームシェア
 • www.appartager.com

 • www.colocation.fr
 • colocation.vivastreet.com/  
  annonces-colocation

 • www.leboncoin.fr

 • www.pap.fr/annonce/colocation

 • www.recherchecolocation.com

 • www.colocationfrance.fr

 • www.easycoloc.com

 • www.ma-colocation.com

 • www.okroommate.com (英語)

 • www.koloc.org (完全無料)

  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
 • Fédération française des festi-

vals internationaux de musique 
（国際音楽祭フランス連盟）:

  www.francefestivals.com

 • Centre des monuments natio-
naux （全国記念建造物センター） :  

  www.monuments-
  nationaux.fr/fr/monuments/ 

 carte-des-monuments/

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

 • フランス全国の博物館一覧:
  www.rmn.fr 

 • Cité de la Musique（音楽都市） : 
  mediatheque.cite-musique.fr  

 >Répertoire de sites>Di�usion

 • Univers Sciences - Cité des 
Sciences et d’Industrie, Pa-
lais de la Découverte （科学技
術に関するポータルサイト）：

   www.culture.gouv.fr

 • Ministère de la culture et de 
la communication （フランス文
化・通信省）：   
www.centrepompidou.fr

 • Portail de la France:   
 www.france.fr 

仕事
 • 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

 • Cité de la Santé – Univers-
ciences :

   www.universcience.fr/fr/cite- 
 de-la-sante

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

 • Smerep, 学生相互保険 : 
  www.smerep.fr
 • Emevia（地方の学生相互保険
グループ）： www.emevia.com
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Certifications o�cielles de langue française
フランス文部省認定フランス語資格試験

DELF・DALF
フランス国民教育省フランス語資格試
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。1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160
カ国以上で行われ、日本でも1991年より
実地されています。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。

詳細はDELF・DALFのパンフレットまた
はwww.delfdalf.jpをご覧下さい。

お問い合わせ:
delfdalf＠institutfrançais.jp

TCF
フランス語能力テスト
TCF（Test de Connaissance du Fran-
çais）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。

TCF :
必須試験 聴解・文法・読解
補足試験 筆記表現力試験・口頭表現力
試験

在日フランス文化ネットワークの各機関
における試験の日程については：
www.japon.campusfrance.org/ja
> フランス語学習
> 2015年試験日程

46

Diplômes et certifications officielles de langue française

フランス語の試験と資格

※ DELF DALFと仏検は 異なる試験ですので、上記表による比較はあくまでも目安で
あることをご了承下さい。

Pour les Etudiants Japonais
日本からフランスへの留学
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Apprendre le français au Japon 

日本でフランス語を学ぶ

フランス留学の準備、趣味でフランス語
を始めてみる、仕事で使えるよう磨きを
かける、あるいは単にフランス語・フラン
ス文化に浸ってみる…日本国内のアンス
ティチュ・フランセとアリアンス・フランセ
ーズでは、そんな様々なご希望や目的
を叶えるために、バラエティー豊富なプ
ログラムを用意しています。

世界レベルでの認識
世界にネットワークを展開するアンステ
ィチュ・フランセとアリアンス・フランセ
ーズは、フランス政府公式のフランス語
学校・文化センターです。外国人へのフ
ランス語教育の先駆者として、学習者の
母国語と、外国語学習法を考慮した上
での教育の草分け的存在でもあり、伝
統的な教育方法に基づきながらも、新
しいコミュニケーションの形式や、最新
のテクノロジーにも取り入れたメソッド
を活用しています。交付するディプロム
がフランス国民教育省やALTE（欧州に
おける試験者協会）等のヨーロッパ団
体に認定されていること、またそれら団
体の語学試験の対策講座を開講・試験
会場ともなっていることからも、両機関
の教育水準の高さが伺えることに加え、
革新的で、精力的なフランス文化ネット
ワークは、卓越した教育と質の高いフラ
ンス文化をお約束します。

教育法
外国語を学ぶということは、その言語で
コミュニケーションが取れるようになる
ということです。コミュニケーションの第
一段階は、相手を理解し、応答できるよ
うになるという、オーラル・コミュニケー
ションに始まります。フランス公式ネット
ワークでは、初級の段階から4つの能力（
リスニング、口頭表現、読解、筆記）を伸
ばす訓練を行っています。外国語として

のフランス語教育の専門家である教
師たちによる、コミュニケーションを
主体とした教育法で、生徒たちは最
初の授業から口頭で表現することが
出来るようになります。授業は効率向
上のため、少人数のグループに分か
れ、欧州評議会によって制定された
外国語教育・取得に関する基準、「言
語に関する欧州共通基準（CECRL）」
に沿ったカリキュラムに基づいて行
なわれています。

アンスティチュ・フランセーズとア
リアンス・フランセーズでは、一人
一人のニーズとスケジュールに合
ったプログラムを提供することに
尽力しています。

幅広い授業
集中コース、日中の授業や夜の授
業、週日の授業や週末のクラスな
ど、全くの初心者（言語に関する欧州
共通基準のA1クラス）から、自立して
学習していけるレベル（言語に関する
欧州共通基準のC1クラス）まで、幅広
い授業を提供しています。一般フラン
ス語の授業の補足として、文法・発音
などフランス語のワークショップや、 
文明・文学、TV5 Monde 、会話、歌、
演劇、ワインテイスティング、ガストロ
ノミーなど、文化に関するワークショ
ップも行っています。

あらゆるタイプの学習者の
ためのクラス
子供、中高生や大学生、シニア向けの
授業、企業向けの授業や、専門分野の
必要にあわせた授業、グループでのク
ラスや個人レッスン…。また、通学がで
きない方のためには、通信教育（郵便、
またはeラーニング）も行なっています。

フランス語を学ぶ動機や目的は様々…。日本全国に広がる在日フラ
ンス文化ネットワーク、アンスティチュ・フランセやアリアンス・フラン
セーズでは、皆様のニーズとスケジュールに合う講座を見つけてい
ただくことができるでしょう。

個々の必要に応じたサービス
アンスティチュ・フランセとアリアン
ス・フランセーズの会員は、フランス
語を学ぶだけではなく、メディアテー
クや、Culturethèque（コンピュータ
ーや携帯電話/スマートフォンを使っ
てどこからでもアクセスできるアンス
ティチュ・フランセ日本のデジタル図
書館）、ブラスリーやレストラン、展示
会場、シネマクラブなどの集いの場を
ご利用いただけると共に、フランス語
学留学の紹介、フランス文化ネットワ
ークのパートナー機関や在日フラン
ス大使館、アンスティチュ・フランセ
日本が開催する文化イベントにも特
別料金でご参加いただけるなどの特
典もあります。
在日フランス文化ネットワークの
各機関の住所・連絡先については、
ｐ.55をご参照ください。

Pour les Etudiants Japonais
日本からフランスへの留学
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Apprendre le français en France

フランスで、フランス語を学ぶ
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手続サポート

フランス語教育はフランス政府公式機関であるアンスティチュ・フランセ日本の使
命であり、長年フランス語を教えてきた歴史と経験があります。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。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。
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（東京及び関西）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。サービス内容は、厳選したフランス各地のLabel Qualité FLE取得済みの語学学
校から、ご要望にぴったりの学校・コース、学校手配による宿泊先のご提案、事務手
続、そしてご出発までの個別フォローなど。長期語学留学申込者には、学生ビザ申請
に役立つ情報提供もいたします。あなたの語学力アップを最優先に考えながら、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。

留学経験者のカウンセラーが、親身に相談に乗ります！
まずはホームページから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
HP : www.institutfrancais.jp/tokyo/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

フランス語学留学サポート関西
HP：www.institutfrancais.jp/enfrance-kansai/ 
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

“Label Qualité FLE”は、フランス高等教育研究省、フランス
文化通信省、フランス外務省によって、フランス語教育の質
はもちろん、学校のサービスの観点からも良質と認められた
語学学校に認証されるラベルです。“Label Qualité FLE”の
認定を受けた語学学校で、フランス語をしっかり習得しまし
ょう。

Label Qualité FLEのサイトの検索エンジンでは、学校のあ
る地方、どんな授業を受けられるか、またその他キーワード
による検索ができます。ラベルの認定を受けた全ての語学学
校のサイトへもリンクでつながっています。

www.qualitefle.fr

Pour les Etudiants Japonais
日本からフランスへの留学



49



Web

4650

L'essentiel sur les études en France

フランス留学基礎知識
ユネスコによれば、2012年、世界の留学生総数は、3,984,000
人。2006年度と比べて54%増加しています。外国人留学生を迎えた数
の多い上位の国々は、アメリカ合衆国（18.5%）、イギリス（11%）、フラン
ス（7%）、オーストラリア（6.85%）、ドイツ（5.4%）の順となっています。

2013年-2014年度、フランスの高等教育機関は、295,084名の留学生を受け入れま
した。フランスの大学生総数の12%、博士課程の学生総数では実に41%を留学生が
占めていたことになります。
日本からフランスに留学する学生の数は、毎年約2,000人。フランスから日本の大学
に留学する学生の数は、約1,000人です。2013年のフランソワ・オランド大統領の訪
日に続き、2014年には安倍晋三総理がフランスを訪問しました。安倍総理の訪仏の
機会に、日本国立大学協会（JANU）、フランス大学長会議（CPU）、及び、フランス技師
学校長会議（CDEFI）の立会いの下に、「日本国とフランス共和国の高等教育機関にお
ける履修継続のための履修、学位及び単位の相互認証に関する協定」が調印されまし
た。日仏間の大学交流の重要性、及び、2020年までに日本からフランスへ、そしてフラ
ンスから日本へ留学する学生数を倍増させるという目的を再認識することで同意し
ました。日本人に対する学生ビザ申請手続きを緩和する、フランスの教育機関におい
て英語で受講できるコースを増やす、日本では国際経験のある若者の登用を奨励す
る･･･など、様々な方策が推進されます。ぜひフランス留学にチャレンジしてください !
次の章では、これほど多くの若者がフランス留学の道を選ぶ理由を10に分けてお話ししましょう。

OUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS
留学、それは新たな展望を開くこと

①快適で素敵な生活環境 : 
美食の国、充実した医療システム、国中に散らばる観光名所･･･、欧州の要に位置す
るフランスは諸外国への格好の出発点ともなっています。

②世界的な言語フランス語 : 
フランス語を話すのは、世界の五大陸で2億7千万人。世界で5番目に多く使われてい
る言語であると同時に、多くの国際機関の公用言語(国際連合、ユネスコ、国際オリン
ピック委員会…）のひとつでもあります。

③現代文化 : 
フランスはリュミエール啓蒙の世紀（18世紀）以来の哲学者の国であり、文学や人文科
学分野のフランス人思想家や、現代アート作家の作品は世界で高く評価されています
（カミュ、サルトル、ブルデュー）。モード、映画、建築、デザイン、音楽などの分野におい
ても、フランスのノウハウは世界に知られています。フランス革命記念日、音楽祭、クリ
スマスのマルシェ、芸術祭…フランスの日常生活は、様々なイベントに彩られています。

④躍進する経済 : 
フランス経済は世界第6位、欧州第3位です。フランス企業は国際的にも広く進出しています。

CREER DES OPPORTUNITES PROFESSIONNELLES
拡がる就職チャンス

Pour les Etudiants Japonais
日本からフランスへの留学
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⑤優良部門 : 
製薬産業、航空産業、化学、農産物加工業、民間原子力、情報通信テクノロジーなど、フ
ランスは数多くの産業分野で最先端を誇っています。
世界に評価されるフランスの 「ノウハウ」 :
               ホテル業、外食産業、工芸、舞台芸術、手工業

ETUDIER DANS UN CADRE D’EXCELLENCE
理想的な環境で実現する留学
⑥優先事項である教育と高等教育 : 
フランス政府は国内総生産GDPの6.9%を教育に充てています（OECD加盟国の平均
は6.1%）。一方、フランスは「将来への投資」プロジェクトの一環として、189億ユーロ
を高等教育、研究支援に充てています。
フランスの高等教育機関が、国の保証する質の高い教育を、抑えた学費で提供できる
ゆえんです。
国家は学生ひとりあたりに対して、国籍に関わらず年間平均11,260ユーロを負担し
ていることになります。すべての学生に対する一律な権利と助成の実践は、平等の理
念に則ったものです。

⑦レベルの高い研究 : 
国家の支援のおかげで、フランスの研究は極めて活発です。研究開発経費支出で
は、OECD加盟国中第5位、科学出版物数では世界の第６位を占めています。
フランス人研究者受賞実績：フィールズ賞56人中12人: 数学の分野で世界第2位の実
績。ノーベル賞受賞者58人（作家15人、物理学者13人、化学者8人）。

⑧あらゆるニーズに応える高等教育 : 
フランスの高等教育研究は数百年の歴史があります。1253年に創設されたソルボン
ヌ大学は世界で2番目に歴史の古い大学です。
フランスでは、73校の国立大学、250校の工学系グランゼコール、230校の経営系グ
ランゼコール、120校の美術大学、20校の建築大学、3,000校の職業専門学校（ガス
トロノミー、モード、映画、アニメーション、通信、手工業など）で、実に多岐にわたる教
育が提供されています。

⑨国際的に評価されているフランス高等教育 : 
フランスは世界でも第3番目に、多くの留学生を受け入れている国です。その高等教育
は学術研究メデイアにおいても世界第7位という高い評価を受けており、優良経営大
学の世界トップ10にフランスの経営大学院5校が入っています。フランスの高等教育
システムは、ヨーロッパ共通システムに合わせて、学士、修士、博士の3つの課程から成
り、各学年度は2つの学期から構成されています。欧州単位互換システム（European 
Credit Transfer System - ECTS）も採用されています。
フランスの高等教育システムは、諸外国の数多くの大学との間に結ばれた協定による
交換留学制度や、ダブル･ディグリー制度などによって、世界にその門を開いています。

⑩世界を魅了するフランス : 
ブラジル、ポーランド、インド、モロッコ、ドイツ、エジプト、そして日本では、70%の人が
フランスに対して好意的な印象を抱いているという事実は、フランスが世界的に良い
印象で捉えられていることを物語っています。人権尊重の国として世界的に知られるフ
ランスの標語は、「自由、平等、博愛」。フランス留学をした外国人留学生の90%は、フラ
ンス留学を勧めると言っており、留学中の学生、留学を経験した外国人学生の80%が、
教育の質、そして、取得したフランスの学位の価値に高い満足度をあらわしています。

Pour les Etudiants Japonais
日本からフランスへの留学



Les types de mobilité étudiante

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。

1.短期留学－3ヶ月未満
いきなり長期間の留学は不安でも、大学
の夏休みや春休みを利用して、フランス
語を学びながらフランス文化を発見でき
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。3ヶ月未満であれば長期ビザも要らな
いので、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。

www.japon.campusfrance.org/ja
> 教育機関の検索
> 「短期滞在プログラム」
www.campusfrance.org/fr
>ETUDIER EN FRANCE
> Les formations courtes

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付属語学学校で
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。
大学を休学してフランスの高等教機
関で好きなことを学ぶという方法もあ
ります。大学付属語学学校なら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2億2千万人の人に使われ、
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、世界の国々に進出していま
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、または大学付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。フランスの大学
で専門分野を学ぶコースに留学を希望
する場合も、授業について行くのに充分
なフランス語学力が必要です。大学で専
門分野を学ぶ前に語学学校でフランス
語を習得するという長期的な計画の一
部としての語学留学もあります。
« フランスで、フランス語を学ぶ » のペー
ジ（ｐ.48）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。

52

知っていますか？
日本で在籍している大学と海
外の教育機関との間に結ばれ
ている協定に基づく短期留学
で文部科学省から採択されて
いるプログラムでの留学につい
ては、給付型奨学金を受給して
渡航するとができます。
短期留学のための奨学金につ
いての詳細は、日本学生支援機
構（JASSO）のウェブサイト、も
しくは、在籍している教育機関
の国際交流担当部署にお問い
合わせください。

Pour les Etudiants Japonais
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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? 交換留学の場合は、在学
中の大学の国際交流担当セクションに
相談ができますが、自分で応募すると
きの手続きは？
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！！
オンラインお問い合わせフォーマット
からご質問をお寄せください。
www.japon.campusfrance.org/ja
> 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、今ま
でに修めた学歴を証明する書類や動機
書のほかに、専門分野を学ぶために十
分なフランス語学力を証明する書類を
併せて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、9ペ
ージをご参照ください。

5.大学間協定留学／ダブル･デ
ィグリー
• 大学間協定プログラムとは
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、
協定に基づく交流や派遣プログラムの
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。

• こんなニーズに最適
-フランス語をしっかり習得・スキルア
ップすることで、日本の大学で専攻し
ている分野をより深める
-日本の大学で専攻している分野をフ
ランスの大学で学ぶ
（その他の形態の留学と同様、大学間
協定プログラムにも英語で履修でき
るプログラムもあります！）

• 大学間協定プログラムのタイプ
- 3ヶ月未満の短期留学 （学期中、また
は学期休みに）
- 1学期または1学年の留学（4ヶ月～1
年）留学先の協定大学で取得した単位
を日本で在籍する大学に移行できる
- ダブル・ディグリー

• ダブルディグリー
大学間協定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
> ダブル･ディグリー

協定校留学プログラムでの留学に関
心を持ったら、在学している大学と協
定を持つフランスの大学のリストや、
留学プログラムの詳細を、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。
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知っていますか？
協定校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！

Pour les Etudiants Japonais
日本からフランスへの留学



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。
在日フランス大使館内にある東京メインオフィスと、アンスティチュ・フ
ランセ関西－京都内にある関西オフィスから、情報を発信しています。

> 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情
報も表示されます。また、英語で受講がで
きるコース、芸術系のコース、短期滞在プ
ログラム、フランス語学留学などのカテ
ゴリーからも検索ができます。
検索エンジンでコースを検索する際に、
補足的な資料ファイルをダウンロードす
ることができます。検索で得られた情報
を直ちに手に入れることができます。

> 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奨学
金情報の検索エンジンCampusBourses
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、さらに
奨学金ごとの詳細情報にもアクセスする
ことができます。

> Procédures 
 フランス留学の手続き  
世界30ヶ国以上で採用されているCEF
オンラインシステムの、日本における窓口
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30ヶ国以上で
展開する
Campus France
のサイトは、
フランス留学の
準備に役立つ
情報集めに
絶好の場所と
なっています。

www.japon.campusfrance.org 
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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 > Vivre en France > les services d’accueil 

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/fr/espace-documentaire 
> 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、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5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。

2013年からは、アンスティチュ・
フランセ東京に新たに設けられ
たインフォメーション・カウンタ
ーにおいても、留学に関するお
問い合わせやご相談を受け付け
ています。
＊相談が可能な曜日や時間帯に
ついては、
www.japon.campusfrance.org
『フランス政府留学局・日本支
局』の項目にて必ずご確認くだ
さい。

東京インフォメーション・
 　　　カウンター
〒162-8415
東京都新宿区市谷船河原町15
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としての役割も担っています。このシステ
ムは、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。
サイトのこの項目では、留学計画のタイ
プ別に、オンラインシステムではどのよう
な手続きが必要かを確認することができ
ます（大学への応募申請、グランゼコー
ルへの留学、語学留学、交換留学、etc.）。

> Vivre en France
フランスでの生活

高等教育機関への応募申請方法・ビザ申
請・フランスでの生活・フランス語学習・
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。

オンラインカタログでコースを検索する
際に、補足的な資料ファイルをダウンロ
ードすることができます。検索で得られた
情報を直ちに手に入れることができます。
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 

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
Tel: 075-761-2121　Fax : 075-761-2106

E-mail : kyoto@campusfrance.org

東京メインオフィス

関西オフィス

　　　www.facebook.com
 　　　　　/c�apon

　　　@CampusFrance_jp

東京インフォメーション・カウンター
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FRANCE ALUMNI 
フランス留学経験者グロ
ーバルネットワーク
France Alumniは、フランス留学経験を持つ
すべての方のためのソーシャルネットワークです

France Alumniのサイトを通して、フランス留学
で得た貴重な経験の価値をさらに高め、交流
の輪を拡げ、進化し続ける国際社会で活躍の場
を見つけてください。
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