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フランス語の試験と資格

世界中の海外留学生のうち半数以上が、アメリカ、
英国、フランス、オーストラリア、ドイツの５ヶ国の
いずれかの国を留学先に選んでおり、中でも、年間
260,000人の外国人留学生を受け入れるフランス
は、アメリカ、イギリスに次いで第3位に位置します。
また、フランスの高等教育機関に所属する学生のう
ち、全体の12％は外国からの留学生です。
留 学 先 の 決 定 に は 、教 育 言 語 などさまざ ま な
選 択 基 準 が 挙 げられます。O C D E（ 経 済 発 展 協
力 機 構 ）によると、学 生 が 留 学 先として 選 んで
いる国 は、英 語 は 言うまでもなく、フランス語 や 
ドイツ語など、世界に広く普及し多くの人口に使用 
されている言 語で 教 育 が 行 わ れている国で す。 
交換プログラムや協定の枠以外で留学する80％の 
学生にとって、語学の習得と学習は、留学プログラム
を決定する上で重要な要素であるといえるでしょう。

CECRL（Cadre européen commun de référence 
pour les langues）
CECRL とは、ヨーロッパ言語を外国語として学習す
る際の習得レベルを示した共通ガイドラインで、欧
州評議会により設定されました。あらゆる場面や分
野で使用されることを想定し、学習者の標準語学能
力を6段階のレベルに分けて測ります。

フランスの大学の学部1年次または2年次（Licence 1、2）あるい
は建築大学への登録を希望する場合、EU圏以外の国から応募 
する学生は、必ずDAP枠での応募申請をします。DAP枠での応募
の一環として、TCF－DAPまたはTEFといった語学能力試験の結
果や、DELF、  DALFなどの資格による、フランス語能力の証明が
義務付けられています。

大学の学部3年次（Licence  3）、修士(Master )課程、博士
(Doctorat)課程、またはグランゼコールへの入学を希望する 
場合、フランス語能力の証明に関しては特に公式な規定はあり 
ません。各教育機関によってそれぞれ判断基準が異なります 
ので、入学を希望する学校に事前に問い合わせをする必要が 
あります。

Le TCF (Test de Connaissances du Français)  
フランス語学力試験
T C Fは、フランス国民教育省により認定 
されたフランス語学力試験で、A L T E 
(Associationof language testers in Europe)の 

加盟機関であるCIEP（国際教育研究センター）により考案されまし
た。TCFに合否判定はなく、受験者のフランス語能力は得点により、
欧州評議会が設定した６段階のレベル（A1～C2）に分けられます。フ
ランス語を母国語としないすべての方を対象としています。

必須試験は選択式で、聞き取り、文法、読解の3つのテストによって 
構成されています。また、筆記試験（作文）と口頭試験の2つの試験 
から成る補足試験もあります。
証書の有効期間は2年間です。何度でも受験することが可能ですが、
一度TCF試験を受けた後新たに受験する場合は、60日間の間隔を 
置く必要があります。 TCFの詳細について： www.ciep.fr/tcf/tcf.php

⇒ フランス留学に向けて： DAP（Demande d’Admission Préalable）
枠での応募TCFの特別なケースとして、大学へのDAP枠応募申請の 
一環として実施される、TCF－DAPがあります。この試験では、通常の
必須試験に加え、筆記試験（作文）が必須となっています。求められる
フランス語能力は、各教育機関やプログラムにより異なります。
TCF－DAPの詳細について： www.ciep.fr/tcfdap/index.php

Le TEF(Test d’évaluation de français：フランス語
能力検定試験)
TEFは、パリ商工会議所(CC IP )によって認定
されたフランス語能力検定試験です。受験
者のフランス語能力は得点により、「欧州
評議会設定語学習得レベル(CECR L )」およ
び「カナダ語学習得レベル」対応の評価に
より、受験者のフランス語力が的確に判断されます。試験は、
マークシート方式の必須試験(読解、聴解、構文・語彙)とオプシ
ョン試験（口答試験、作文）で構成されています。2005年から
は、マルチメディア形式の「e-te f」が導入され、試験の結果を 
即座に得ることが可能となりました（必須試験に限る）。
試験に合格・不合格はなく、何度でも受験することができます。TEFの 
証書の有効期間は、提出先の機関の判断に委ねられていますが、 
パリ商工会議所は1年間を有効期間とすることを推奨しています。

⇒ フランス留学に向けて：DAP（Demande  d’Admission  Préalable）
枠での大学入学
フランスの大学の学部1年目または2年目、あるいは建築大学への 
登録を希望している場合は、DAP枠での応募申請が必要になり 
ます。TEFの必須試験で450点中325点以上(CECRL設定レベルB2以上)、
およびオプションの筆記試験で20点中14点以上のスコアを取得す
ると、DAP応募申請時に必要なフランス語学試験が免除となります 
（希望する大学によって、必要なレベルが異なる場合があります）。
TEFの詳細について（パリ商工会議所ＨＰ）： www.fda.ccip.fr/tef

DELF・DALF
DELF・DALFとは、フランス国民教育省認定の
フランス語資格試験で、外国語としてフラン
ス語を学ぶ方を対象に、世界160余ヶ国で 
実施されています。欧州評議会設定語学習得
レベル(CECRL)に対応する、DELF(A1・A2・B1
・B2)とDALF(C1・C2)の6つのレベルの試験が 
あります。試験では、「読解・聴解・文書作成・口頭表現」
の4つの能力が評価されます。

フランスの高等教育機関に入学する：
フランス語能力を証明する試験や資格



そのほかの語学試験とは異なり、DELF・DALFのディプロム(資格)は 
生涯有効です。

⇒ フランス留学に向けて：  DAP（Demande  d’Admission  Préalable）
枠での大学入学
DELF B2以上のディプロムを取得すると、DAP応募申請時に必要な 
フランス語学試験が免除となります（希望する大学によって、必要な 
レベルが異なる場合があります）。 DELF・DALF試験管理センター：
www.calosa.com/centrealliance/delfdalfjp/center.html

Label FLE
Label FLEは、フランスの外務省・国民教育省およ
び文化省から、一定の基準を満たしたフランス語
学校に与えられる認定章です。『Label FLE』の認定
を受けている学校の教育の質は、フランス政府に 
よって保証されています。2009年7月時点で、77の語
学学校がLabel FLE の認定を受けています。
« Qualité FLE »： www.qualitefle.fr

DELF・DALF試験管理センター：
www.calosa.com/centrealliance/delfdalfjp/center.html

<フランス語能力の証明が免除されるケース>
• フランスのバカロレア、または仏・独共通バカロレアを取得している
場合
• 政府間合意または大学間協定で決定されたプログラムの一環で 
留学する場合
• フランス政府、国際機関または外国政府により選考され、フランスの
公認機関（CNOUS  または  EGIDE）が運営管理している給費を受ける 
外国人奨学生
• 全課程において、英語で授業が行われるプログラムに留学する場合
（ケースによる）

フランス語の語学試験で得た結果は、フランスのLicenceやMaster
レベルの高等教育機関への登録を希望する際に必要なフランス語 
学力の証明として利用することができます。

アリアンス・フランセーズや大学付属語学学校など、フランスあるいは
日本の多くの語学学校では、TCFやTEFなどのフランス語語学試験の
短期準備講座や演習等が設けられています。DELF・DALFの取得には、
より綿密な学習計画が必要とされます。周到な準備が求められます
が、取得したディプロムは、フランス語力の証明として生涯有効です。

フランスの高等教育機関への留学を希望する場合、特に人文社会
学系の分野では、欧州評議会設定標準語学習得レベル(CECRL)のB1 
またはB2程度のレベルを習得していることが望まれます。政治学系の
分野では、C1またはC2レベルの習得が必要とされる場合もあります。

　参考リンク集

• Abréviation des diplômes : www.qualitefle.fr/Abreviation.aspx/
• ADCUEFE,  Association  des  directeurs  des  centres  universitaires 
d’études françaises pour étrangers : www.campus-fle.fr
• Agence de promotion du FLE : www.groupement-fle.fr
• ALTE, The Association of Language Testers in Europe : www.alte.org
• Apprendre  le  français  en  France  :  www.campusfrance.org/fr/d-
catalogue/n_accueil_fle.asp
• Apprendre TV, le français avec TV5 Monde : www.apprendre.tv
• Asdifle, Association de didactique du français  langue étrangère  : 
www.asdifle.org
• AUF, Agence Universitaire de la Francophonie : www.auf.org
• CCIP, Chambre de commerce et d’industrie de Paris : www.ccip.fr
• CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues du 
Conseil de l’Europe :
www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf
• CELAF, Centre de langue française de la CCIP : www.fda.ccip.fr
• CIEP, Centre international d’études pédagogiques : www.ciep.fr

• CNED, Centre national d’enseignement à distance : www.cned.fr/
vie-active/formation-professionnelle/fle/
• DELF,  Diplôme  d’études  en  langue  française  –  DALF,  Diplôme 
approfondi de langue française : www.ciep.fr/delfdalf/
• DFP, Diplôme de français professionnel : www.fda.ccip.fr
• FIPF, Fédération internationale des professeurs de français : www.
fipf.info/
• Fondation Alliance française, réseau des Alliances françaises dans 
le monde : www.fondation-alliancefr.org
• Forum  mondial  HERACLES,  Hautes  études  et  recherches  pour 
les  centres  de  langues  de  l’enseignement  supérieur  :  www.
forumheracles.org
• FOU, Français sur objectifs universitaires : http://cuef.univ-perp.fr
• Le Français dans le monde, revue de la fédération internationale 
des professeurs de français langue étrangère : www.fdlm.org
• Franc-Parler, portail de la communauté mondiale des professeurs 
de français : www.francparler.org
• GERFLINT,  Groupe  d’études  et  de  recherches  pour  le  français 
langue internationale : http://gerflint.eu
• OIF, Organisation internationale de la Francophonie :
www.francophonie.org
• Répertoire  de  centres  de  français  langue  étrangère  en  France  : 
www.qualitefle.fr
• RFI, Radio France internationale : www.rfi.fr
• Study French in Paris – Winter and Summer language
programmes  - Cours de FLE pour élèves  ingénieurs  : www.epf.fr/
html_gb/foreign/fle.html#programs/
• TCF, Test de connaissance du français : www.ciep.fr/tcf/
• TCF pour la demande d’admission préalable (DAP) : 
www.ciep.fr/tcfdap/
• TEF, Test d’évaluation du français : www.fda.ccip.fr/tef/
• TEFAQ, Test d’évaluation du français adapté au Québec : www.fda.
ccip.fr/tef/tefaq/
• TV5 Monde, Première classe : www.tv5monde.com/premiereclasse

お役立ち情報 : japon.campusfrance.org

CampusFranceのオンラインカタログでは、Licenceから
Doctoratまでのすべてのコースが掲載されています。また、 
奨学金プログラムについての情報を検索することもできます。

campusfrance.org＞Trouvez votre formation
レベル・分野別に検索エンジンで、各分野のすべてのディプロム・教育機関を検索 
することができます。

英語で授業が実施されるプログラムについては> Programs Taught in English
www.campusfrance.org/en/page/programs-taught-english

campusfrance.org> Financez vos études
奨学金プログラムについては> CampusBourses
www.campusfrance.org/fr/page/campusbourses-lannuaire-des-programmes-de-
bourse

CampusFrance-フランス政府留学局・日本支局
〒 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 
URL: japon.campusfrance.org 
アクセス： 【最寄駅】 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 
1番出口より徒歩7分

フランス語を母国語としない学習者のための
フランス語能力レベル表


