Campus France

2019 年度

一橋大学

フランス語短期海外語学研修

サン＝テティエンヌ大学附属語学・文明国際センター

/ グルノーブル大学附属フランス語教育センター

Le CILEC de Saint-Etienne / Le CUEF de Grenoble
フランス人の生活を体験しながらフランス語を学ぶプログラム
日

渡航期間
2020 年 2 月 21 日（金）～3 月 23 日（月）32 日間

程
月日

予定

在

研 修 校
サン=テティエンヌ大学附属 語学･文明国際センター
Le CILEC de Saint-Etienne

1

グルノーブル・アルプ大学附属 フランス語教育センター
Le CUEF de Grenoble
※上記２校のどちらの附属語学センターに配置されるかは、
Campus France パリ本部が決定いたします。ご了承ください。

2/21(金)

夜：羽田空港集合

2

2/22(土)

01:55 羽田空港⇒ウィーン空港（NH205）
06：00 ウィーン空港到着後、乗継ぎ
07：10 ウィーン空港⇒リヨン空港（OS403）
09：15 リヨン空港到着後、宿泊先へ移動
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2/23(日)

研修準備日（終日フリー）

4
｜
29

2/24(月)
｜
3/20（金)

サン＝テティエンヌ大学または
グルノーブル大学附属語学研修所にて研修
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3/21(土)

帰国準備時（終日フリー）

31

3/22(日)

リヨン空港へ移動
16：50 リヨン空港⇒ミュンヘン空港
（LH2251）
18：10 ミュンヘン国際空港到着後、乗継ぎ
20：00 ミュンヘン国際空港⇒羽田空港
（NH218）

32

3/23(月)

15：40 羽田空港到着後、解散

滞在方法＆食事条件
学生寮(個室、食事なし)または、
ホームステイ(個室、朝・夕食付）のどちらかを選択可能です。
※1 家庭に日本人を含む留学生が複数名いる可能性があります。

募集人数
15 名程度（最少催行人数 10 名）

初心者 OK！

※10 名未満の場合でも 5 名以上であれば実施しますが、
フライトおよび参加費用が変更になります。
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※利用予定航空会社：全日空（NH）、オーストリア空港（OS）
ルフトハンザ航空（LH）

研修費用
学生寮の場合：
約 43.2 万円
ホームステイの場合：約 48.0 万円

※日程表は 2019 年 9 月現在のものになり、航空会社の都合等により時
間が変更になる可能性もございます。また 10 名未満の場合にはフラ
イトが変更になります。予めご了承ください。

※研修費用は 2019 年 9 月時点の為替レートにて算出されたものです。
研修費用には外貨建ての費用が含まれておりますので、為替レートの変動に応じて金額が変更になる可能性があります。
※燃油特別付加運賃は原油価格に応じて金額が変動する可能性があります。
※研修費用の支払いは、申込金 11 月、残金納入 12 月下旬～1 月上旬を予定しています。

≪研修企画≫

一橋大学
お問合せ先

≪研 修 手 続 ≫

教務課教務第五係

edu-gs.g@dm.hit-u.ac.jp

一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会
東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山

≪旅 行 手 配 ≫

株式会社カウンシル・トラベル
観光庁長官登録旅行業第 1210 号

日本旅行業協会（JATA）正会員
無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

【研修費用に含まれるもの】
 往復航空運賃（エコノミークラス

経由便）

 授業料
 滞在費（ホームステイの場合には朝夕 2 食付、寮
の場合食事なし）
 現地空港送迎費用
 空港関連諸税（2019 年 9 月時点 12,120 円）
 燃油特別付加運賃（2019 年 10-11 月 27,200 円）
 国際観光旅客税（2019 年 9 月時点 1,000 円）
 CIEE 研修手続・サポート費用

【研修費用に含まれないもの】
 海外旅行保険費用（東京海上日動 L2 タイプ/34 日まで
20,900 円）
 旅行変更費用担保特約（出国中止費用+中途帰国費用 30 万
円/34 日まで 1,180 円）
 ご自宅から羽田空港までの往復交通費
 渡航手続き諸費用（パスポート取得時の印紙代等）
 個人的な小遣い、電話代
 超過手荷物料金
（航空会社の規定による超過手荷物運搬料金）
 研修日程以外に伴う費用
 滞在先から研修校までの通学費
 その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用

Campus France 春季フランス語語学研修プログラム
一橋大学では、フランス語短期海外語学研修コースとして 2020 年 2 月~3 月の 4 週間、フランス政府機関
Campus France が実施する語学研修プログラムに学生を派遣します。この Campus France のプログラムは日
本では 2014 年から開始し、これまでに 27 大学から 237 名の学生が参加しています。フランスの外務・国際開
発省、高等教育省、文化省からその教育と設備の質の高さが認められている、ローヌ・アルプ地方の大学附属の
語学センターでフランス語を学びます。

エリア情報
要
ローヌ・アルプ地域圏
Rhône-Alpes
フランス南東部に位置し、スイス、イタリアと国境を接するロ
ーヌ・アルプ地域圏です。古くから豊かな自然と水、便利な土
地により繁栄しています。地域最大都市のリヨンは金融、産業
の中心であるだけでなく長い歴史を感じさせる建築物など文
化都市でもあります。今回の研修地は、いずれもこのローヌ・
アルプ地域にあります。サン＝テティエンヌ（Saint-Étienne）
は、リヨンから南西 60Km 電車でわずか 45 分のところに位置
し、ピラ山の麓にあり、ロワール川の支流フュラン川が流れる自然に囲ま
れた｢アートと歴史の街｣と称されています。サン＝テティエンヌは「ユネ
スコ・デザイン都市」としても認定されています。
グルノーブル（Grenoble）は、歴史的遺産のあるフランスでも有数の
文化都市として知られています。パリからの所要時間は直通の TGV で
約 3 時間、リヨンからは南東約 100km で TGV で結ばれていて約 1 時
間 30 分の距離にあります。
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このプログラムでは受け入れ先として２つの語学センターがあります。
➢ サン＝テティエンヌ大学附属語学・文明国際センター（CILEC de Saint-Etienne）
➢ グルノーブル大学附属フランス語教育センター (CUEF de Grenoble )
どちらに配置されるかは、Campus France パリ本局が決定します。いずれも、リヨン・サンテグジュペリ空港
からのアクセスもよく、教育の質の良さから評判が高い語学センターです。

授業内容
無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

同じクラスの中に日本からの学生を含む様々な国籍の受講者と一緒にフランス語を学ぶことができます。初日に
クラス分けテストを実施し、それぞれのレベル(入門 A1～上級者 C2)に合ったクラスに配置されます。
 授業時間：月～金 20 時間/週 4 週間で 80 時間
 授業内容：参加者のニーズや趣味に応じた授業内容
授業内容：文化文明についての学習
 文化・スポーツアクティビティ：
授業後の文化アクティビティやスポーツ
周辺へのツアー（終日または半日）
※さまざまなアクティビティや社会見学などが企画
されています。Campus France 短期フランス語学留
学プログラムの為に企画されたアクティビティには
無料で参加することが可能です。
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宿泊は寮またはホームステイのどちらかを選択することが可能です。同じホ
ストファミリー宅に、複数の受講生がホームステイする場合があります。
学生寮：個室、食事なし
ホームステイ：個室、朝夕 2 食付
※ホームステイの数には限りがございます。

申込要件
➢ 水曜 4 限に開講される「フランス語中級（短期海外語学研修準備）」を
受講すること。
➢ 科目名に「中級」とありますが、初級レベルや上級レベルの学生も受講できます。
➢ この授業は、履修登録期間中に登録をする必要はありません。10 月中旬に、語学研修の参加者を最終的に
確定します。その後、教員が登録手続きを行います。詳しくはシラバスを参照してください。
➢ 最終的な成績評価は、研修校から出される成績と合わせて行います。
（中級 1 単位＋研修 6 単位、合計 7 単位一括認定）。
➢ 本学の定期健康診断を受診すること。

出発までのスケジュール
現地研修の前に、グループワークと講演を中心とした事前オリエンテーションがあります。
日程
10 月

時間

授業内容

2 日（水）

4限

募集説明会

10 月 16 日（水）

4限

募集説明会･履修登録等について

11 月

4限

書類ガイダンス（手続き編）

-

書類および申込金振込み期日

6 日（水）

11 月 15 日（金）
12 月

4 日（水）

12 月 18 日（水）

4限
13:15～14:45

事前授業
危機管理オリエンテーション（場所：東キャンパス東 2 号館 2201 教室）

1月

8 日（水）

4限

事前授業

2月

5 日（水）

4限

渡航直前最終オリエンテーション

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

キャンセル料(取消料)について
万が一、研修のご参加をキャンセルされる場合には､以下の料金がかかってまいります。
取消し受付日

受注型企画旅行部分の
取消料

申込日から旅行開始日の前日
から数えて 31 日目までの場合
旅行開始日の前日から数えて
30 日目から 3 日目までの場合
旅行開始日の前々日から
旅行開始までの場合
旅行開始後または
無連絡不参加の場合

手配旅行部分の
取消料

無し
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％

取扱料金（￥38,500-）
＋研修校などが定める取消料

旅行代金の 100％

※ 出発当日・出発日以降にキャンセルされた場合、返金はありません。
※ 旅行費用とは、航空券代金、日本語アシスト費用、専用バス利用の場合は専用バス代を指します。
※ 航空会社の団体予約規定により、上記キャンセル料以外にデポジットの返金が無い場合もあります。

手配団体・旅行会社について ～CIEE Japan、カウンシル・トラベルとは？
一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会は、本部をアメリカにおく国際交流団体です。
このたびの一橋大学短期海外研修の「研修手続きの代行」を担当し、関連旅行会社 (株)カウンシル・トラベルにて航空
券等の「旅行手配」をお受けします。

一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

www.cieej.or.jp/

TOEFL テストと国際教育交流の CIEE
CIEE は、教育を通して国際交流を図り人類の相互理解

テスト日本事務局としてペーパー版 TOEFL®テスト

を促進することを目的に 1947 年にアメリカで創設され

（Test of English as a Foreign Language）の日本での

た非営利法人で、71 年もの経験を持つ国際交流の世界的

運営を開始しました。現在は、TOEFL iBT®テストの広

リーダーです。今日では、世界約 40 か国に 700 名のス

報やセミナーの開催などの研究活動、TOEFL ITP®テス

タッフを擁し、年間約 5 万人の若者や教員が CIEE のプ

トの運営・実施、Criterion® をはじめとする英語教育指

ログラムに参加しています。

導・支援ツール等の導入・運営などを行い、TOEFL®テ

日本代表部は、1965 年に日本で初めて 20 代の若者を
夏期にアメリカの大学に組織的かつ継続的に派遣して以

スト受験者や各教育機関に対し、常に最新の情報やサー
ビスの提供に努めています。

来、日本における国際交流の草分けとして各種国際交流

このように、常に時代のニーズをとらえ、国際教育交

プログラムを運営しており、これまでに 7 万人の方々が

流のパイオニアとして CIEE ならではの事業を展開して

参加しています。さらに、日本国政府より委託された国

まいりました。これからも、TOEFL®テスト日本事務局

際交流に関する調査・研究、教員を対象とした派遣研修、

として英語力向上の支援をするとともに、実践的な英語

受入プログラムへの協力など、活動は多岐にわたります。

コミュニケーション能力を鍛え、異なる文化やことばを

現在は、大学生を対象とした国際教育、体験、交流プロ

もつ世界の人々との理解を深め、人との出会いの大切さ

グラムを中心に、新しい時代のニーズにも応じて、海外

や感動を実感できる国際交流プログラムを提供してまい

でのボランティアやインターンシッププログラムも提供

る所存です。

しています。
もう 1 つの事業として、1981 年に米国最大のテスト機
関である Educational Testing Service（ETS、本部ニュ

CIEE 日本代表部は 2018 年 9 月から「一般社団法人
CIEE 国際教育交換協議会」となりました。なお英語表記
は「CIEE Japan」です。

ージャージー州プリンストン）の委託を受け、TOEFL®

株式会社カウンシル・トラベル
観光庁長官登録旅行業 1210 号 社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員
CIEE Japan プログラム参加者の航空券の手配、海外旅行保険加入手続きを専門に取り扱い、CIEE が提供するプログラムを
旅の面から支えている CIEE 傘下のトラベルサービス部門です。

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

