
CAMPUS FRANCE 

短期フランス語学留学 

2018 年 2 月 26 日～3 月 23 日 

旅のしおり（お役立ち情報メモ）

1. 渡仏前に準備するもの

語学学校の受入許可証 

パスポート+コピー1 部 

保険証書＋コピー1 部 

航空券 

証明写真（35mmx45mm、2 枚） 

200 ユーロ程度の現金 

日本で使用している携帯電話をフランスで使用する場合、海外使用モードに切り替えるなど、

必要な手順について、予め携帯電話会社に確認しておきましょう。 

2. フランス・リヨンに到着する日

2.1. Arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry: 

リヨン国際空港から滞在先（学生寮またはホストファミリー宅）までの送迎サービスを語学

学校（CILEC）が用意しています。 

リヨン･サン＝テグジュペリ（Lyon Saint-Exupéry）国際空港の第 2 ターミナル、Zone

International を出たところ（預け入れ荷物を取って出口を出たところ）で、Sprintair（送迎タ

クシー）の運転手が Sprintair のロゴと、『ETUDIANTS JAPON / CILEC』と書かれたプラカード

を持って待機しています。 

（リヨンに前泊されている場合も、待ち合わせ場所は同じです。）

Sprintair の連絡先 : +33-6-13-61-58-21 



タクシー会社 Sprintair のロゴ 

 
 

空港ではでは CILEC の職員が待機しています。 

CILEC 担当者連絡先 : David Gerthoux +33-6-82-85-30-57 

 

【重要】ホームステイの方は：渡仏前にホストファミリーと必ず直接メールで連絡をして、

リヨン空港への到着日時およびホストファミリー宅への到着予定時刻（空港からの送迎車の

出発予定時刻から焼く 1 時間～1 時間半後）を伝えておきましょう。 

 

※ 研修修了後の滞在先から空港までの送迎も語学学校が手配しています。正確な出発時間

については現地で最終確認を行ないます。 

※ ピックアップサービスは、事前に予約した日時のみ。航空機の大幅な遅延など、予約し

た日時に間に合わなそうな場合は、出発地または乗り換え地からできるだけ早く下記

Campus Franceの担当者へ連絡しましょう。連絡なしに日時に指定の場所にいなかった場

合は、公共交通機関での移動方法を参照の上、ご自身の負担にて、宿泊施設まで移動してい

ただきます。その際、料金の補助などはありません。 

 

Campus France  Mrs Simona Durand ： +33 6 89 83 37 64 

（Mail：simona.durand@campusfrance.org ） 英語OK 

 

 

リヨン国際空港から CILEC 語学研修センターへの公共交通機関でのアクセス方法について 

 

１． リヨン空港から電車「ローヌエクスプレス」にて、Lyon Part-Dieu 駅で下車（所要

時間 30 分弱、片道 13.2€）、その後、Lyon Part-Dieu 駅にて TGV に乗り換え、Saint-

Etienne Chateaucreux まで。（所要時間４２分片道約１０€ほど)。 

リヨンエクスプレスのリンク http://www.rhonexpress.fr 

SNCF(フランス国鉄)のリンク http://voyages-sncf.com/ 

 

２． リヨン空港から Oui Bus にて St-Etienneまで。国鉄駅 Saint-Etienne Chateaucreux

付近にて下車。（所要時間 1時間、10€～20€） 

３．  

Oui bus のリンク   https://fr.ouibus.com/ 

 

1または 2の方法で駅に到着後、トラム T3（Bellevue行）行きにて、Tréfierie まで。 

mailto:simona.durand@campusfrance.org
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2.2. 宿泊費について  

 

2018 年 2 月 26 日（月）14 時 

  

上記の時刻に郵便局にて宿泊費の支払い用の現金を受け取ります（語学学校の担当者が同伴

します）。 

※ 郵便局へ行く際はパスポートをお持ちください。 

 

宿泊費の金額は以下の通りです。  

  690 €（ホームステイの場合） 

  450 €（寮に滞在する場合） 

 
 

2.3. 支払方法 :  

 

受け取った小切手は次の手順で渡してください。 

 

ホームステイの場合は、家賃としての現金を受け取った日に、ご自身でホストファミリーに

直接渡してください。その際、ホストファミリーから ”reçu de paiement”（領収書）を発行

してもらいましょう。 

 ホストファミリーの連絡先はアネックスをご参照ください。 

 

寮に滞在する場合は、家賃としての現金を受け取った日に、寮の受付（bureau d’accueil）で

直接渡してください。語学学校の担当者が同行し、必要書類の記入や支払いのサポートをし

てくれます。 

 

寮について 

  Résidence les Estudines Saint-Etienne Jules Ferry 

住所：19 Rue Chevreul, 42100 Saint-Etienne 

写真 : http://tinyurl.com/h23fwmo 

街の地図：http://tinyurl.com/jzv7ly6 

 

 

寮で家賃の支払いを行なう際、以下のものをご用意ください。 

 パスポート 

 語学学校の受入許可証 

 証明写真 

 

宿泊費の支払いをしたら、attestation de paiement（支払い証明）を忘れずに発行してもらっ

てください。 

http://tinyurl.com/h23fwmo


 

3. 語学学校への登校  

 

初日の登校時間と場所  

 

登校日時： 2018 年 2 月 26 日（月）8 時半 

 

場所：CILEC - Centre International de Langue et de Civilisation  

Université Jean Monnet - Saint Etienne 
21 rue Denis Papin 
42023 Saint-Etienne Cedex 2, France 

Entrée 1 – 2 階（日本式 3 階） 

 

7-8 ページの周辺マップをご参照ください。 

 

担当者連絡先 : David GERTHOUX  - david.gerthoux@univ-st-etienne.fr - +33-6-82-85-30-57 

 
 
 

4. サンテティエンヌのお役立ち情報 

 

サンテティエンヌのツーリズム情報 

http://saint-etiennetourisme.com/ 

サンテティエンヌの街の情報 

http://www.saint-etienne.fr/ 
 

利便性の高い交通システム。中でもトラムウェイ（路面電車）が街の主な地区を効率よく結

んでいます。 

http://www.reseau-stas.fr/ 

チケット：1 枚 1.4€。10 枚綴り回数券 10」€。 

 

寮と CILEC、寮とサンテティエンヌの中心部はいずれも徒歩 10～15 分程度の距離にあります。 

 
 

外食について 

 

大学のキャンパスの周囲には複数のファーストフード店があり、6€程で食事が可能です。ご

要望あれば、キャンパス近くの外食店のリストをお渡しすることができます。 

 

キャンパスから徒歩 10 分程度の総合ショッピングセンターCentre Deux には、大型スーパー

マーケットをはじめ多くの店舗があり、ここで必要なものはほぼ揃います。 

Centre Deux 営業時間 : 

月曜日～土曜日の 8 時 30 分～21 時 30 分（日曜日休業） 

mailto:david.gerthoux@univ-st-etienne.fr
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健康管理  

 

ご希望の方には、CILEC でのセッション開始時に、診療可能な医師のリストをお渡しします。

一部の医師は英語も話すことができます。 

診療費は 1 回 23€です。 

要望があれば、CILEC の職員が診療に付き添うことも可能です。 

 

救急の場合は、Hôpital Nord に行くことができます。トラムウェイ T1 の、Hôpîtal Nord で下

車します。 

http://www.chu-st-etienne.fr 
 
 

 銀行 

 

銀行の通常営業時間は、月曜日～金曜日の 9 時～12 時、13 時 30 分～17 時 30 分となってい

ます。 

 

5. お薦めの持ち物 

 
 

天候について：3月は気候が変わりやすい季節です。それに備えて、普通の衣服の他に、防

寒着、雨具を持っていくと便利です。また、遠足の際にはリュックや歩きやすい靴、日差し

が強くなる場合に備えてサングラスなどもあると役立ちます。 

 

健康面について：フランスは、シンプルでかつ信頼のおける医療システムを提供しています。

基本的な薬は薬局で簡単に入手できますが、簡易的な救急キット（絆創膏・消毒液・鎮痛

剤・通常服用している薬など）を持参すると安心です。  

 

パスポートはコピーを一部準備しておくと便利です。電圧やコンセントの形が違うため、日

本の電気器具（充電器など）を使用する際には、変換プラグや、機器によっては変圧器が必

要な場合もあります。出発前に確認しましょう。 

 

また、ホームステイをする場合には、出身地方を代表するようなお土産を持参すると、喜ば

れるのはもちろん、会話のきっかけを作ることもできます！  

 

最後に、フランスで新たな発見をして、忘れがたい経験をするために必要なワクワクした気

持ちとオープンマインドな精神もお忘れなく！   

 
 

6. 授業のスケジュール 

 

http://www.chu-st-etienne.fr/


初登校日： 

 

2018 年 2 月 26 日（月） 

 

8 時 30 分 : CILEC 初登校 クラス分けテスト 

14 時 : Saint-Etienne の街の見学、郵便局での手続き 

 
 

授業の基本的なスケジュール（詳細はセッション開始時にお渡しします） 

- 語学講座：月～金曜日の 9 時～12 時、および、週 1 日午後にフランス文化をテーマ

にした授業（3 時間）を行ないます。 

- メディアテークでの学習：木曜日の 14 時～16 時（CILEC 教員の指導の下）。 

- テーマ授業やメディアテークでの学習のない日の午後にはアクティビティーが行なわ

れます。 

 

セッション開始時に、週末を利用して参加できるイベントやエクスカーションのリストをお

渡しします。週末のアクティビティーには CILEC の担当者は同行しません。 

 
 

アクティビティーのプログラム : 

 

CILEC のアクティビティーへの参加は無料です。 

アクティビティーへの参加を希望する場合は、Service d’animation で申し込みをしてくださ

い。 

 

みなさんのために、次のようなアクティビティーをすでに用意しています : 

 

Forez 地方の伝統料理、地方の名産食品の製造工場の見学、Saint-Etienne の美術館見学（芸

術・産業・ロワール河）、Forez 地方の山歩きや城の見学、その他、スポーツや夜の Saint-

Etienne など、様々なアクティビティーを予定しています。 

 
 

セッション終了日 

 

セッションの最終日には、習得したフランス語のレベルを記載した修了証明書

（Attestation）が渡されます。 

 
 
 
 

このプログラムについてのご質問や詳細のお問い合わせ先 : 

 



CILEC：David Gerthoux 

david.gerthoux@univ-st-etienne.fr 
 
 
 

A très bientôt à St-Etienne 
 
Bon voyage ! 
 
 



 周辺マップ 

Résidence les Estudines Saint-Eteinne Jules Ferry - 19 rue Chevreul 

 

 
 
  
 
A  CILEC : 21 rue Denis Papin, Saint-Etienne  
 
B  Résidence les Estudines Saint-Etienne Jules Ferry : 19 rue Chevreul, Saint-Etienne 
 
C  Centre-Deux (tramway) 

 
 

C 

 

A 

B 



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

研修先 

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

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

事務手続き、クラス分けテスト、授業開始日: 

【日時】2018 年 2 月 26 日（月） 8h30, 【場所】H014 

到着 – 移動について 

サンテクジュぺリ・リヨン国際空港にて

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

Lyon Saint-Exupéry 空港の第 2 ターミナル、預け入れ荷物を引き取った後の出口を出たところで、

Taxis Banlieue Grenobloise の送迎ドライバーが、学生の名前の書かれたプラカードを持って待機し

ています。学生寮または、ホストファミリーのお宅までお送りします。 

Taxis Banlieue Grenobloise 社の電話番号：+33 (0)4 76 54 17 18 

Campus France 短期フランス語学留学プログラム 

CUEF De Grenoble 

旅のしおり
2018 年 2 月 26 日―3 月 23 日



 

  
 

＊ピックアップサービスは、事前に予約した日時のみ。航空機の大幅な遅延など、予約した日時に間に

合わなさそうな場合は、出発地または乗り継ぎ地からできるだけ早く下記 Campus France 担当者へ連絡を

いれましょう。連絡なしに日時に指定の場所にいなかった場合は、公共交通機関での移動方法（７ページ

目に記載）を参照の上、ご自身の負担にて宿泊施設まで移動していただきます。その際、料金の補助など

はありません。 

 

Campus France  ：Mrs Simona DURAND ＋33 6 89 83 37 64 

         (Mail: simona.durand@campusfrance.org) 英語 OK 

 

グルノーブル国鉄駅から CUEF へのアクセス (市街地経由) 

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

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

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

 « Condillac Universités »下車 
 

 

TAG (グルノーブル都市圏交通網) – 運賃について : 

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

1 ヶ月乗り放題 (26 歳未満 : 27.10 €/月). 

各停留所にチケットの自動販売機があります。乗車前に必ず購入しましょう。 

 

TAG サービスセンター 

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

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

 

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

 

宿泊について 

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

往路：2 月 24 日& 25 日：10:00, 13:00, 17:00. 

復路：3 月 24 日& 25 日：7:00, 11:00, 15:00. 

mailto:simona.durand@campusfrance.org
http://www.tag.fr/


 

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

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

時間～1 時間半後）を伝えておきましょう。  

＊ホストファミリーの連絡先は別途ご連絡いたします。 
＊電化製品用の変圧アダプターや、プラグを忘れずに持参しましょう。 
 
寮：Résidence Houille Blanche 
        90 avenue Jean Vallès 
        38100 Grenoble 
        Tel. : 33 (0)4 76 54 56 01 
        HP : http.//www.rhbgrenoble.com/ 
 
 
 

注意 : 2018 年 2 月 26 日（月） 14 時 : 語学学校（CUEF）の職員がウエスタンユニオンの窓口まで同

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

支払いをしたら、attestation de paiement（支払証明）または reçu（領収書）を発行してもらいまし

ょう。 

 
 

食事 

CUEF への到着時に、学生証と共に CROUS / IZLY という電子マネーカードをお渡しします。カード

は無料です。CROUS のレストランやカフェ、またはレストラン Diderot の窓口などに設置されている

チャージ機で、この電子マネーカードへのチャージができます。カード紛失の際の再発行には 5€かか

ります。カードの利用可能期限は最大 3 年です。 

CROUS / IZLY カードで次のような定食が食べられます : 

朝食（Formule « Petit déjeuner »）CROUS のカフェテリアにて :  

- 温かい飲み物, ジュース, パン, バターやジャム (2 €) 

- 温かい飲み物, ジュース, パン, バターやジャム+ ペイストリー (2,40 €) 

 

昼食または夕食（Formule « déjeuner » ou « dîner »） 

- 前菜, 主菜, チーズまたはデザート, パン(3,20 €) （前菜と主菜は種類が選べます） 



 

毎日営業 (日・祝祭日を除く) 11 :30 -13 :15 、18：30 - 20：00 

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

 

 

生活便利情報 
 

銀行 

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

 

 

 

 

 

 

郵便・電話 

本プログラム利用学生は寮の住所を使うようにしてください。 

学生の人数が多いため、学校による電話の取次ぎはできません。 

重要なメッセージのみ、伝達されます。 

 

医療センター 

体調の問題などがある場合には、グルノーブル・アルプ大学の医療センターを利用することができます。 

Centre de santé du campus  -  180, rue de la Piscine 00 (0)4 76 82 40 70 

トラム B 線 Les Taillées、または、C 線 Hector Berlioz 下車 

https://centre-sante.univ-grenoble-alpes.fr/fr/contacts/contacter-le-centre-de-sante-6193.htm 

 

 

 

気侯 

フランスの南東に位置するグルノーブルは、内陸性気候の影響を強く受け、フランスの他の地域に比



 

べて冬はかなり寒く、春先でも寒さを感じる気候です。Vercors、Belledonne、Chartreuse など、雪

をかぶった山々を間近に見ることができます。朝晩は特に冷え込むので、暖かい服装と、多少の雪道

でも歩ける丈夫な靴を用意することをお勧めします。 

  

 

プログラムについて 

 

クラス分けテスト : 2018 年 2 月 26 日（月）8時半 

2018 年 2 月 26 日- 3 月 2 日は、本プログラム専用の授業が行なわれ、 

2018 年 3 月 5 日～23 日から一般フランス語集中講座となります。 

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

学生証 

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

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

 

授業の質の保証 

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

に対して、語学能力の確実な向上を保証します。 

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

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

ど、様々な文化アクティビティやレジャーに参加が可能です。 

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

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

ます。 



 

 

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

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

連絡先：Mme Rose-Marie SARAIVA 

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

               partenaires.cuef@univ-grenoble-alpes.fr 

               Tel. : 33 (0)4 76 82 41 69（オフィス） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

キャンパスマップ 

大学全体図 
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CUEF へのアクセス 

 

 
 
 

＊空港送迎サービスをご利用にならない方へ＊ 

 

リヨン国際空港から CUEF 語学センター所在地までのアクセス方法について 

1. リヨン国際空港から TGV にてグルノーブル（Grenoble Gare）国鉄駅へ。所要時間約 1 時間、30

€） 

2. リヨン国際空港からバス（OUI BUS）にて、グルノーブル国鉄駅最寄 Grenoble Place de la gare

へ直通。（所要時間約 1 時間、15€-20€ほど） 

 

１または 2 の方法でグルノーブル駅に到着後、トラム乗り場グルノーブル駅（Gares）から 

よりトラム B または C (Plaine des Sports 行)にて Condillac Universités へ。 

 

SNCF(フランス国鉄)のリンク http://voyages-sncf.com/ 

OUI Bus のリンク https://fr.ouibus.com/ 

http://en.voyages-sncf.com/en/
https://fr.ouibus.com/


 

 

CUEF  Bâtiment H へのアクセス 
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