フランスの モンペリエで

フランス語を学ぶ
モンペリエで

20
年
の 経験

ILAへようこそ
自信を持って意思疎通できるよう、素早くフランス語を学びたいとお望みですか。自由になる時間、数週間、または数ヶ月で、フ
ランスの年間を通じて魅力的な地域で勉強をしたいと思っている。ILA
で私たちは、質の高いフランス語指導とサービスに尽力
し、あなたの滞在を成功に導きます。

ILA
はモンテペリエの歴史的な中心地にあ
る、独立した、高い評価を得ているフランス
語学校で、年間を通じて 質の高いフランス
語コース を手頃な料金で提供しています。
1998年以来、35,000名を超える学生が世界
中からILAに入学し、フランス南部でユニー
クなフランス語学習体験を得てきました。毎
年、当校でのフランス語学習を選んで世界80
ヵ国からやって来る2,000名以上の学生の中
で、本当の国際的な環境 を得ることができ
るでしょう。
ILA は、様々な言語研修運営に長年の経験を
持つ 専任の、資格のある専門家 が運営して
います。
私たちは皆多言語に対応していますので、い
つでも皆さまの問い合わせをお待ちしてお
ります。当校の高度な資格を持つ、厳選され

20
年

の経験

年間

2,000名
を超える学生

た、熱意ある教員 は、外国語としてフラン
ス語を教えることを専門としています。彼ら
の専門知識が、あなたを中心とする、希望を
優先した質の高い学習体験を提供します。

80を超える
国々から

最高の品質の
認定

学術的な優越性

素晴らしい施設とサ
ービス

温かみのある国際的
な雰囲気

私たちは、あなたのフランス語研修のための
滞在が、楽しいだけでなく、利益をもたらす
ものにしたいと願っています！モンテペリア
の評価の高いフランス語学校に入学して、ユ
ニークなフランス語イマージョンプログラム
をお楽しみください！

Claudia Adenet
ディレクター

ようこそ / ILA-INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET

なぜILAで勉強するのですか？
ILA はモンテペリエの歴史的な中心地にある、独立したフランス語学校で、年間を通じて 質の高いフランス語イマージョンコース を手頃な料金
で提供しています。私たちには、外国語としてのフランス語教育に、20年以上の経験があります。

アカデミックな卓越性
ILAは モンペリエで唯一4つの国内外の認定
を得ているフランス語学校です。ほぼ毎年独
立した監査人による徹底的な調査を受けてい
るので、最高の品質の教育を提供すること
ができます。当校での指導
は、CECRの要
件 に従っており、最低6つのフランス語のレ
ベル（ほとんどの場合8から10レベル）を通
年提供し、高度に資格のある 献身的な教員
が、熱心でいながらリラックスした雰囲気で
行われます。▪

質の高い宿泊施設
当校の校内宿泊部門は、家庭や住宅で質の高
い宿泊施設 を提供します。
ILAは、モンテペリエで唯一、その中心地に高
品質の住宅を所有するフランス語学校です。 ▪

楽しい学習体験
質の高いサービス
当校 は、その指導の質だけでなく、全ての
言語サービス（環境、管理、福祉、宿泊施
設）についても監査されています。
私たちは、そのすぐ対応して、透明性の高い
優れた顧客サービス 、そして最初のお問い
合わせからの正確な情報提供、当校の福祉チ
ームによる現地での非常にプロフェッショナ
ルでフレンドリーなサービスで知られていま
す。当校の学生は、個々の、パーソナライズ
された体験を享受できます。▪

完璧なロケーション
当校 は、 18世紀に建てられた美しい私邸と
いう、歴史的中心に位置しています。当校のあ
る通りは、最も魅力的な歩行者地区の一つであ
り、近くには観光地、ブティック、そして レ
ストランが立ち並んでいます。 まさにモンテ
ペリエの中心にあります！▪

ILA-INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET / なぜILAで勉強するのですか？

あなたのフランスにおけるフランス語研修の滞
在を、忘れることのできないものにすることが
私たちの目標です。学習環境は本格的ですが、
楽しくもあります。授業中は、当校の熱心な、
専任のフランス語教員が楽しい雰囲気を作り、
そこで あなたのフランス語は素早く上達し、
楽しんでフランス語を学ぶことができます。▪

ILAは信じられないほど素晴らしいです。私
が期待していた以上のものでした。私はみな
さんにILAをお勧めします。非常に素晴らし
いです。私の先生は素晴らしく、フランス語
の最高の先生であっただけでなく、全ての教
科で最高だと思いました。»
Betsy (米国)

MONTPELLIER / ILA-INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET

ILAで4週間過ごしました！熱心にすすめられ
る素晴らしい授業に加え、モンテペリエにあ
る動物園への訪問、Aigues-Mortesへのエク
スカーション、そしてフランス語上達のため
のワークショップなど、数多くの課外活動に
参加しました。街は本当に美しく、美味しい
食べ物もたくさんあります！ILAの皆さん、
ありがとう！»
Andrew (英国)

南フランス、モンペリエ
ラングドック＝ルシヨン地域圏の首都モンペリエは、学生を迎える長い伝統があり、今日ではヨーロッパで最大の、最も有名な大
学の一つが存在します。その人口の4分の1を超える80,000人以上の学生がここで勉強しています。モンテペリエは、平均年齢で比
較して、フランスでも最も若い都市です。人口の約半分が30歳未満です。モンテペリエは若く、ダイナミックで、非常に楽しい場
所であることを、毎日の生活の中で感じることでしょう。
美しい、温かみのある色をした歴史のある中心
街を歩くと、学生の雰囲気を感じます。狭い、
絵のように美しい路地を散策して、数え切れな
いほどのカフェの1つの、プラタナスの木の下の
テラスに腰掛けて楽しんでください。そして、
決して眠ることのない街モンテペリエのナイト
ライフを楽しんでください。
中心部にある 印象的な私邸と、美しい公園
を愛でましょう。数かぎりない芸術的な宝の
お陰で、モンテペリエは「Ville d’Art（芸
術の街）」という公式な称号を与えられてい
ます。数多くのミュージシャンやアーティス
トが、文化的に活気を盛り立てています。
モンテペリエは、美しい砂浜が永遠と続く地
中海に面した円形劇場のようでもあります。
浜辺に向かう途中、「Etangs（塩のラグー
ン）」を通り過ぎ、野生の美しいピンクフ
ラミンゴの大きな群棲を見ることができま
す。▪

日照時間は
年間300日

プロバンス と セヴェンヌ山脈の間という 素
晴らしい場所に位置する カマルグ とピレネ
ー山脈 は、様々な小旅行が可能です。私た
ちの エクスカーションプログラム を利用す
れば、アヴィニョン、ポン・デュ・ガール、
カルカソンヌ、そしてニームなどのユネスコ

世界遺産を訪れることができます。
ワインはありとあらゆるところで栽培されて
います。ぶどう畑や ラベンダーやローズマ
リーの香りが 魅力の 地元の市場に出かけて
みましょう。南フランスの太陽の下、のんび
りしたライフスタイルを楽しみながら、現地

の特産物を味わってください。
一年を通して
快適で温暖、そして年間の日
照時間が300日を超える気候を楽しんでくだ
さい 。夏は10月に入ってもまだ続き、冬でも
レストランのテラスを利用して野外での美味
しいランチを楽しむことができます。▪
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成功への鍵
フランス語の学習は謎でも奇跡でもありません！優れたフランス語教授法とともに、適切な準備を行うことで、誰でもフランス語
学習を成功裏に行うことができます。ILAの目標は、成功するために必要なツールを与えることによって、フランス語が急速に上達
するように助けることです。フランス語学習がうまく行くには、次の8つの要因の組み合わせが必要となります。

幅広いアクティビティ
当校のフランス語教員はロールプレイを行
い、シミュレーション練習、そして様々な本
物の文書を使用します。これらが、集中力と
モチベーションの両方に有利な、ダイナミッ
クで、刺激のある学習のリズムを作り出しま
す。ILAの全ての教室は、 マルチメディア活
動のための装置が備えられています。 ▪

有能で、熱意のある教員
多様なグループレベル
ILA は、当校の学生の各人に 適切なフランス
語のレベルを提供することを非常に重視して
います。 レベルの数を増やすことで、あなた
に適切なグループを保証し、上達の度合いを
高めます。当校では、CEFRの勧告に従って、
通年で 最低でも6つの異なるレベル を提供
します。▪

小さな1クラスのサイズ
当校のクラス
は、最大10名の学生による小
さなグループです。これは、うまく学習がで
き、 教室で積極的に授業に参加することを保
証する最良のサイズです。これはまた、教員
がフレンドリーな雰囲気を作ることができ、
学生同士のインタラクション、個人が授業に
集中することの両方に有利となります。▪

活発で効果的な指導
実践的で効率的な当校のフランス語教授法
は、言語と文化的なスキルの両方を統合し、
同時に 学生のコミュニケーション能力を高め
ることを目指します。私たちは、書かれたフ
ランス語を忘れることなく、積極的な口語表
現と理解を重視します。▪

ILA-INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET / 成功への鍵

当校の教員は、あなたの語学の目標の追求に
配慮し、 外国語としてのフランス語を教える
ことを専門としています。 彼らの経験、エネ
ルギー、そして関係を作るスキルは、当校の
コミュニケーション方法とともに、フレンド
リーで熱心な雰囲気での効率的な指導を保証
します。▪

個人のケア - 個人指導
授業外の 学習に加えて、当校の教育アドバ
イザーにカウンセリングの予約することもで
きます。カウンセラーは、あなたのニーズの

策定を助け、仕事のプログラムを提供、また
は自己学習のためのフランス語の本を推薦し
ます。▪

自己学習
語学の上達のためには、
自己学習も必要で
す。教員は、毎日宿題を出します。これらの
練習は、教室で得た知識を定着させるのに役
立ちます。さらに、当校の インターネットル
ーム と図書室で、厳選された自己学習ウェブ
サイトを使用して、独立した学習を行うこと
ができます。▪

定期的な評価
評価は、ILAにおけるフランス語コースの重要
な部分です。当校の教員は、あなたを定期的
に評価します。各サイクルの最後に、各学生
は教員もしくはCEFR 自己評価グリッドによ
って評価され、次のレベルへの道筋を確認し
ます。滞在の最後には、各学生に 学習を行っ
たレベルを示す証明書 と出席率が与えられま
す。▪

ILAの素晴らしい教員とサポートスタッフ
は、包括的な言語と楽しい学習体験をどのよ
うに組み合わせるかをよく知っています。私
は3回この学校にきましたが、また戻ってき
たいと思っています。»
Bram (オランダ)

MONTPELLIER / ILA-INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET

ILAの組織は完璧です。小さなクラスで、レ
ベルを非常に尊重しています。ですから、と
ても早く上達することができます。私は非常
に満足しています。
Park Jaeil (韓国)

コースのレベル
どのような日程で選択しても、フランス語学習に利用できる時間がどれくらいでも、
私たちには最適なコースがあります。私たちは、欧州委員会が語学学習のために発
行した ヨーロッパ言語共通参照枠 に従っています。モンテペリエにある私たちの学
校では、最低6つの異なるフランス語レベルを提供しており、ほぼ定常的にB1-、B1
、B1+など以上の8から10レベルを提供しています。

ILA は、オンラインフランス語
レベルテスト を提供し、CEFR
が定義したフランス語のレ
ベルであなたのフランス語を
評価することができます。

ヨーロッパ言語共通参照枠に従ったレベル

週数

試験レベル

4
週間

DELF
A1

6
週間

DELF
A2

6
週間

DELF
B1

6
週間

DELF
B2

8
週間

DALF
C1

8
週間

DALF
C2

慣れ親しんだ毎日の表現と非常に基本的な、具体的な種類のニーズを満たすためのフレーズを理解し、使用すること

A1

ができる。他の人に自己紹介することが可能で、どこに住んでいるか、知っている人、そして持っているものなどの

初心者

個人的な詳細について質問をしたり、答えたりすることができる。他の人がゆっくりと、明確に話、助ける準備があ
れば、シンプルに他者と意思疎通することができる。

最も関連性のある分野（基本的な個人並びに家族の情報、買い物、現地の地理、職業など）に関連した文章や使用頻

A2

度の高い表現を理解することができる。慣れ親しんだ、日常的な事柄についての情報のシンプルで直接的なやりとり

初級

を必要とする、シンプルで日常的なタスクで意思疎通することができる。自分の履歴、直近の環境、そしてすぐに必
要とされる分野の事柄について、簡単な用語で説明することができる。

仕事、学校、余暇などで定常的に直面する、親しみのある事柄について、明確で、標準的なインプットの主なポイン

B1
中級

トを理解することができる。その言語が話されている地域を旅行する間、発生する可能性のあるほとんどの状況に対
処することができる。親しみのある、または個人的な興味のあるトピックについて、シンプルで、つながりのある文
章を作ることができる。体験並びに出来事、夢、希望、そして念願することを説明し、簡単に意見や計画についての
理由や説明をすることができる。

専門とする分野の技術的な議論を含め、具体的並びに抽象的なトピック両方について、複雑な文章の主なアイデアを

B2

理解することができる。いずれの当事者にも制約なく、ネイティブスピーカーとの定常的な意思疎通が可能なレベル

中級上

の流暢さと自発性で交流することができる。幅広いテーマについて明確で、詳細な文章を作ることができ、様々なオ
プションの利点並びに不利な点をあげながら、時事的な問題についての観点を説明することができる。

幅広い要求の厳しい、長い文章を理解し、暗黙的な意味を認識することができる。明らかに表現を探す必要なく、流

C1

暢に、自発的に自己を表現することができる。社交的、学術的、及び職業的な目的で、言語を柔軟かつ効果的に使用

上級

することができる。複雑なテーマについて明確で、よく構成され、詳細な文章を作ることができ、組織パターン、接
続詞、そして結合表現をうまく使用することができる。

C2
最上級

事実上聞いたり読んだりすることを全て簡単に理解することができる。異なる話し言葉、並びに書き言葉から情報を
要約し、議論と説明を一貫性のあるプレゼンテーションで再構築できる。自発的に自らを表現することができ、非常
に流暢に正確で、より複雑な状況においても細かな意味の違いを区別することができる。
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私たちのフランス語コース
I 一般フランス語コース
ILAの一般フランス語コースは、フランス語クラスあたりの学生数が10名を超えることはなく、多くの場合5から8

名の学生からなります。フランスでフランス語に浸る滞

在をすることで、すぐにフランス語を学ぶことができるでしょう。私たちは、あらゆる目的とレベルに適した幅広いコースを提供しています。

標準 フランス語コース

標準«プラス» フランス語コース

長期標準 フランス語コース

レッスン数
20

レッスン数
20 + 4

レッスン数
20

学生数
5 - 8名（最大10名）

学生数

学生数
5 - 8名（最大10名）

集中 フランス語コース

5 - 8名（最大10名）/ プライベートコースは1名

集中«プラス» フランス語コース

長期集中 フランス語コース

レッスン数
20 + 10

レッスン数
30 + 4

レッスン数
20 + 10

学生数
5 - 8名（最大10名）

学生数

学生数
5 - 8名（最大10名）

5 - 8名（最大10名）/ プライベートコースは1名

フランス語プライベート トレーニング
レッスン数
20、30、または40
学生数
1

I I DELF / DALF / 大学コース
ILAでの2週間の滞在は、非常に効果がありま
した。とてもフレンドリーな先生に教えてい
ただいて、満足しています。短期間で、本当
にフランス語が上達しました。モンテペリエ
への訪問もこれが最初でしたが、非常に美し
い街で、写真を撮るのが好きなのですが、素
敵な写真を撮ることができました。ILA、あ
りがとう！»
カズキとタカナリ（日本）

ILA は質の高い DELF B1、B2、および DALF C1 試験準備コースを提供していますから、これらの公式フランス語試験に適切な準備が可能です。
大学準備コースの主な目的は、フランスでの大学生活に必要なレベルのフランス語を提供して、学生の大学入学準備をすることです。このフラン
ス語コースの最後には、フランスの大学に入学するための入学試験要件であるDELF B2試験を受けることができます。

DELF B1 または B2 準備コース

DALF C1 準備コース

フランス大学 準備コース

レッスン数
20 + 10

レッスン数
20 + 10

レッスン数
20 + 10

学生数
5 - 8名（最大10名）

学生数
5 - 8名（最大10名）

学生数
5 - 8名（最大10名）

1レッスン= 45分
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I 夏季コース
ILAは、最大10名の小規模クラスによる、素晴らしい夏季フランス語コースを提供しています。私たちの楽しい課外プログラムには、素晴らしい
ユネスコ世界遺産へのエクスカーション、数多くの華やかなパーティー、興味深い観光、美味しいテイスティング、そして素晴らしいスポーツな
どが揃っています。地中海で素敵な夏を楽しく過ごして、世界各地から集まった人々と友達になりましょう。

夏季標準
フランス語コース

夏季標準 «プラス»
フランス語コース

夏季集中
フランス語コース

夏季集中 «プラス»
フランス語コース

レッスン数
20

レッスン数
20 + 4

レッスン数
20 + 10

レッスン数
30 + 4

学生数
5 - 8名（最大10名）

学生数
5 - 8名（最大10名）
プライベートコースは1名

学生数
5 - 8名（最大10名）

学生数
5 - 8名（最大10名）
プライベートコースは1名

I 特別フランス語コース
ILAの特別フランス語コースでは、ビジネスフランス語、フランス語+クッキング、または魅力的なアクティビティパックが提供される高齢者向け
のフランス語コースを提供しています。これらのフランス語コースは、あなたと同じ興味と目的を共有している世界中からの学生が同じクラスに
常にいるため、ネットワーキングにも適しています。世界から集まった同様の目的を持つ学生とともに、フランスでフランス語を学び、素晴らし
いモンペリエで素晴らしい時間を過ごすことができます！

フランス語と料理
コース

フランス語コース
50歳以上の高齢者向け

標準とビジネス
フランス語コース

標準フランス語コース
と教員研修

レッスン数
20 + 8

レッスン数
20 +アクティビティパック

レッスン数
20 + 8

レッスン数
20 + 8

学生数
5 - 8名（最大10名）

学生数
5 - 8名（最大10名）

学生数
5 - 8名（最大10名）

学生数
5 - 8 (max. 10)
max. 5 for teacher Training

1レッスン= 45分

ILAの先生たちはとても素晴らしく、オフィ
ススタッフも最高です！ILAとモンペリエで
素晴らしい経験をしたので、また是非行きた
いです！»
Peter (オーストラリア)
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宿泊施設のオプション
適切な宿泊施設を選ぶことは、フランスでの言語研修滞在の重要な部分です。皆に異なる要件、異なる習慣、異なる生活様式があ
るので、ILA は様々な予算で、幅広い宿泊施設のオプションを提供しています。

ホームステイ
フランス人のホストファミリー のもとで滞
在することは、ユニークで豊かな経験とな
り、フランスのライフスタイルへ真の意味で
浸ることができます。ホストに興味を示すこ
と、そして心を開いていると、モンテペリエ
での滞在中もすぐに溶け込む助けとなりま
す。教室の外でフランス語を十分に練習する
ことで最大の利益を得て、フランス文化への
興味深い洞察を得ることもできるでしょう。
私たちは、あなたに最適な家族を確保するこ
とが非常に重要であると考えています。当校
の宿泊施設担当者は、各学生の申込書を慎重
に検討し、そのプロフィールに合った家族を
予約します。すべての家族は、注意深く選ば
れています。私たちは、素晴らしいホストフ
ァミリーを提供することで高い評価を得てい
ます。▪

大学キャンパスの部屋
この 大学キャンパス内の部屋 は、独立した
生活を楽しみ、世界から集まった他の学生と
会う機会を求める若い学生に非常に人気があ
ります。学生寮の部屋よりもよりベーシック
で、小さく、モンテペリエでも 最も経済的
な住宅施設 です。

アパートホテル

私はILAでの滞在にとても満足しています。
私のホストファミリーは素晴らしく、すごく
歓迎してくれてとても助かりました。私は彼
らからフランス語をたくさん学びました。
Carolina (コロンビア)

この アパートホテル は、学生寮よりもより
高級で、より質の高い宿泊施設とサービスを
提供します。これらは、専用のバスルームと
台所のある、エアコン付きのスタジオを提供
します。

専用のバスルーム付きの個室を利用すること
ができます。台所はありますが、調理器具や
カトラリーは持参するか、大学の食堂で食事
をする必要があります。当校までは、公共の
交通機関を利用して10から15分の所にありま
す。▪

この種類の宿泊施設は、モンテペリエでより
独立した宿泊施設を求める学生に適していま
す。▪

学生寮
学生寮 は、独立性と 世界各地から集まる他
の学生との出会いを好む学生に非常に人気が
あります。 専用のバスルームと設備の整っ
た台所（または設備の整った共有キッチン）
を含む個室を提供します。その雰囲気は快活
なものです。

世界から集まる他の学生と交流、多く外出す
る、そして独立性を好むのであれば、このオ
プションを考慮すべきでしょう。▪
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アクティビティプログラム
外国語の学習は文化や人々を知ることでもあるため、文化的なアクティビティは外国語を学んで、理解する上で重要や役割を果た
します。年間を通じて、私たちは毎週5種類の社交的、文化的活動と、エクスカーションを提供します。

私はILAですばらしいフランス滞在を経験し
ました。アクティビティプログラムは、世界
中の他の学生と出会うのに最適です。私はた
くさんの友人ができました。
Nadine (スイス)

エクスカーション
終日エクスカーションで、アヴィニョン、ニ
ーム、ポン・デュ・ガール、カルカソンヌな
どの世界的なユネスコのサイトをご覧くださ
い。フランスでも最も美しい村々、美しい田
舎や、マルセイユのような素晴らしい街を訪
ねましょう。▪

テイスティング
フランスには素晴らしい食の産物があります。
私たちのテイスティングワークショップに参加
して、フランスのチーズ、驚くようなワイン、
美味しいパティスリー、地元の産物を味わって
ください！これら美味しいものを楽しんで、素
晴らしい時間を過ごしてください！▪

文化を知る
モンテペリエの地域には、文化や歴史に関する
場所がたくさんあります。ぜひ参加して、素晴
らしい Chateau Flaugergues を訪れ、有名な
ぶどう園のワインを味わいましょう。滞在の秘
訣を知るための、モンテペリエの観光地を訪れ
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るシティツアーをお見逃しなく！▪

して、現地の人々と出会いましょう。▪

ILAイベント

スポーツ

ILAのイベントは有名です！私たちの素晴らし
いサンセットカタマランパーティー、ユニーク
な白いドレスのパーティー、または楽しいスプ
リングブレークパーティーなどにご参加くださ
い。世界中から集まった学生に出会って、楽し
いこと間違いなしです！言語交流の夕べに参加

モンペリエとその地域は、様々なスポーツの
機会を提供してくれます。モンテペリエを違
う角度から眺める、素晴らしいカヌー旅行に
参加、または有名なペタンクのゲームを楽
しんでください。フランス語研修の滞在中に
も、多くの楽しみがあります！▪
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モンペリエの美しい歴史を感じさせる中心地にあるフランス語専門の教育機関です。高度な指導とサービスにより、フ
レンドリーで個々に対応した雰囲気の中、効率的で、効果的な語学教育を提供します。
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