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フランス語はわたしに世界を開いてくれる

Le français m’ouvre le monde.
　私が大学でフランス語を本格的に学び始めた頃のことです。2年生後期に進
学先が決まり本格的にフランス語の勉強が始まりました。今回は作文の授業の
下調べについて書いてみます。テキストは谷崎潤一郎の『春琴抄』。こう始まっ
ていました。「春琴、ほんとうの名は鵙屋琴、大阪道修町の薬種商の生れで歿年
は明治十九年十月十四日、墓は市内下寺町の浄土宗の某寺にある」。当時学科の
図書館にあった和仏辞典と言えば1940年に刊行されたセスラン『和仏大辞典』だ
けでした。『スタンダード和仏辞典』が出たのは1970年11月ですから、「薬種商」
にあたるフランス語に行き着くには和英辞典→英和辞典→英仏辞典→仏和辞典
とたどり、最終的にはフランスの大辞典で確認しました。というのも、見つけ
た単語はフランス語の文脈の中で確認しなければ怖くて使えないと教えられて
いたからです。
　仏検実施にあたっていつも感謝の念を持って思うのは先人たちの辞典作成の
熱意であり、その後に続く40年以上にわたる問題作成の積み重ねのことです。
改めて言うまでもなく後々まで伝えるべき貴重な財産なのです。そこから精選
され解説が加えられたのが『ガイドブック』と『セレクション』です。目指す級に
効率よく合格するためのよき友です。
� 公益財団法人フランス語教育振興協会
� 理事長　西澤　文昭

仏検の特徴と資格習得のメリット
 

1 日本の学習者を対象とした唯一のフランス語検定試験
日本の学習者を対象として、文部科学省および在日フランス大使館文化部の後援を
受け実施されるフランス語の技能検定試験は、この「仏検」の他にはありません。

2 40年をこえる伝統と実績
「仏検」は、日本国内のフランス語教育関係者によって、在日フランス大使館文化部
の協力のもとで1981年に創設されました。受験者総数は延べ90万人を超え、そ
の伝統と実績はわが国の外国語学習の領域で確かな評価を得ています。

3 大学などの単位修得や入学資格につながる
学校で学ぶフランス語の学習成果の判定にもふさわしい客観性を備えた試験として、
「仏検」は単位修得や編入学試験の資格認定の条件、あるいは大学での交換留学に向け
た学内選考要件などに広く活用されています。

4 キャリアアップの武器
海外企業が次々に日本に進出し、日本の企業や国際協力団体もフランス語圏に広く
展開しています。英語＋αが求められる時代、「仏検」は、フランス語力の具体的な
証明として就職活動やキャリアアップを後押しします。

5 国家資格「通訳案内士」外国語筆記試験の免除
2013年度より、仏検1級合格者は、日本政府観光局（JNTO）が実施する国家資
格「通訳案内士」の外国語筆記試験（フランス語）が免除されています。
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● 出願締切
　【願書郵送】　　　 ５月17日（水）消印有効
　【インターネット】 5月24日（水）

● 受験票発送
6月6日（火）

● 受験票未着問い合わせ期間
6月12日（月）～ 6月16日（金）
※上記期間の受付時間内に未着のお問い合わせがなく受験できなかった場合、　
当協会は一切の責任を負いません。

● 受験資格
制限はありません。
※過去に受験した級やその合否に関係なく、どの級でも受験できます。
※障がいやお身体の不調等により受験に不自由がある方は、お申し込みの前に仏
検事務局とご相談のうえ、願書郵送締切日までに特別措置の申請を行ってくだ
さい。できる限りの対応を検討いたします。

● 試験日程・試験時間
１次試験　6月18日（日） 
試験時間 

級 開　場 着　席 筆記試験 休憩後着席 書き取り
聞き取り試験

1級 9:50 10:10 10:20 ～ 12:20 12:35 12:40 ～ 13:20
2級 13:30 13:50 14:00 ～ 15:30 15:45 15:50 ～ 16:25

準2級 9:30 9:50 10:00 ～ 11:15 11:30 11:35 ～ 12:00
級 開　場 着　席 筆記・聞き取り試験

3級 14:50 15:10 15:20 ～ 16:35
※3・4・5級は筆記試験と　
　聞き取り試験の間に休憩なし4級 11:40 12:00 12:10 ～ 13:10

5級 9:50 10:10 10:20 ～ 11:05

2次試験　7月16日（日）
※1級・2級・準2級の１次試験合格者および１次試験免除者のみが対象です。
3～5級には2次試験はありません。

級 １級 2級 準2級
面接試験時間 9分 5分 5分

※受験者には集合時間を1次試験結果通知（p.12参照）で個別に通知します。集
合時間から試験終了までは15～ 20分程度です。なお、時間の変更等は一切
受け付けられません。

※1次試験免除者の2次試験受験票は1次試験結果通知と同日に発送します。

● 受験地
願書に記載された都市から選択してください。
※原則として現居住地の都道府県を選択してください。
※受験地によっては実施されない級があります。
※試験会場の詳細は受験票で通知します。仏検ホームページでも会場名を一部事
前公開しています。

新型コロナウイルス感染症対策についてはホームページで最新情報をご確認く
ださい。� https://apefdapf.org/top_news/2023p

2023年度春季　仏検実施要領
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※準1級は秋季のみ実施されます
※客観形式の問題の解答はマークシート方式（黒鉛筆またはシャープペンシルで記入）です
● 1級　1 kyu  
高度な内容をもつ文を含めて、広く社会生活に必要なフランス語を十分に理
解し、自分の意見を表現できる。「聞く」「話す」「読む」「書く」という能力
を高度にバランスよく身につけ、フランス語を実地に役立てる職業で即戦力
となる。学習600時間以上。CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）のC1/
C2にほぼ対応。
《1次》�筆記試験（記述式・客観形式併用）120分� �

書き取り・聞き取り試験（記述式・客観形式併用）約40分
《2次》�試験方法：面接試験約9分（あらかじめ与えられた課題に関するス

ピーチとそれをめぐるフランス語での質疑応答）� �
評価基準：コミュニケーション能力（自分の意見を要領よく表現する
能力）とフランス語力（発音・文法・語・句）を判定する。

● 2級　2 kyu  
日常生活や社会生活に必要なフランス語を理解し、特に口頭で表現できる。
学習400時間以上（大学のフランス語専門課程4年程度で、読む力ばかりで
なく、聞き、話し、ある程度書く力も要求される。）CEFRのB1にほぼ対応。
《1次》筆記試験（記述式・客観形式併用）90分
� 書き取り・聞き取り試験（記述式・客観形式併用）約35分
《2次》試験方法：面接試験約5分（フランス語での質疑応答）
� 評価基準：コミュニケーション能力（自己紹介、日常生活レベルの

伝達能力）とフランス語力（発音・文法・語・句）を判定する。
● 準2級　Jun 2 kyu  
日常生活に必要なフランス語の基本的な運用力を身につけており、口頭
で簡単な質疑応答ができる。学習300時間以上（大学の3年修了程度。）
CEFRのA2にほぼ対応。
《1次》筆記試験（客観形式、一部記述式）75分
� 書き取り・聞き取り試験（記述式・客観形式併用）約25分
《2次》試験方法：面接試験約5分（フランス語での簡単な質疑応答）
� 評価基準：日常生活レベルの簡単なコミュニケーション能力とフラ

ンス語力（発音・文法・語・句）を判定する。
● 3級　3 kyu  
基本的なフランス語を理解し、簡単なフランス語を聞き、話し、読み、書く
ことができる。学習200時間以上（大学の2年修了程度。一部高校生も対
象となる。）CEFRのA1にほぼ対応。
筆記試験と聞き取り試験（客観形式、一部記述式）合わせて、約75分

● 4級　4 kyu  
基礎的なフランス語を理解し、平易なフランス語を聞き、話し、読み、書く
ことができる。学習100時間以上（大学の1年修了程度。高校生も対象と
なる。）
筆記試験と聞き取り試験（すべて客観形式）合わせて、約60分

● 5級　5 kyu – 
初歩的なフランス語を理解し、聞き、話すことができる。学習50時間以上（中
学生から、大学の1年前期修了程度の大学生に適している。）
筆記試験と聞き取り試験（すべて客観形式）合わせて、約45分
＊仏検ホームページでは過去問題サンプルを公開しています。

https://apefdapf.org/dapf/presentation/exemples

６つの級の内容と程度

4

230306-仏検要項2023春季



出願手続きー 2つの申込方法

お申し込みに関するお問い合わせは

仏 検 受 付 セ ン タ ー
TEL�03-5778-4073　FAX�03-3486-1075
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）　9：00～17：00

願書の郵送またはインターネット、2つの申込方法のいずれかをお
選びください。

主な手続きの流れ

受験票受け取り

郵送とインターネットでは
締切日が異なります。ご注意ください。

受　験

願書の入手

願書の記入

願書の郵送

検定料納入
◦郵便振替　◦銀行振込

◦書店・生協

締　切
5月17日（水）

消印有効

郵送申込
※詳細は8～10ぺージ

IDの取得

出願情報の入力

検定料納入
◦クレジットカード
◦コンビニ払い

締　切
5月24日（水）

インターネット申込
※詳細は11ぺージ
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● 検定料（単願／併願）
隣り合う２つの級（1級と2級をのぞく）は同時に出願することができます。
併願の場合、２つの検定料の合計から2,000円割引になります。

単　　願 併　　願

1級 14,500円
※1級と2級の併願はできません

2級 10,000円

準2級 9,000円 2級+準2級 17,000円

3級 7,000円 準2級+3級 14,000円

4級 6,000円 3級+4級 11,000円

5級 5,000円 4級+5級 9,000円
（価格は税込み）

※今季より検定料が改定されました。

● １次試験免除規程
◦�1級・準1級・2級・準2級を受験し、1次試験に合格され、2次試験が不合格、
あるいは2次試験を欠席された方は、次季受験（※）のみ、1次試験を受けるこ
となく2次試験から受験できます。
※�1級・準1級は、翌年度の受験、2級・準2級は、次の季の受験の1回のみに限
ります。それ以上の年度・季にさかのぼって申請することはできません。

◦�対象者の方は、出願の際に1次免除申請の欄に記入する必要があります。ご不明
の点は仏検受付センターまでお問い合わせください。

◦�1次試験免除有資格者が、1次試験を受験した場合は、1次免除申請の有無に
かかわらず、1次免除資格が無効となります。

◦検定料の割引は一切ありません。
◦�1次試験免除者の2次試験受験票は1次試験結果通知と同日（p.12参照）に発
送します。

● 合格基準点・合格率
2022年度春季合格基準点・最終合格率は以下の通りでした。
合格基準点

（1次試験） （2次試験）

1級 2級 準2級 3級 4級 5級 1級 2級 準2級

満点 150点 100点 100点 100点 100点 100点 満点 50点 30点 30点

合格
基準点 94点 66点 56点 55点 60点 60点 合格

基準点 30点 19点 18点

最終合格率

0 20 40 60 80 100%

1　級
2　級
準2級
3　級
4　級
5　級

10.8％
32.5％

53.8％
52.9％

74.5％
80.6％

＊仏検ホームページ「仏検データブック」では過去3年分の合格率などのデータを
紹介しています。　https://apefdapf.org/dapf/presentation/statistiques

2023年度春季　仏検実施要領

6

230306-仏検要項2023春季



消印有効申込締切：5月17日（水）

◆秋田051

年度春季2023

草加111

来季受験要項・願書およびAPEFからのお知らせの送付を希望　

沖縄471

級実施なし）1　（

受験地は出願期間中に変更・追加されることがあります。最新の情報は【重要】
　　　仏検ホームページまたは仏検受付センターでご確認ください。

沖縄471

◆新潟

しない

級実施なし）1　（

◆薩摩川内

◆別府◆長崎

◆松山◆高松

◆松江

◆岐阜◆松本

◆甲府◆富山

◆群馬

◆宇都宮◆水戸◆福島

◆弘前

◆

福岡

岡山

広島

京都 大阪

名古屋静岡

金沢

千葉 東京

仙台盛岡札幌

級実施なし）1　（

級実施なし）1　（

級実施なし）2・1　（

462

161

女性

男性

性
　
別

通信欄　

検定料納入後、必ず願書を郵送してください

新潟

121

１級のみ

1714

1次試験免除を希望しない方は右記に○をつけてください。　　希望しない

申請１

申請２

学　校　

職　業　
ださい。
責任者にご確認の上、ご記入く
コード・地名は会場とりまとめ

団体受験で準会場での受験を希望される方のみ記入

参照P
学校コード

先務勤～
学校名・

団体受験の場合は、とりまとめ責任者に
ご確認の上、コードをご記入ください。

受 験 番 号会場コード

検定料納入場所　（○でかこむ）

静岡

　　　　　月　　　　　日納入

支 払 日

321432 51

76432 51

87654321

ロ

マ
字
氏
名

団体コード

とれるご連絡先
日中必ず連絡が

TEL.

氏名
漢字

現

住

所

＊

011

131

231

341

431

371

261

151

031 041

171

271

101

401

321

221

421

331

031

331

421

191

441

401

021

190170

131

221

271 321

171

011

211

261

371

041

101

081

132102

183143

431

151

該当する項目を○でかこんでください

年

３．書店・生協

４．団 体２．銀 行

１．郵便局

級季受験年度

熊本＊長崎

福岡高松広島

岡山＊松江＊大阪京都名古屋

群馬

金沢東京

仙台盛岡札幌

地 名コ ー ド

熊本

４・５級併願３・４級併願準２・３級併願

５級のみ４級のみ３級のみ準２級のみ２級のみ

２・準２級併願

大学の第２外国語

海外（仏語圏）

小・中学校

独学

高校

国内語学学校・研修機関 個人レッスン

大学の専門 4

8

3

7

2

6

1

5

１年以上無 １年未満４年以上４年未満３年未満２年未満１年未満
フランス語研修機関・学習機関（複数回答可）

フランス語圏滞在期間フランス語歴

専修学校他小　学中　学高　校短　大大　学大学院

学　年

無職・その他主　婦自由業自営業会社員公務員教職員学生生徒

該当する項目を○でかこんでください
ご住所は町村名から番地・棟・マンション名・部屋番号までを詳しくご記入ください

府県
都道

〒

才
生年
月日

フリ
ガナ

日月年

名

姓

年
齢

西
暦

実用フランス語技能検定試験　願書
「出願・受験に関する規約」に同意の上、ご出願ください。10だき、P　

に記載されている「出願手続き」を必ずご確認いた10～5＊受験要項P

　
　
　

の免除規程を確認のうえ、希望される方は以下の欄6※受験要項P

級実施なし1

住所変更、お身体が不自由で配慮を要する場合等記入してください。※

級の受験者は必ず記入2級・準2級・1※

に必要事項を記入してください。（検定料の割引はありません）　

※職業で①学生生徒を選んだ方のみ記入

※①学生生徒を選んだ方のみ学校コード・学校名を記入

次試験のみの実施です。1準会場は　●

1次試験免除

．書店・生協の領収書④（願書貼付用）b

必ず貼付してください

領 収 書 ま た は

そ の コ ピ ー を

のいずれかをここに貼付して下さい。c、b、a

級のみ実施2準次試験受験地2

次試験受験地1

受験級

ご利用明細または、振込金受取書のコピーATM．c

．振替払込請求書兼受領証のコピーa

領 収 書 貼 付 欄

検定料納入・願書の郵送へつづく

⑥

※10ページの「出願・受験に関する規約」を必ずお読みください。

1次試験免除について
6ページの規程を確認の上、１次試験免除の申請を希望される方は
この欄に対象となる受験年度、季、級、会場コード、受験番号をご
記入ください。

④ 受験地の選択
1次・2次試験会場
は願書に記載され
ている受験地を○
で囲んでください。
＊受付期間後の受験地
の変更はできません。

1・2・準2級を受験
の方は、必ず2次試
験受験地もご記入
ください。
＊2次受験地の記入が
ない方は、1次受験
地に最も近い受験地
を事務局で指定いた
します。

⑤ 準会場について
準会場登録をされ
ている団体に属し
ている方のみご記
入ください。
コード・地名は団体
コードとあわせて
とりまとめ責任者に
確認してください。

今季の受験地は出願期間中に変更・追

加されることがあります。最新の情報は

仏検ホームページまたは受付センターで

ご確認ください。
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消印有効申込締切：5月17日（水）

◆秋田051

年度春季2023

草加111

来季受験要項・願書およびAPEFからのお知らせの送付を希望　

沖縄471

級実施なし）1　（

受験地は出願期間中に変更・追加されることがあります。最新の情報は【重要】
　　　仏検ホームページまたは仏検受付センターでご確認ください。

沖縄471

◆新潟

しない

級実施なし）1　（

◆薩摩川内

◆別府◆長崎

◆松山◆高松

◆松江

◆岐阜◆松本

◆甲府◆富山

◆群馬

◆宇都宮◆水戸◆福島

◆弘前

◆

福岡

岡山

広島

京都 大阪

名古屋静岡

金沢

千葉 東京

仙台盛岡札幌

級実施なし）1　（

級実施なし）1　（

級実施なし）2・1　（

462

161

女性

男性

性
　
別

通信欄　

検定料納入後、必ず願書を郵送してください

新潟

121

１級のみ

1714

1次試験免除を希望しない方は右記に○をつけてください。　　希望しない

申請１

申請２

学　校　

職　業　
ださい。
責任者にご確認の上、ご記入く
コード・地名は会場とりまとめ

団体受験で準会場での受験を希望される方のみ記入

参照P
学校コード

先務勤～
学校名・

団体受験の場合は、とりまとめ責任者に
ご確認の上、コードをご記入ください。

受 験 番 号会場コード

検定料納入場所　（○でかこむ）

静岡

　　　　　月　　　　　日納入

支 払 日

321432 51

76432 51

87654321

ロ

マ
字
氏
名

団体コード

とれるご連絡先
日中必ず連絡が

TEL.

氏名
漢字

現

住

所

＊

011

131

231

341

431

371

261

151

031 041

171

271

101

401

321

221

421

331

031

331

421

191

441

401

021

190170

131

221

271 321

171

011

211

261

371

041

101

081

132102

183143

431

151

該当する項目を○でかこんでください

年

３．書店・生協

４．団 体２．銀 行

１．郵便局

級季受験年度

熊本＊長崎

福岡高松広島

岡山＊松江＊大阪京都名古屋

群馬

金沢東京

仙台盛岡札幌

地 名コ ー ド

熊本

４・５級併願３・４級併願準２・３級併願

５級のみ４級のみ３級のみ準２級のみ２級のみ

２・準２級併願

大学の第２外国語

海外（仏語圏）

小・中学校

独学

高校

国内語学学校・研修機関 個人レッスン

大学の専門 4

8

3

7

2

6

1

5

１年以上無 １年未満４年以上４年未満３年未満２年未満１年未満
フランス語研修機関・学習機関（複数回答可）

フランス語圏滞在期間フランス語歴

専修学校他小　学中　学高　校短　大大　学大学院

学　年

無職・その他主　婦自由業自営業会社員公務員教職員学生生徒

該当する項目を○でかこんでください
ご住所は町村名から番地・棟・マンション名・部屋番号までを詳しくご記入ください

府県
都道

〒

才
生年
月日

フリ
ガナ

日月年

名

姓

年
齢

西
暦

実用フランス語技能検定試験　願書
「出願・受験に関する規約」に同意の上、ご出願ください。10だき、P　

に記載されている「出願手続き」を必ずご確認いた10～5＊受験要項P

　
　
　

の免除規程を確認のうえ、希望される方は以下の欄6※受験要項P

級実施なし1

住所変更、お身体が不自由で配慮を要する場合等記入してください。※

級の受験者は必ず記入2級・準2級・1※

に必要事項を記入してください。（検定料の割引はありません）　

※職業で①学生生徒を選んだ方のみ記入

※①学生生徒を選んだ方のみ学校コード・学校名を記入

次試験のみの実施です。1準会場は　●

1次試験免除

．書店・生協の領収書④（願書貼付用）b

必ず貼付してください

領 収 書 ま た は

そ の コ ピ ー を

のいずれかをここに貼付して下さい。c、b、a

級のみ実施2準次試験受験地2

次試験受験地1

受験級

ご利用明細または、振込金受取書のコピーATM．c

．振替払込請求書兼受領証のコピーa

領 収 書 貼 付 欄

郵送申込 締切：5月17日（水）消印有効

① 願書の記入
要項に挟み込まれている願書に、以下の記入例・注意事項を参考にして
必要事項をもれなく記入してください。

学校コードについて
職業欄で現在の所属が、
「①学生生徒」の方のみ
ご記入ください。
該当コードがない場合
は、9999とご記入く
ださい。
＊学校コード一覧は、14～
　17ページをご覧下さい

①

団体コードについて
団体で受験される場合は
団体とりまとめ責任者に
コードを確認の上、ご記
入ください。

②

「学校コード」は受験会場と
関係ありませんので

ご注意ください。

案内の希望について
来季要項・願書およびAPEFか
らのお知らせの送付を希望しな
い場合のみ○で囲んでください。

③

＊個人情報の取扱については当協会ホームページ
をご覧ください。
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インターネット申込 締切：5月24日（水）

③ID取得
メールアドレスとパスワード
をご登録いただくと、ID通
知メールをお送りします。
※以前にお申し込みの際の
IDは再利用できません。
新たにIDを取得してくだ
さい。

④ 仏検出願
IDとパスワードを入力して
ログインし、受験級・受験
地など出願に必要な情報を
入力。続いて検定料のお支
払い方法をクレジットカード
（一括）またはコンビニでの現金払いからお選びください。コンビニでのお
支払い期限はお申し込み後７日間です。お支払い後、申込完了メールをお
送りします。
※お申し込みには別途システム利用料250円がかかります。
※受験票の発送をもって最終的な受付の確認とさせていただきます。

⑤ マイページ
出願から合否結果まで、受験に関する情報がネットで確認できます。
◦出願期間（5月24日（水）まで）：受験地や住所の変更が可能です。
◦１次試験合否結果閲覧（全級）

7月６日（木）から7月19日（水）まで
　※�１級・２級・準２級の合格者は２次試験の会場と集合時間も閲覧できます。
◦２次試験合否結果閲覧（１級・２級・準２級）

8月4日（金）から8月23日（水）まで

※合否結果の閲覧には、IDとパスワードが必要です。

＊出願の前にかならず「出願・受験に関する規約」をご確認ください。
https://apefdapf.org/dapf/info/reglement_dapf

①APEFのホームページにアクセスしてください。

インターネット申込メインメニュー

② 申込ボタンをクリック ここをクリック！

https://
apefdapf.org

へアクセス！
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② 検定料納入
※団体・準会場受験の方は検定料納入と願書の提出方法について事前に必ず責任
者にご確認ください。

▶受付書店・生協
取扱書店・生協一覧は仏検ホームページでご確認いただけます。
https://apefdapf.org/dapf/cheminement/inscription_poste/librairies
店舗で検定料を支払い、領収書２枚（願書貼付用／受験者保管用）を受け
取ってください。

▶郵便振替
願書から払込用紙を切り離して窓口またはATMでお支払いください。

　◦振替先　00130840484
　◦加入者名　公益財団法人フランス語教育振興協会

▶銀行振込
以下のいずれかの口座にお振り込みください。

　◦みずほ銀行　九段支店　（普）8034198
　　公益財団法人フランス語教育振興協会検定口
　◦三井住友銀行　飯田橋支店　（普）5061932
　　公益財団法人フランス語教育振興協会

③ 願書の郵送
領収書またはそのコピーを願書に貼り付けて、下記提出先へお送りください。
願書提出先　〒150-8681　渋谷郵便局留　仏検受付センター
※84円切手を貼って、投函してください。

● 出願・受験に関する規約（一部抜粋）
出願者および受験者は、「出願・受験に関する規約」に同意した上で出願・
受験を行うものとし、その内容を遵守する義務があります。以下の点には
とりわけご注意ください。規約の全文は仏検ホームページで公開しています。

https://apefdapf.org/dapf/info/reglement_dapf

◆願書を送付せず、検定料を納入しただけでは受付となりません。
◆願書受付期間以降に投函された願書は受付いたしません。
◆いったん納入された検定料は理由のいかんにかかわらず返金できません。また、
次回への振替も認められません。

◆出願後の受験級・受験地の変更は、出願期間中にかぎり受けつけます。
◆受験票の発送をもって出願受付の確認となります。
◆郵便受けにお名前が入っていないと、受験票等の通知が届かない恐れがありま
す。必ずお名前を入れておいてください。

◆住所等の変更がある場合、すみやかに仏検事務局まで連絡してください。
◆災害、事故などの場合、開始時間を繰り下げたり、試験を中止することがあります。
◆試験会場で進行の妨げや他の受験者の迷惑となる行為が認められた場合、退場・
失格となり、今後の受験資格を失うことがあります。

◆試験問題を協会の許可なく、他に伝え、漏えいすることを禁じます。
◆問題内容および採点結果、合否結果については一切異議申し立てできません。

郵送申込／出願・受験に関する規約
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● 仏検１級合格者の会（ALFI）
　仏検１級合格者の会（Association des lauréats du Futsuken Ikkyu、略
称ALFI）は、１級合格者のみで構成されるAPEF公認の団体です。2006年
7月、「日本におけるフランス語の地位向上」の理念に基づき、合格者同士の交
流促進のため有志が集い、正式に発足しました。2023年2月の会員数は
110名、興味関心は日仏の映画や文学、建築、旅行、美術、ファッション、料
理、ポップカルチャーから職業は学生、会社勤務、起業家、通訳・翻訳者・通
訳案内士、教員、研究者、和文化スペシャリストまで、多種多様なメンバーが
集っております。
　ALFIの趣旨は、①会員間の親睦と交流・フランス語力の向上、②フランス及
びフランコフォン関連団体とのパートナーシップにあります。
　設立以来、AFJ（在日フランス人・フランコフォン協会）との共同イベント開
催や、様々な分野のプロフェッショナルを招いた講演会など、多くの活動を積み
重ねています。現在は、フランス人講師を迎えた翻訳塾とアートサロンのリモ
ート勉強会が好評を博しています。今後もオンライン、ハイブリッド、対面での
交流会、講演会などを順次増やす予定です。
　またALFIは、アンスティテュ・フランセやFrance Alumniなどの公的機関や
関連する団体と積極的な関係を築くとともに、フランス語を軸に文化、教育、
ビジネス分野などで交流を深め、文化の多様性を尊重します。
　フランス語を生かして日本を語る、コミュニケーション力に磨きをかける、日
常を変えるきっかけに、そしてまだ見ぬ友や天職と出会うチャンスかも…
　新たな挑戦をしてみたい方のご入会を、会員一同、心よりお待ちしています!
＊お問い合わせ先：ALFI事務局　alfi-info@alfi-japon.com
＊ALFI ホームページ　http://www.alfi-japon.com/

賞の授与

　最終合格者には全員に合格証書を交付し
ます。
　さらに、とくに優秀な成績を収めた方は、
成績優秀者として表彰され、関係諸機関よ
り各種賞状、賞品が授与されます。
　個人表彰のほか、年度を通じたフランス
語教育への取り組みや、仏検における出願
者数・試験結果等で優れた成果を収めた団
体（大学 2 団体、小・中・高・各種学校１
団体）を対象とした「文部科学大臣賞　団
体賞」の制度も設けています。
　優秀者・優秀団体の決定は年度末に行
われ、該当者には事務局よりその旨通知し
ます。

2021年度成績優秀者表彰　後援／協賛機関

文部科学省　在日フランス大使館
ケベック州政府在日事務所　在日スイス大使館
在 日ベルギー大使館／ベルギー王国フランス語共同体

政府国際交流振興庁（WBI）
在日フランス商工会議所　日仏会館
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● 合否結果の発表／結果通知・合格証書発送予定

最終合格者には結果通知とともに合格証書を無料でお送りします。

全級　１次試験結果インターネット閲覧期間  7/6（木）～ 7/19（水）

１・２・準２級　１次結果通知� 7/6（木）発送予定
未着問い合わせ期間：7/11（火）～ 7/14（金）

３・４・５級　最終結果通知・合格証書� 7/12（水）発送予定
未着問い合わせ期間：7/18（火）～ 7/28（金）

１・２・準２級　最終結果インターネット閲覧期間  8/4（金）～ 8/23（水）

１・２・準２級　最終結果通知・合格証書� 8/4（金）発送予定
未着問い合わせ期間：8/16（水）～ 8/23（水）

※インターネットでの合否結果閲覧は、インターネットでの出願者のみ対象です。
願書郵送で出願した方はご利用いただけません。

※1次試験・2次試験いずれも欠席者への結果通知の発行は行いません。
※合格証書は最終合格者に１回のみ発行されます。未着問い合わせ期間以降の再
発行は承りかねます。未着の場合や、誤記・破損の場合はかならず上記未着問
い合わせ期間中にご連絡ください。

● 合格証明書

就職や留学、通訳案内士試験での免除申請などで合格証明書が必要な場
合は、以下の必要事項を明記し、1通につき1,500円（送料込）を現金
書留にて仏検事務局までお送りください。発行に要する期間は、現金書
留到着後約1週間です。
◦氏名　◦フリガナ　◦ローマ字　◦生年月日（西暦）
◦検定年度、季、受験級　◦必要枚数、和文、仏文の別　◦日中連絡先
※2023年度春季分の合格証明書は、上記合格証書の発行日以降に発行を承ります。

● お問い合わせ

お申し込み方法・1次試験受験票に関するお問い合わせは

仏 検 受 付 セ ン タ ー
TEL�03-5778-4073　FAX�03-3486-1075
開設期間：4月3日（月）から6月16日（金）まで
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）　9：00～17：00

※1次試験結果・最終結果の未着については仏検事務局までお問い合わせください。
※受験票・各種通知についてのメールでのお問い合わせはご遠慮ください。
※メールでのお問い合わせはご対応に日数を要する場合があります。お急ぎの場合
　はかならずお電話でご連絡ください。

試験結果について／お問い合わせ
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※受験地コードではありませんのでご注意ください

大学・短大	 50音順
該当コードがない場合は9999と記入

2002 札幌大
2494 札幌国際大
0042 静岡大
1037 静岡県立大
2068 実践女子大
0060 島根大
1026 下関市立大
2037 就実大
2995 十文字学園女子大
2043 淑徳大
2070 順天堂大
2465 松蔭大
2304 尚絅大
2154 城西大
2071 上智大
2997 尚美学園大
2072 昭和大
2073 昭和女子大
2075 女子栄養大
2076 女子美術大
2077 白百合女子大
2490 仁愛大
0040 信州大
0993 水産大
2078 杉野服飾大
2171 椙山女学園大
2411 鈴鹿大
2344 聖学院大
2079 成蹊大
0101 政策研究大学院大
2080 成城大
2081 聖心女子大
2082 清泉女子大
2393 聖徳大
2277 西南学院大
2391 西南女学院大
2084 専修大
2149 洗足学園音大
2417 仙台白百合女子大
2525 千里金蘭大
2223 相愛大
2085 創価大

た 2087 大東文化大
1003 高崎経済大
2089 拓殖大
2090 玉川大
2091 多摩美術大
0020 千葉大
2045 千葉工業大
2046 千葉商科大
2092 中央大
2173 中京大
0016 筑波大
2418 筑波学院大
2093 津田塾大
1007 都留文科大
2094 帝京大
2552 帝塚山大

2225 帝塚山学院大
0032 電気通信大
2249 天理大
2095 東海大
2323 東海学院大
0021 東京大
2096 東京医科大
0022 東京医科歯科大
2414 東京医療保健大
0023 東京外語大
0029 東京海洋大
0024 東京学芸大
2099 東京家政学院大
2098 東京家政大
2100 東京経済大
0026 東京芸術大
0028 東京工業大
2035 東京国際大
2105 東京女子体育大
5128 東京女子体育短大
2103 東京女子大
2999 東京成徳大
2553 東京通信大
1085 東京都立大
2109 東京農業大
0025 東京農工大
2415 東京福祉大
2554 東京未来大
2110 東京薬科大
2111 東京理科大
2195 同志社大
2196 同志社女子大
2113 桐朋学園大
0010 東北大
2406 東北医科薬科大
2019 東北学院大
2412 東北文化学園大
2114 東洋大
2394 東洋英和女学院大
2048 東洋学園大
2408 常磐大
0064 徳島大
2996 常葉大
2040 獨協大
0059 鳥取大
0036 富山大

な 0073 長崎大
2361 長崎外語大
1328 長崎県立大
2288 長崎総合科学大
2159 長野大
1091 長野県立大
0043 名古屋大
2353 名古屋外語大
2413 名古屋学芸大
1013 名古屋市立大
2371 名古屋造形大
2250 奈良大
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学校コード一覧　＊8ページを確認の上願書にご記入ください。

※受験地コードではありませんのでご注意ください

大学・短大	 50音順
該当コードがない場合は9999と記入

あ 2165 愛知大
2167 愛知学院大
2169 愛知学泉大
0044 愛知教育大
1011 愛知県立大
1012 愛知県立芸術大
2301 愛知淑徳大
2012 青森大
2051 青山学院大
5080 青山学院女子短大
0012 秋田大
1090 秋田公立美術大
2052 亜細亜大
2034 跡見学園女子大
2349 石巻専修大
0015 茨城大
2028 茨城キリスト教大
0009 岩手大
1051 岩手県立大
0017 宇都宮大
2178 江戸川大
0066 愛媛大
2027 奥羽大
2324 桜花学園大
2217 追手門学院大
2055 桜美林大
0075 大分大
4045 大分県立芸術文化短大
0051 大阪大
2204 大阪学院大
0053 大阪教育大
2209 大阪産業大
2211 大阪樟蔭女子大
5274 大阪女学院短大
5276 大阪女子短大
1094 大阪公立大
2186 大谷大
2054 大妻女子大
0061 岡山大
2298 沖縄国際大
0112 小樽商科大
0031 お茶の水女子大
0005 帯広畜産大

か 0065 香川大
2056 学習院大
0077 鹿児島大
2946 鹿児島純心大
5426 鹿児島純心女子短大
2325 活水女子大
2142 神奈川大
0037 金沢大
2347 川村学園女子大
2218 関西大
2220 関西外国語大
2232 関西学院大
2338 神田外語大
2144 関東学院大
1028 北九州市立大

2057 北里大
2360 吉備国際大
0041 岐阜大
2161 岐阜経済大
2163 岐阜女子大
0069 九州大
0071 九州工業大
2274 九州産業大
0048 京都大
2187 京都外国語大
0049 京都教育大
0050 京都工芸繊維大
2189 京都産業大
2190 京都女子大
1014 京都市立芸術大
2194 京都橘大
1015 京都府立大
2058 共立女子大
2060 杏林大
2221 近畿大
2170 金城学院大
2061 国立音楽大
0074 熊本大
1032 熊本県立大
2363 倉敷芸術科学大
2276 久留米大
0018 群馬大
1034 群馬県立女子大
2044 敬愛大
2062 慶應義塾大
2321 恵泉女学園大
1084 県立広島大
2063 工学院大
0067 高知大
1027 高知県立大
2234 甲南大
2235 甲南女子大
0054 神戸大
2236 神戸海星女子学院大
2237 神戸学院大
1020 神戸市外語大
2241 神戸松蔭女子学院大
2238 神戸女学院大
2242 神戸親和女子大
2064 國學院大
2420 国際医療福祉大
1079 国際教養大
2065 国際基督教大
2330 国際武道大
2066 国士舘大
2067 駒澤大
2388 駒沢女子大

さ 0019 埼玉大
2405 埼玉学園大
0072 佐賀大
2392 嵯峨美術大
2147 相模女子大
2359 作新学院大
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該当コードがない場合は9999と記入小学校・中学校・高校	 50音順

※受験地コードではありませんのでご注意ください

あ 7622 青山学院高等部
7246 県立あさか開成高校
7686 アサンプション国際中学高校
7237 県立有馬高校
7623 郁文館グローバル高校
7116 県立伊勢崎高校
7166 県立磯子高校
7119 県立伊奈学園総合高校
7613 宇都宮海星女子学院中学高校
7624 穎明館中学高校
7247 都立桜修館中等教育学校
7143 都立青梅総合高校
7625 大妻多摩中学高校
7626 大妻中野中学高校
7121 県立大宮光陵高校
7697 小林聖心女子学院高校
7114 県立小山城南高校

か 7627 学習院高等科
7628 学習院女子中高等科
7123 県立春日部女子高校
7167 県立神奈川総合高校
7661 カリタス女子中学高校
7001 カリタス小学校
7629 川村中学高校
7662 関東学院中学高校
7709 函嶺白百合学園高校
7145 都立北園高校
7630 暁星中学高校
7620 暁星国際中学高校
7002 暁星国際小学校
7003 暁星国際流山小学校
7631 共立女子高校
7663 公文国際学園
7636 クラーク記念国際高校
7664 慶應義塾高校
7616 慶應義塾志木高校
7632 慶應義塾女子高校
7722 KTCおおぞら高等学院
7633 啓明学園中学高校
7146 都立小石川中等教育学校
7721 佼成学園女子中学高校
7717 甲南高校中学
7692 甲南女子中高校
7693 神戸海星女子学院中学高校
7685 香里ヌヴェール学院中学高校
7230 県立郡山萌世高校
7205 県立国際高校（兵庫）
7126 県立越谷南高校
7104 県立不来方高校
7147 都立小平高校

さ 7719 市立咲くやこの花高校
7228 県立佐野高校
7192 府立佐野高校
7206 県立三田祥雲館高校
7638 実践女子学園中学高校
7716 渋谷教育学園幕張中学高校
7666 湘南白百合学園中学高校
7641 白百合学園中学高校
7151 都立杉並総合高校

7193 府立住吉高校
7605 聖ウルスラ学院英智高校
7612 聖徳大学附属取手聖徳女子中学高校
7606 聖ドミニコ学院高校
7644 聖ドミニコ学園中学高校
7195 府立千里高校

た 7169 県立大師高校
7208 県立宝塚西高校
7153 都立竹台高校
7648 田園調布雙葉中学高校
7231 東京学芸大学附属国際中等教育学校
7650 東京女子学院中学高校
7680 同志社国際中学高校
7708 同朋高校
7652 東洋英和女学院中学部・高等部
7129 県立所沢商業高校
7108 県立富谷高校
7158 都立戸山高校

な 7196 府立長野高校
7137 県立成田国際高校
7130 県立南稜高校
7159 都立西高校
7209 県立西宮高校
7227 市立西宮東高校
7667 日本女子大学附属中学高校

は 7170 県立白山高校
7105 県立花巻南高校
7723 浜松学芸中学高校
7160 都立晴海総合高校
7199 府立日根野高校
7701 雲雀丘学園中学高校
7161 都立日比谷高校
7110 県立福島南高校
7725 不二聖心女子学院中学高校
7654 雙葉中学高校
7102 北海道札幌国際情報高校

ま 7118 県立前橋西高校
7138 県立幕張総合高校
7139 県立松戸国際高校
7229 府立松原高校
7164 都立三田高校
7109 県立宮城野高校
7655 武蔵高校
7657 明治大学付属中野八王子中学高校
7658 明治大学付属明治中学高校
7610 明成高校
7724 森村学園中等部高等部

や 7173 県立弥栄高校
7669 山梨英和中学高校
7174 県立横浜国際高校

ら 7659 立教池袋中学高校
7619 立教新座中学高校
7681 立命館宇治中学高校
7602 立命館慶祥中学高校
7621 流通経済大柏高校

わ 7133 県立和光国際高校
7660 早稲田大学高等学院
7134 県立蕨高校
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学校コード一覧　＊8ページを確認の上願書にご記入ください。

大学・短大	 50音順
該当コードがない場合は9999と記入

※受験地コードではありませんのでご注意ください

0056 奈良教育大
0057 奈良女子大
2182 南山大
5238 南山大学短大
1083 新潟県立大
0035 新潟大
5456 新島学園短大
2116 日本大
2409 日本医療科学大
2120 日本獣医生命科学大
2121 日本女子大
2335 日本赤十字看護大
2404 日本赤十字豊田看護大
2183 日本福祉大
2292 日本文理大
2495 人間環境大
2256 ノートルダム清心女子大

は 0033 一橋大
2342 姫路獨協大
1082 兵庫県立大
0008 弘前大
5231 弘前医療福祉大学短大
2015 弘前学院大
0062 広島大
2261 広島修道大
2262 広島女学院大
1050 広島市立大
2152 フェリス女学院大
0038 福井大
2283 福岡大
0068 福岡教育大
1043 福岡県立大
2401 福岡女学院大
1030 福岡女子大
0014 福島大
1039 福山市立大
2006 藤女子大
2125 文化学園大
2164 文京学院大
2042 文教大
2410 平成音楽大
2293 別府大
0992 防衛大
0100 防衛医科大
2126 法政大
0098 放送大
2007 北星学園大
2008 北海学園大
0001 北海道大
0002 北海道教育大

ま 2272 松山大
0046 三重大
1089 宮城大
0076 宮崎大
2246 武庫川女子大
2128 武蔵大
2131 武蔵野大
2132 武蔵野美術大

0003 室蘭工業大
2133 明治大
2134 明治学院大
2184 名城大
2136 明星大
2366 目白大
2228 桃山学院大
2322 盛岡大学

や 2265 安田女子大
0013 山形大
0063 山口大
2407 大和大
0039 山梨大
0034 横浜国立大
1005 横浜市立大
2403 横浜美術大

ら 2137 立教大
5158 立教女学院短大
2138 立正大
2200 立命館大
0078 琉球大
2201 龍谷大
2029 流通経済大

わ 0058 和歌山大
2139 和光大
2140 早稲田大

専修・各種学校・各種機関	50音順
9801 アテネ・フランセ
9006 アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会
9010 アリアンス・フランセーズ徳島
9007 アンスティチュ・フランセ関西ー大阪
9008 アンスティチュ・フランセ関西ー京都
9011 アンスティチュ・フランセ九州
9003 アンスティチュ・フランセ東京
9005 アンスティチュ・フランセ横浜
9601 神田外語学院
9803 公文式教室
9802 クラス・ド・フランセ
9201 国際協力機構（ＪＩＣＡ）
9001 札幌アリアンス・フランセーズ
9303 駿台トラベル＆ホテル専門学校
9002 仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ
9401 中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校
9004 東京国際フランス学園
9502 東京モード学園
9503 名古屋モード学園
9102 奈良日仏協会
9602 日本外国語専門学校
9202 日本国際協力システム（ＪＩＣＳ）
9302 日本ホテルスクール
9009 広島日仏学院
9101 福島日仏協会
9501 文化服装学院
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定価 2,750円（税込み）

●	APEFの翻訳サービス
仏検を主催するAPEFはフランス大使館の認可を受けた翻訳業者でもありま
す。留学準備や滞在許可申請に必要な法定翻訳書類を中心に、プライベート
やビジネスの各種文書の翻訳（日本語⇔フランス語）も承ります。
2012年9月より、APEFが翻訳を行い、証印を押
した書類は、フランス大使館による翻訳査証が免除
されています。

翻訳料金の例 
※価格は税込みです。

戸籍謄本・抄本・住民票 4,400円（ご家族の2人目以降は
1人につき2,200円を追加）

卒業証明書・修了証明書・在学証明書 4,400円

成績証明書 8,800円〜

所得証明書・納税証明書 6,600円〜

詳しくはホームページをご覧いただくか、メール・お電話にてお問い合わせく
ださい。お見積もりは無料です。

公益財団法人フランス語教育振興協会（APEF）　翻訳部
TEL：03-6268-9534／ FAX：03-3239-3157　
〒102-0073東京都千代田区九段北1-8-1九段101ビル
E-mail：honyaku@apefdapf.org　HP：https://apefdapf.org

APEF翻訳サービス

● 通訳・翻訳者養成講座
APEFと青山学院大学は2018年4月から青山学院大学にてフランス語プロ
フェショナルコースの共催講座を開設しています。講師陣は、三浦信孝、カト
リーヌ・アンスロー、宇都宮彰子、小林新樹、菊地歌子ら第一線で活躍する会
議通訳者と翻訳家です。2コース5クラスで春学期・秋学期各15回開講して
います。また、年数回、短期集中講座も開催しています。主にZoomによる
オンライン授業ですが、一部対面方式とオンライン方式のハイブリット開催も
あります。募集については下記までお問合せください。

⿎通訳コース（オンライン講座/一部ハイブリッド開催）  
・�準備科（15名）［土：10h-12h00］仏検2級～準1級・DELF B1～ B2  

本格的な通訳訓練を始める前の準備講座です。動画を使った通訳練習（仏
→日）や、短文の翻訳練習（日→仏）を取り入れながら、関連する文法演
習と派生する語彙の整理、聞き取り練習とフランス語らしい的確な表現力
を養成し、通訳に必要な基礎を強化します。

・�基礎科（15名）［金：19ｈ-21ｈ］仏検準1級・DELF B2以上
・�本　科（10名）［火：19ｈ-21ｈ］仏検1級・DALF C1以上  

ニュースや講演などを素材に仏日と日仏の両方向で逐次通訳の訓練を行
います。要約練習、ノートテーキングやサイトトランスレーション、ゲスト
スピーカーを招いてのライブ通訳訓練を含みます。基礎科はエスコート通
訳レベルをめざし、本科は会議通訳者をめざします。

⿎翻訳コース（オンライン講座）  
・�基礎科（8名）［水：19h-21h］仏検2級・DELF B1以上
・�本　科（8名）［金：19h-21h］仏検準1級・DELF B2以上  

新聞・雑誌の記事などを素材に仏日と日仏の両方向で基礎的な翻訳技術
の訓練を行い、本科ではさらに高度な翻訳技術を磨きます。毎週課題翻
訳を提出してもらい、次回講師が添削し模範訳例をつけて返却します。
翻訳には文法と語彙の知識だけでなく広い教養と専門知識、調査能力が
必要です。

⿎短期集中講座（オンライン講座）※年数回開催 �
・ Le Mondeの経済記事精読
・ 日仏逐次通訳講座
・ リモート同時通訳ワークショップ etc.

APEF青山フランス語プロフェショナルコース
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2022春季＆秋季の実施問題と解説を掲載！

『2022年度版』や『2020年度版』のほか、過去の「公式本」バックナンバー
も駿河台出版社と仏検事務局でお求めいただけます。

2023

3,190

2,970

2,640

s

公益財団法人 フランス語教育振興協会 仏検事務局
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