
Instructions for the French Programme Scholarship SILS selection 2018-2019

SILS フレンチプログラム奨学金選考 2018-2019 概要

ATTENTION!! 注意

For SILS students, application procedures are different from what is written on the French embassy’s

website. Please carefully read and follow the instructions below.

国際教養学部生の申請方法は、フランス大使館 HP に書かれている手続きと異なります。以下の説明を

よく読み、こちらの説明に従ってください。

1. Purpose of the scholarship 奨学金の目的

The purpose of the French Programme Scholarship is to provide financial assistance for a Japanese SILS student with

excellent academic potential and profound interest in France, to study for one year in France.

フレンチプログラム奨学金の目的は、優秀な学術的の潜在能力を持っていて、フランスへの深い興味のある

国際教養学部の日本人学生に、フランスに一年間の留学に行くための金銭的な援助を提供するためです。

2. Scholarship stipend 奨学金の受給期間

月額/ Monthly stipend : 615 Euros

その他支給額/ Other stipend includes:

110 Euros per month as health insurance fee (保険代)

700 Euros as necessary expenses for books, stationary, travel expenses for research trip etc. （文房具や書籍の購入代、

研究旅行費用）

支給期間/Duration : 10 months (2018 September – 2019 June)

*This information is provided by the French Embassy and may change every year according to the French

government’s rules.

*この情報はフランス大使館から提供されており、フランス政府のルールにより変更の可能性があります。

3. Eligibility requirements 応募資格要件

- Japanese nationality without double nationality (requirement of the French Embassy in Japan) 二重国籍でない日本

国籍保持者（フランス大使館からの要件）

- Born after January 1, 1988 1988 年 1 月 1 日以降に生まれた者。

- Enrolled in the SILS French programme SILS フレンチプログラム履修者。

- Wishing to study in France for one year with a long-term project related to France, either within the Waseda

study-abroad programmes (‘mobilité encadrée’) or as an independent applicant (‘mobilité individuelle’), in which case

the applicant must make sure he/she will be accepted by the host institution.

フランスに関する長期の計画があり、早稲田大学の留学プログラムか私費留学にて一年間のフランス留学に

行く事を希望する者。志願者は受け入れ機関に受け入れ許可を得ないといけません。

4. Deadline 締切

Friday, September 29th, 2017 5:00 PM

2017 年 9 月 29 日（金） 5:00PM



5. Procedures 手続き

I. Online Application オンライン申請

Complete online application through the French embassy website at http://www.science-japon.org/bgf/

Make sure to tick the “box for SILS students” on online registration.

DO NOT follow the application instructions on the above website, but follow the instructions below.

フランス大使館ホームページでのオンライン申請（http://www.science-japon.org/bgf/）を行ってください。

オンライン申請上ページの“box for SILS students”にチェックを入れる事を忘れないでください。

上記 HP の申請方法には従わず、こちらの説明に従って申請の準備を行ってください。

II．Submit Documents to SILS office 国際教養学部事務所に書類提出

After completing the online application on the French embassy’s website, please submit the following documents at the

SILS office by the deadline. DO NOT submit the documents to French embassy.

フランス大使館ウェブサイトのオンライン申請後、締切日までに国際教養学部事務所に必要書類を提出してく

ださい。フランス大使館に直接申請書類を送付しないでください。

※すべての書類を 6 部（原本 1 部、コピー5 部）提出してください。

※Please submit 6 copies (original copy and 5 photocopies) of all the documents.

*You do not need to prepare a recommendation letter at this moment. Those who passed the internal

selection will be automatically provided with a recommendation letter from SILS office and it will be sent to

the French embassy directly. この時点では推薦状を用意する必要はありません。内部選考が通った方は自動的

に推薦状が用意され、フランス大使館に直接送付されます。

Document/必要書類 Notes/注意点 Check/

ﾁｪｯｸ欄

① SILS French Program
Scholarship Application Form

申請書

申請書は以下よりダウンロード Download the form from here;

・They must be typed, not handwritten, in English, or both in Japanese
and English when it is indicated.

パソコンで英語、また指示がある所は日本語と英語で記入

・Handwritten signature on the application form is required.

手書きの署名が必要です。

□

②Photo 写真 ・4.0cm length by 3.0 width 縦 4cm×横 3cm

・Write your name on the backside and attach to the application form

裏面に氏名を記入して申請書に添付してください。

□

③Copy of online registration

オンライン出願登録書のコピー

・Print out the PDF form after completing the online registration

・オンライン申請終了後、PDF を印刷してください。 □

④Transcripts 成績証明書 ・In English and Japanese, 1 copy each (2 copies in total)

・英文、和文各 1 通ずつ（合計 2 通） □

⑤Photocopy of French language

proficiency score （TCF or

DELF）

フランス語の語学能力試験（TCF

もしくは DELF）のスコアカード

コピー

・If you do not have any score, please refer to the guidelines

on the last page. .
・スコアをお持ちでない場合は、最後のページの説明をご覧く

ださい。
□

⑥ Photocopy of English language
proficiency score

英語の語学能力試験のスコアカ

ードコピー

・ TOEFL or TOEIC or IELTS

□



1) Result notifications of the internal selection will be sent by the SILS office ONLY to successful applicants around

mid-November of the same year through e-mail. 内部選考に通過した出願者のみ 11 月中旬辺りに国際教養学部

事務所からメールにて結果が送付されます。

2) Selected applicants will be called for the second stage of the selection process (interview and presentation, partly in

English, partly in French) in December by the French embassy. 内部選考に通過した出願者は 12 月にフランス大

使館で行われる第二次選考（面接、プレゼンテーション。一部英語、一部フランス語）に呼ばれます。

3) Final results will be announced through mail by the French embassy according to their general procedure (January).

最終結果はフランス大使館での選考終了後、1 月にフランス大使館より郵送にて行われます。

Contact information 連絡先

Academic Affairs Section, School of International Liberal Studies, Waseda University

早稲田大学国際教養学部学務係

Tel: 03- 5286-1727 - E-mail: sils-ac@list.waseda.jp



To get a French Language Certificate : get the TCF score !

フランス語の証明書を取得するには：TCF を受験しよう！

１．TCF SO について About TCF SO

TCF SO : Test de Connaissance du Français Sur Ordinateur (Test of French Knowledge on Computer), a test

that you cannot fail (it gives you a numerical score). The test consists of two types of exam; the mandatory

online exam and the additional exam based on an interview and a writing test.

TCF SO とは：フランス語の知識のテストです。点数評価ですので、不合格にはなりません。試験は、必須試験

（オンライン回答）と補足試験（口頭試問・文書作成）の 2 部構成となっています。

Content of online test オンラインテスト内容:

Part 1 : Oral comprehension パート 1：口語理解

Part 2 : Linguistic structures and written comprehension パート 2：言語構造と文語理解

Total length of online test: 2h オンラインテスト時間：2 時間

Validity of the TCF score : 2 years スコアの有効期限：2 年

Price of the TCF test: 13000 yen per person 受験料：1 人 13000 円

See more information here: http://www.delfdalf.jp/tcf.htm

詳細はこちらをご参照ください。http://www.delfdalf.jp/tcf.htm

２．受験スケジュール Test schedule

By July 27th 17 :00 国際教養学部事務所（sils-ac@list.waseda.jp）に、メールにて TCF SO 受験希望の旨連絡。
E-mail the SILS office at sils-ac@list.waseda.jp that you would like to take TCF SO.

By August 15th アンスティチュ・フランセ東京(飯田橋)の受付で申込・受験料支払。

Apply at the Reception Desk (‘Accueil’) of the Institut français (Iidabashi) and
complete the payment.

August 28th アンスティチュ・フランセ東京にてコンピュータ試験を受験（詳細は後日連絡あり）。オ

ンライン試験のスコアはその場で受け取ることができます。

Take online test at the Reception Desk (‘Accueil’) of the Institut français (Details will
be announced later). You can receive the score of the online test on that day.

During September アンスティチュ・フランセ東京にて補足試験の日程を調整し、受験してください。最終

的な試験結果の発行までには 1 か月ほどかかります。

Arrange the test date for the additional exam and take the test on the arranged date
It takes about 1 month to receive the final certificate..

By September 29th,
17 :00

他の申請書類と合わせて、オンライン試験のスコアを国際教養学部事務所に提出。また、

補足試験受験日と証明書受領予定日を、書類提出時にお知らせください。

Submit a copy of the online exam score to the SILS office along with other documents.
Please also let us know when you took the additional test and when you are expecting
to receive the final certificate.

Contact Institut français Iidabashi アンスティチュ・フランセ東京(飯田橋)：

Reception desk 受付: 03 5206 2500 tokyo@institutfrancais.jp

Map and information 地図と情報: http://www.institutfrancais.jp/tokyo/fr/about/contact/

The person in chaege of TCF : examens@institutfrancais.jp


