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フランス政府奨学金 
 

「BGF Partenaire (ベー・ジェー・エフ パートナー)」ガイドライン 
 
 

I. BGF Partenaire (ベー・ジェー・エフ パートナー) について 
 
BGF(Bourses du Gouvernement Françaisフランス政府奨学金の頭文字)は、フランス政

府が負担する外国人留学生向けの奨学金で、フランスが海外に発信する文化として

力を入れている制度です。 
このたび、この制度の見直しが行われ、他の機関（日本の大学も含む）と提携する

ことが可能になりました。新しい形を検討していくなかで、日本の大学を対象に創

設されることになったのが BGF Partenaire (ベー・ジェー・エフ パートナー)です。 
 
「BGF Partenaire」の枠組みにおいて、フランス大使館およびその文化ネットワー

ク（IFJ*、AF** ））は、日本全国の、できる限り様々な大学と提携することが大変

重要であると考え、提携大学一校あたり 1～2名の枠で BGF Partenaire 奨学金を支給

します。 
*IFJ (アンスティチュ・フランセ日本) 
**AF （アリアンス・フランセーズ） 
 

II. BGF Partenaire プログラム提携機関：日本の大学 
 

提携の条件 
 

1- フランスへの留学（フランス語または英語プログラムでの留学）が決定して

いて、BGF Partenaire のための学内選考を受ける候補者が最低４名はいるこ

と。 
2- 候補者の学生は、大学、JASSO1、その他の奨学金を受給することが決まって

いること。 
3- フランス大使館との BGF Partenaire 協定を締結すること。 

 
2017年度 BGF Partenaire プログラムは、最大で 19 大学との提携を予定しています。 
 
この提携プログラムに参加ご希望の大学は、ガイドラインの最後にある参加申し込

み用紙に記入のうえ、下記のアドレスにお送りください： 
chihiro.inoue@institutfrancais.jp  
また、ご意見、ご質問等も、同用紙にてお寄せください。 

                                                 
1 JASSOの支２-海外留学支援制度（協定派遣）、また支３官民協働海外留学支援制度トビタテ！留学

JAPAN日本代表プログラム。海外留学奨学金パンフレット、２０１５－２０１６年、p.4, JASSO, 
2015. 
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III.  
内容 
 
年度 2017年度 2017年度 
候補者の最低人数 4名 8名 
最終候補者数 大学推薦者 1名 大学推薦者 2名 
補欠者リスト 1名 1名 
 
大使館負担 1. 社会保険給費（月額 110

ユーロ） 
2. フランス政府給費運営費 
3. キャンパスフランスの

Etudes en France登録費お

よびビザ申請費免除（総

額約 27 000円） 
4. 学生寮の紹介2 
5. 大学登録料の免除（協定

校以外に留学の場合） 
6. 滞在費（年間 2000ユー

ロまで3） 
7. FRANCE ALUMNI に登

録 
8. 航空券（1200ユーロ分） 

1. 社会保険給費（月額 110ユ
ーロ） 

2. フランス政府給費運営費 
3. キャンパスフランスの CEF

登録費およびビザ申請費免

除（総額約 27 000円） 
4. 学生寮の紹介 
5. 大学登録料の免除（協定校

以外に留学の場合） 
6. FRANCE ALUMNI に登録 
7. 航空券（1200ユーロ分）

または 1人あたり年間

1000ユーロ4までの滞在費 

大学側負担 1. 大学または JASSOなど

の奨学金（8万～15万
円） 

2. 授業料の負担（任意） 
3. 学内選考委員会の委員リ

スト（名前、役職、連絡

先）を大使館に渡す。 

1. 大学または JASSOなどの

奨学金（8万～15万円） 
2. 授業料の負担（任意） 
3. 学内選考委員会の委員リス

ト（名前、役職、連絡先）

を大使館に渡す。 

 
スケジュール 1. BGF Partenaire応募者に

対する、大学または

JASSOの奨学金の支給の

可否が決定。 
2. 各大学は、大使館（また

は IFJ、AF）に BGF 
Partenaireの応募者リス

トと最終候補者の選考書

類を送る。 
3. 大使館（IFJ、AF）にて

最終面接 
4. 合格発表 
5. CEF登録とビザ申請 
6. 合格者渡仏  

1. BGF Partenaire応募者に対

する、大学または JASSO
の奨学金の支給の可否が決

定。 
2. 各大学は、大使館（または

IFJ、AF）に BGF 
Partenaireの応募者リスト

と最終候補者の選考書類を

送る。 
3. 大使館（IFJ、AF）にて最

終面接 
4. 合格発表 
5. CEF登録とビザ申請 
6. 合格者渡仏  

                                                 
2
留学生も学生用住宅手当 (A.P.L.)を受けることが可能。 

3大使館から総額 2000ユーロが 2回に分けて大学の銀行口座に入金されます（個人ではなく法人の口

座が必要です）。円の換算レートは振り込み時の大使館レートが採用されます。給費生が奨学金とし

て現金で受け取るのは、この 2000ユーロの滞在費のみです。 
4 振込みの方法は上記 2と同様です。 
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給費期間 最短 4ヶ月、最長 10ヶ月。 
同一の学生が給費を 2年目に延

長した場合、大使館が負担する

もの：上記（大使館負担の項

目）の 1.2.4.5 

最短 4ヶ月、最長 10ヶ月。 
同一の学生が給費を 2年目に延長

した場合、大使館が負担するも

の：上記（大使館負担の項目）の
1.2.4.5 

 
 
期間 
 
協定書は、給費の年度ごとに締結されます。次回の給費は２０１７年度給費で、合

格者の学生は２０１７年９月に渡仏します。 
 
協定は更新の可能性があります。 
 
少しでも多くの大学がこの協定を活用できるようにするため、次年度に同一の大学

が続けて協定を更新されないこともあり得ます。 
 
言語 
 
協定書はフランス語と日本語で作成します。 
フランス大使館と提携大学は原本を日仏語で各一部づつ保存します。 
 
 
IV. 「BGF Partenaire」応募の条件 
 
1）提携大学の学生であること 
応募者は、フランス大使館との提携協定を締結した大学の学生に限ります。 

2）専攻分野 

M2 または Doctorat 課程への留学の場合 

1. 言語学・文学 

 フランス文学、翻訳•会議通訳、言語学、フランス語教授法、教育学、哲学 

2. 法学 

3. 人文社会科学 

 歴史学、考古学、地理学、社会学、人類学、人口学、神学、心理学、精神分析学 

4. 芸術・文化 

 アート・マネジメント、美術史、博物館学、映画研究、演劇研究、音楽研究 

5. 経済・政治 

 政治学、国際関係、経済学、経営学、ジャーナリズム 
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Licence 課程への留学の場合（学部の１年生は応募できません。） 

1. 政治学、国際関係 

2. 法学 

3. 経済学、経営学 

2017 年度については、「BGF Partenaire」は文系のみを募集し、理系は募集いたし

ません。 

 

3） 年齢制限、国籍、健康 
 -1987年 1月 1日以降出生の者。 
 -日本国籍であって二重国籍を持たない者。 
 -心身共に健全な者。 
 
4） フランス語の語学力 
フランス語の語学力を証明する TCF、DELF、DALF のいづれかの合格証が必要です。

仏検はフランスでは通用しません。 
一部あるいは全てが英語のプログラムで留学する場合も、フランス語の語学力を証

明する TCF、DELF、DALF のいづれかの合格証が必要です。大使館へは、これらの

いづれかの合格証のコピーを提出してください。大学推薦者を決める際の選考基準

に、フランス語力を加えることも可能です。 
 
5）奨学金についての規定 
応募者は、必ず BGF Partenaire以外の一つの奨学金（大学独自の奨学金、または日

本学生支援機構（JASSO）の奨学金、その他）の受給者である必要があります。 
現在 BGFの給費生である者と過去に給費生だったことのある者は応募できません。 

 

V.「BGF Partenaire」給費留学生試験応募の方法 
 
大学への応募 
応募者は、大学の担当課（国際交流課など）を通して「BGF Partenaire」への応募登録

をします。 
 
VI. 選考方法 

 
第一次選考：大学の学内選考委員会による「BGF Partenaire」候補

者の選考 
 
選考委員会 
学内選考委員会の委員の人選は各大学に委ねられます。 
選考委員会には、フランス語を話す教員も必ず含めてください。 
大学は、同委員会のメンバー構成および選考方法（書類選考か面接か）を大使館に

報告してください。 
各大学の選考委員会は、候補者 1 ないし 2 名の選考、補欠者 1 名の選考を行います。

（候補者の選出人数の規定は協定書の内容に準じます） 
 
フランス大使館規定の選考必須書類 
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1. 日仏語の履歴書（和文は必須。仏文はなくてもよい） 

2. 研究・留学計画書（和文と仏文） 
 1～2ページの詳細な研究・留学計画書を和文と仏文で提出してください。  

3.大学以降の学業成績証明書（和文） 

4. 語学力を証明する書類のコピー（TCFまたは DELF/DALF） 

5. 大学独自、または JASSO 等からの奨学金を受給することを証明する書類（和文と

英文） 
 
応募者が協定校以外への留学を希望する場合 
6. 承諾書（仏文） 
 M2 または Doctorat課程への志願者はフランスで指導を希望する教官あるいは研究

者から 2017年秋以降の指導を承諾することが明記された指導承諾書 を入手してくだ

さい。和訳の必要はありません。承諾書はオリジナルであること、承諾者が所属する

機関名入りの用紙に、日付、承諾者の氏名、役職、 連絡先が明記され、署名入りでな

ければなりません。 
 
大学の学内選考委員会は、上記書類以外を選考条件に追加することも可能です。 
 
大使館が行う最終面接に備えて、学内選考の際に面接を課すのも一案です。 
 
 

学内選考後、大使館へ最終候補者の応募書類を送付 

 
1）各大学は、大使館（または IFJ、 AF）に、「BGF Partenaire」候補者リスト（選

考した全員）をメールでお送りください。最終候補者、補欠者には印をつけてくだ

さい。 
（大使館規定の記入用エクセルリストを後日お送りします） 
 
2）各大学は、最終選考に残った候補者（1または 2名）の応募書類（下記）を大使

館（または IFJ、 AF）に郵送してください。（宛先の住所は後日お知らせします） 
 
大使館へ送る書類： 

1.履歴書（和文と仏文） 

2. 研究・留学計画書（和文と仏文） 

 1～2ページの詳細な研究・留学計画書を和文と仏文で提出してください。  

3. 語学力を証明する書類のコピー（TCFまたは DELF/DALF） 

4. 大学独自、または JASSO 等からの奨学金を受給することを証明する書類（和文と

英文） 
 
5.大学の学内選考委員会が署名した推薦状（和文とその翻訳（英文または仏文）） 
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応募者が協定校以外への留学を希望する場合 
6. 承諾書（仏文） 
 M2 または Doctorat課程への志願者はフランスで指導を希望する教官あるいは研究

者から 2017年秋以降の指導を承諾することが明記された指導承諾書 を入手してくだ

さい。和訳の必要はありません。承諾書はオリジナルであること、承諾者が所属する

機関名入りの用紙に、日付、承諾者の氏名、役職、 連絡先が明記され、署名入りでな

ければなりません。 
 

BGF Partenaire 大学推薦者 大使館最終面接 
大学から推薦を受けた候補者の最終面接は、大使館（または IFJ、 AFのいづれか）

で行います。 
面接日は、大学からの推薦決定後、少なくとも 10日後以降に設定されます。 
面接の審査会は、BGF Partenaire の担当者（フランス大使館大学交流担当官、お

よび各地方の IFJまたは AF のディレクター、フランス語教授担当ディレクター）で

構成されます。 
 
面接はフランス語で 15分間行われます。 
受験生は自分の留学計画のプレゼンテーションを行い（7～10分）、引き続き審査員

との質疑応答があります。 
プレゼンテーションでは、下記の点について話していただきます： 

• 自己紹介（持ち時間の 20%） 
• 研究テーマ、留学計画の紹介（持ち時間の 60%） 
• 志望動機（持ち時間の 20%） 

受験生は各自のプレゼンテーション内容をまとめた原稿を 2 部面接日当日に持参し、

面接官に渡してください。ただし、面接中この原稿を面接官の前で一字一句読み上

げることはできません。 

質疑応答の際の想定質問例： 

� Depuis combien de temps vous apprenez le français ? 
（いつからフランス語を勉強していますか） 
� Est-ce que vous êtes déjà allé en France ? 
（フランスに行ったことがありますか） 
� Quels sont les cours que vous allez suivre à l’université d’accueil ? 
（留学先の大学ではどのような勉強をするのですか） 
� Qu’est-ce que vous voulez faire plus tard ? 
（将来（留学後）はどのようなことをしたいですか） 

面接の選考基準は下記のとおりです： 

• 志望動機 
• 大学の学内選考委員会による推薦状の評価レベル 
• 応募者のこれまでの研究の質と総合的レベル 
• 留学・研究計画の的確性（テーマ、問題提起） 
• 将来のプラン 
• コミュニケーション力やフランスの学生生活への適応力 
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• 語学力 

フランス留学終了時、各給費生には仏文または英文の留学報告書（A4 で 1～2ペー

ジ程度）を提出していただきます。 

 
VII. 提携大学側スケジュールと大使館側スケジュール 

 
以下はご提案です。日程についてご希望やご意見があればお知らせください。 
 
2016 年 3 月 1 日 「BGF Partenaire」協定への大学からの参加希望申し込み締め

切り。 
2016 年 9 月 15 日

までに 
大使館と各大学間との「提携協定」の調印。 

2016 年 10 月中旬 「BGF Partenaire」参加大学の学生向けちらしの送付。 
（各大学の国際交流課、または BGF Partenaire担当者を通し

て） 
 
2017 年 2～5 月 

 

BGF Partenaire応募者に対する、大学または JASSOの奨学金の

支給の可否が決定。 

2017 年 2～5 月 
 

各大学は、大使館（または IFJ、AF）に下記書類を送る： 
• BGF Partenaireの応募者リスト（大学内最終合格者がわ

かるように記載のこと）（eメールで） 
（記入用リストのモデルを大使館からお送りします。） 
• 大学による最終推薦者の応募書類（郵送） 

2017 年 2～6 月 大使館（または各地方担当の IFJ、AF）との候補者最終面接。 
2017 年 2～6 月 
 

合格発表（最終面接後 1週間以内）。 

2017 年 6～7 月 キャンパスフランスの CEF登録、ビザ申請手続き。 
2017 年 9 月 合格者はフランス政府給費留学生としてフランスに向けて出

発。 
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BGF Partenaire 奨学金 

大学参加申込用紙 
 

下記の申し込み用紙に直接記入して、2016 年 3 月 1 日までに 
下記アドレスにお送りください： 

chihiro.inoue@institutfrancais.jp 
 

総合情報 
大学名  

事務連絡先（名前（漢字とローマ字）／メール

アドレス（必須）） 
 
 

教務連絡先（名前（漢字とローマ字）／メール

アドレス（必須）） 
 
 

 
奨学金に関する項目 
BGF Partenaire 希望推薦者数 1 名 2 名 
上で 2 名を選択した場合は、大使館が負担する

オプション項目について右記のいづれか希望す

るほうを選んで下さい。 

航空券 滞在費 

共同給費の種類  JASSO 大学 その他 
その他の場合、奨学金名： 
共同給費の金額（留学先の地域等により、金

額に幅のある場合はそれを明記してください） 
 

給費期間 ヶ月 
 

貴大学の学生さんに関する質問事項 
フランス語学習者数（2015 年度） 第一外国語とし

て： 
第二外国語とし

て： 
フランスへの留学者数（2015 年度） 短期留学： 長期留学： 

 
下記資料のご入用の有無について、チェックをしてください。 

はい いいえ BGF Partenaire 
はい いいえ BGF（通常のフランス政府給費留学生制度） 
はい いいえ キャンパスフランスの短期語学留学制度 
はい いいえ 貴大学のある地方の IFJ、AF の活動、イベント

情報（フランス語レッスン、講演、インターン

シップ、フランス語のレベルを証明するディプ

ロム、等） 
 

ご意見、ご質問 
 

 


