
公益財団法人松園尚己記念財団

生年月日

〒　850-0000

マルマルマルエン マルタ　マルオ

○　○　○　園 ○田　　○夫

×××@×××.××.××

マルカワ　マルミ ナガサキコウトウガッコウ

①合格日　　　　　年　　　　月　　　　日 ②応募締切日以降に受験予定

☑書式SC1　申請書 ☑書式SC5　児童の作文

☑書式SC2　進学志望校調査書 ☑書式SC6　在籍（卒業）高校長の推薦書※開封無効

☑書式SC3　初年度資金計画書 ☑在籍（卒業）高校の成績証明書※開封無効

☑書式SC4　児童についての所見書 ※□高卒認定資格者用　合格成績証明書

上記のとおり、松園尚己記念財団奨学金に応募書類を添えて申請致します。

施設長署名

※空欄不可

【提出書類】　　

公印

【書式SC1】

記入日(西暦)　　　2017年　 　9月　 1日

フリガナ マルヤマ　マルコ

児童名 ○山　　○子 6月　　1日生

公益財団法人 松園尚己記念財団

理事長　松園 和子　殿

　　　奨学生（児童養護施設枠） 申請書　

フリガナ

施設E-mail

児童携帯電話

×××　-　×××　-　×××× ×××　-　×××　-　××××

普通科 進学コース

施設名

施設電話番号 施設FAX番号

フリガナ

×××　　-　　 ××××　　-　　××××　

フリガナ

施設長名

該当項目に○

フリガナ

児童担当者
卒業（予定）

高校名
立 長崎高等学校

フリガナ

高卒認定資格

卒業（予定）高校
学科／コース

○川　　○美 県

ナガサキケンマルマルシマルマル1-2-3

現住所

1999西暦

長崎県○○市○○1-2-3

年

記入例

施設長が自筆で署名してください

高認資格で大学等を受験する場合は記入してください

正面、無帽、無背景、カラー

縦４．５×横３．５cm 申請時３か月以内

顔ははっきりわかる大きさで、裏には氏名を

記入して貼ってください

※携帯電話を所持していな

い場合は「なし」と記入



公益財団法人松園尚己記念財団

児童名 施設名

第一進学志望校

第二進学志望校

第三進学志望校

子供が好きなので教職を目指しています。

※現時点での希望であり、卒業後の進路を強制するものではありません。

※空欄不可

※空欄不可

※空欄不可

学校名 学部・学科

　　　　　　　　4　　　　　　　　　　年間 長崎　都道府県　○○　　　　　市区

　　　　　　　　　2　　月　　　20　　日
一般、推薦等を記入

学校名 ○○大学

志望動機 施設の先生が同校同学部の出身者でその薦めを受けて志望しました。

修学期間 所在地

合格発表日 受験方式

入学金 　　　　　　　　　　　　　　30　　　万円 　　　　　　　　　　　　　　120　　　万円年間授業料

学部・学科
教育学部 教育学科

小学校・幼児保育コース

【書式SC2】

記入日(西暦)　　　2017年　 　9月　 1日

進学志望校調査書

修学期間 　　　　　　　　4　　　　　　　　　　年間 所在地

○山　○子 ○○○園

○○大学 教育学部 児童教育学科学部・学科

小･中･高の教員免許だけでなく幼稚園教員、保育士の資格取得も視野に入る幅広い選択肢
を持てる大学であるため。

将来の希望進路・職種

所在地 都道府県　　　　　　　　　市区

合格発表日 　　　　　　　　　　　　　月　　　　　日 受験方式
一般、推薦等を記入

入学金

修学期間 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年間

志望動機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万円 年間授業料 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万円

学校名

合格発表日

志望動機

入学金

東京　都道府県　○○　　　　　市区

　　　　　　　　　2　　月　　　25　　日
一般、推薦等を記入

年間授業料

受験方式

　　　　　　　　　　　　　　20　　　万円 　　　　　　　　　　　　　　108　　　万円

記入例

特別推薦

志望動機は簡潔に書いてください

一般



公益財団法人松園尚己記念財団

児童名 施設名

① 現在の貯金額を記入してください。 万円

② 進学後の住居予定を選択してください。

□１人暮らし　　　□学生寮　　　　□親元　　　　□親戚宅(続柄　　　　　　)　　　　□現在の住居

☑その他 友人と共同で2Ｋのアパートを借りて一緒に住む予定です

③ 進学から１年間に必要と考えられる金額を記入してください。

④ 進学から１年間に必要と考えられる金額を記入してください。

時給（　850 　）円×週（　15 ）時間

貯金の取り崩し

家族や親戚からの仕送り

大学進学等自立生活支援費

108万円

継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円) 万円

合計 332万円

アルバイト 66万円

その他

0万円

0万円

22万円

万円

金額（年額）

奨学金等

松園尚己記念財団 100万円

日本学生支援機構 ・一種（  0万円） 継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円) 0万円

日本学生支援機構 ・二種（ 96万円） 継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円) 36万円

○○○奨学金（ 12万円） 継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円) 0万円

○○大学特別推薦　初年度年間授業料免除 継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円)

特別推薦による入学では、年間授業料１０８万円のうち、初年度は全額、次年度以降は半額
の学費免除制度があり、その制度を利用する予定です。

入学金等の
免除について

食費・水道光熱費（電気、ガス、水道）

合計

通信費　（携帯電話、インターネット等）

趣味、部活サークル、友人との交際費

その他　　雑費

その他  　家電購入費

305万円

50万円

15万円

20万円

10万円

10万円

内容 当財団に採用された場合

入学金、授業料、実習費、教材費等の学校諸費 130万円

家賃　月額（　50,000　　　　　　）円×１２か月、敷金、礼金等 70万円

【書式SC3-1】

記入日(西暦)　　　2017年　 　9月　 1日

初年度資金計画書(第一志望)

内容 金額（年額）

○山　　○子 ○　○　○　園

10

記入例

児童と施設の方でしっかりと

話し合い資金計画を立ててください

「その他」の場合は具体的に書いてください

当財団の奨学生に採用

された場合の受給予定

につい選択してください

志望校別に記入してください

志望先に授業料などの学費免除制度が

ある場合は、概要を記載してください

本欄は申請時に於いておおよそ

の見当をうかがうものであり、奨学

生内定後に資金内容（他機関で

の併願や併給、学費の減免など）

に変更が生じた場合でも、内定

取り消しや当財団の奨学金が減

額されることは一切ありません

60



公益財団法人松園尚己記念財団

児童名 施設名

① 現在の貯金額を記入してください。 万円

② 進学後の住居予定を選択してください。

□１人暮らし　　　□学生寮　　　　□親元　　　　☑親戚宅(続柄　　　　　　)　　　　□現在の住居

□その他　

③ 進学から１年間に必要と考えられる金額を記入してください。

④ 進学から１年間に必要と考えられる金額を記入してください。

時給（　850 　）円×週（　15 ）時間

貯金の取り崩し

家族や親戚からの仕送り

大学進学等自立生活支援費

合計 248万円

入学金等の
免除について

入学後の成績によって、年間授業料が半額免除される大学の制度がありますが、現時点では
免除が予定される学費はありません。

アルバイト 66万円

その他

0万円

0万円

22万円

万円

継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円) 万円

継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円) 万円

内容 当財団に採用された場合 金額（年額）

奨学金等

松園尚己記念財団 100万円

日本学生支援機構 ・一種（  0万円） 継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円) 0万円

日本学生支援機構 ・二種（ 96万円） 継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円) 60万円

○○○奨学金（ 12万円） 継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円) 0万円

その他  　家電購入費 5万円

その他　　雑費 10万円

合計 246万円

食費・水道光熱費（電気、ガス、水道） 36万円

通信費　（携帯電話、インターネット等） 15万円

趣味、部活サークル、友人との交際費 20万円

内容 金額（年額）

入学金、授業料、実習費、教材費等の学校諸費 160万円

家賃　月額（　0　　　　　　）円×１２か月、敷金、礼金等 0万円

【書式SC3-2】

記入日(西暦)　　　2017年　 　9月　 1日

初年度資金計画書(第二志望)

○山　　○子 ○　○　○　園

記入例

児童と施設の方でしっかりと

話し合い資金計画を立ててください

「その他」の場合は具体的に書いてください

当財団の奨学生に採用

された場合の受給予定

につい選択してください

志望校別に記入してください

志望先に授業料などの学費免除制度が

ある場合は、概要を記載してください

本欄は申請時に於いておおよそ

の見当をうかがうものであり、奨学

生内定後に資金内容（他機関で

の併願や併給、学費の減免など）

に変更が生じた場合でも、内定

取り消しや当財団の奨学金が減

額されることは一切ありません

36

叔父



公益財団法人松園尚己記念財団

児童名 施設名

措置年月日　　西暦 2010　年　　5　月　10　日

1.児童の生い立ち

できるだけ詳細にご記入ください

２.児童についての所見

できるだけ詳細にご記入ください

印記入者署名

措置理由

【書式SC4】

記入日(西暦)　　　2017年　 　9月　 1日

児童についての所見書

○山　　○子 ○　○　○　園

記入例

記入者が自筆で署名してください



公益財団法人松園尚己記念財団

児童名 施設名

タイトル テーマは「私の好きな～」　オリジナルのタイトルをつけて自身の言葉で自由に表現してください

ページ　1/2

【書式SC5】

記入日(西暦)　　　2017年　 　9月　 1日

児童の作文

○山　　○子 ○　○　○　園

記入例



公益財団法人松園尚己記念財団

児童名(カナ) マルヤマ　マルコ

ページ　2/2



公益財団法人松園尚己記念財団

〒 850-0000

長崎県○○市○○4-5-6

※開封無効　学校から受け取った推薦書は封を切らずにそのまま提出してください

推薦者署名 印

上記の生徒は、貴財団の奨学金を受けるにふさわしい者であることを認め推薦します。

高校長署名 校印
高校長が自筆で署名してください

推薦者が自筆で署名してください

高校3年生の担任

フリガナマルヤマ　マルコ

推薦者と生徒との
関係

○山　　○子

ナガサキコウトウガッコウ

県立長崎高等学校高校名

×××　-　×××　-　××××

フリガナ

【書式SC6】

記入日(西暦)　　　2017年　 　9月　 1日

　　　推薦書　

公益財団法人　松園尚己記念財団

理事長　松園　和子　殿

フリガナ

生徒名

推薦理由

電話番号 FAX番号

フリガナ

所在地

校長名

フリガナ

×××　-　×××　-　××××         　    -              -

ナガサキケンマルマルシマルマル4-5-6

推薦者名

マルキ　マルヨ マルモト　マルヒコ

○木　　○代 ○本　○彦

記入例


