
公益財団法人松園尚己記念財団

生年月日

〒　850-0000

マルマルダイガク マルマルガクブマルマルガッカ

○　○　大　学 ○○学部　○○学科

〒　850-0000 長崎県○○市○○10-9-8

※高等学校卒業程度認定資格合格者はその旨を記載してください。

マルヤマ　マルマル

☑書式SU1申請書 ☑書式SU2　申請理由書 ☑書式SU3　家庭状況調査書

☑書式SU4　初年度資金計画書 ☑書式SU5　本人の作文 ☑書式SU6　推薦書※開封無効

☑所得・課税証明書（平成28年） ☑成績証明書 ☑入学を証する書類（合格通知書等）

□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。

申請者本人署名 申請者本人が自筆で署名してください。 印

身元保証人署名 身元保証人が自筆で署名してください。 印

フリガナ マルヤマ　マルコ

写真
（縦4.5×横3.5㎝）
申請時3か月以内

カラー
正面、無帽、無背景

裏に氏名を記入

本人氏名

長崎県○○市○○1-2-3

西暦 1999 年

【書式SU1】

記入日(西暦)　　　2018年　　3月　　1日

　　　奨学金（大学進学コース）申請書　

公益財団法人　松園尚己記念財団

理事長　松園　和子　殿

進学先校名 学部・学科

○山　　○子 6月　　1日生

フリガナ ナガサキケンマルマルシマルマル1-2-3

現住所

本人携帯電話 ×××　-　 ××××　-　××××

フリガナ フリガナ

学校所在地

フリガナ

卒業校名

フリガナ フリガナ

ナガサキケンリツ　○○コウトウガッコウ

ナガサキケンマルマルシマルマル1-2-3

長崎県立　○○高等学校  

卒業校    学科
／コース

普通科 進学コース

身元保証人
氏名

身元保証人
住所

長崎県○○市○○1-2-3

身元保証人固定電話 ×××　-　×××　-　××××

○山　　○○

身元保証人は書式SU3に記入した申請
者の父または母、共にいない場合は申
請者の家計を支える者（いずれも緊急時
の連絡先となる者）を記入してください。

【提出書類】　　

身元保証人の
本人との続柄

母
身元保証人携帯電話 ×××　-　×××　-　××××

※空欄不可

記入例

※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

氏　名 ○山　　○子

進学先

一般、推薦等を記入

簡潔に書いてください。

簡潔に書いてください。

※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。

将来の希望進路・職種

奨学金応募理由

入学金 　　　　　　　　30　　　　　　　　　万円 年間授業料

簡潔に書いてください。

　　　　　　　108　　　　　　　　　　万円

大学志望動機

修学期間 2018年4月から　　　4　　　　年間 受験方式 特別推薦制度

【書式SU２】

記入日(西暦)　　　2018年　　3月　　1日

申請理由書

学校名 ○　○　大　学 学部・学科 ○○学部　○○学科

記入例

申請理由書はすべての項目を

記入するようにしてください。



公益財団法人松園尚己記念財団

氏　名 ○山　　○子

立

立 1
年

立

立

（2）平成２８年１月～２８年１２月までの１年間の所得金額

① ( )

② ( )

③ ( )

④ ( )

⑤ ( )

（3）父または母と死別・生別（離婚・長期別居等）の場合に記入してください。

・父　とは【　　2008　年　10　月】　に　【　死別　・　生別　（離婚　・　長期別居　・　その他）】

・母　とは【　　　　　　年　　　　月】　に　【　死別　・　生別　（離婚　・　長期別居　・　その他）】

  ・死別している場合、遺族年金の受給　【有　（年額　　　　　　　　万円）　　・　　無】　

  ・養育費など別生計からの支援　 　　 　【有　（年額　　 　60　　　万円）　　・　　無】

（4）父または母の失職など、経済的観点から特別の事情があれば記入してください。

祖母が病気療養中のため医療費の負担があり、経済的に厳しい状況です。

　※収入額ではなく、所得額を記入してください。

世帯所得（①から⑤の総合計） 520　万円

0　万円 0　万円

0　万円 0　万円 70　万円

200　万円

万円

兄

祖母
年金

0　万円 0　万円 0　万円

250　万円

万円 万円

勤務先名及び職種 続柄 氏名

長崎県

○○大学（進学先の学校名）

○○高等学校

0　万円 0　万円

私

その他所得の内容

記入日(西暦)　　　2018年　　3月　　1日

【書式SU３】

続柄 氏名 年齢

本人 ○山　○子 18

年齢 勤務先名及び職種

学年

就
学
者

☑自宅　□自宅外

□自宅　□自宅外

□自宅　□自宅外

妹 ○山　□□ 16

（1）家族人数（申請者本人を含む同一生計の家族数） ６　　人

家庭状況調査書

23 株式会社○○/営業

母 ○山　○○ 48 ○○株式会社/事務 祖母 ○山　×× 76 無職

就
学
者
以
外

続柄 氏名 年齢

母

姉

通学区分

□自宅　☑自宅外

続柄

姉 ○山　△△ 25 ○○株式会社/ｱﾙﾊﾞｲﾄ

兄 ○山　◇◇

年

年

給与所得 事業所得 その他所得

在籍学校名

記入例

同一生計の家族とは同居、別居を問

わず、生計が一緒の家族を指します。

別居していても、生活費等をすべて負担

していれば、同一生計となります。

就学者以外の同一生計家族全員を記載し、所得が

ない場合でも所得証明書を全員分提出してください。

申請者本人が世帯主の場合は、本人の所得証明

書を提出してください。

収入額ではなく、所得額を記載してください。

年齢、学年は記入日を基準に記入してください。



公益財団法人松園尚己記念財団

氏　名 ○山　　○子

① 進学後の住居予定を選択して下さい。（レ点をつけてください）

□１人暮らし　　　　　□学生寮　　　　　□親元　　　　　□兄弟・親戚宅（続柄：　　　　　　　）　　　　　

☑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

② 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。

③ 必要なお金をどのように確保するか予定を記入してください。

時給（　850 　）円×週（　15 ）時間

時給（　　　  　）円×週（　    ）時間

家族や親戚からの仕送り

その他

合計

入学金等の
免除について

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、その制度を利用します。

アルバイト
66万円

306万円

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 84万円

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

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

○○○奨学金（ 12万円） 継続 / 辞退 / 減額(　　　　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)

0万円

36万円

0万円

15万円

20万円

10万円

10万円

305万円

【書式SU４】

記入日(西暦)　　　2018年　　3月　　1日

初年度資金計画書

内容 金額（年額）

入学金、授業料、実習費、教材費等の学校諸費

家賃　月額（　50,000　　　　　　）円×１２か月、敷金、礼金等

130万円

70万円

食費・水道光熱費（電気、ガス、水道） 50万円

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  　家電購入費

その他　　雑費

合計

継続 / 辞退 / 減額(　　　　万円)

108万円

万円

万円

万円

12万円

万円

記入例

60

家族の方と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

いて選択してください。

本欄は、申請時に於いておおよ

その見当を伺うものであり、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。

授業料などの学費免除制度があり場合は、

概要を記載してください。



公益財団法人松園尚己記念財団

※自筆、指定用紙２枚以内

氏　名 ○山　　○子

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。

※　1ページで記入できない場合は、次の2ページ目を利用してください。

【書式SU５】

記入日(西暦)　　　2018年　　3月　　1日

作文

ページ　1／２

記入例



公益財団法人松園尚己記念財団

※自筆、指定用紙２枚以内

氏名　　○山　　○子

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

推薦者が自筆で署名してください。

高校長が自筆で署名してください。

高校3年時の担任
推薦者と生徒との

関係

○山　　○子

推薦者名

マルキ　マルマル マルモト　マルマル

○木　　○○ ○本　○○

フリガナ

ナガサキコウトウガッコウ

県立○○高等学校高校名

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

ナガサキケンマルマルシマルマル4-5-6

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

フリガナマルヤマ　マルコ

【書式SU６】

記入日(西暦)　　　2018年　　3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

記入例


