
申請・添付書類の不備は選考に影響します 
 

送付する前に⾒直すこと 
 
◆ 募集要項、奨学⽣規程、申請書類記⼊例をもう⼀度よく確認してください。 
 
◆ 誤字、脱字、記⼊すべき必須事項が空欄になっていませんか。 
 
◆ ⾦額を記⼊する際は 1 万円未満を切り捨ててありますか。 
 
◆ 書類に不明点がある場合は事務局よりお問合せすることがあります。 

必ず連絡がとれる電話番号を記載してください。 

 
よくある記⼊ミス例 

 
SC① 申請書                                   
    ◇ 携帯番号を記⼊していない→持っていない場合は「なし」と記⼊ 
    ◇ 担当者の連絡先を記⼊していない 
    ◇ ⾃筆で署名していない 
SC② 志望校調査書                                
    ◇ 修学期間を間違えている 
    ◇ 志望動機、将来の希望進路・職種を記⼊していない 
 
SC③ 初年度資⾦計画書                              
    ◇ 計算ミスにより合計額が間違っている 
    ◇ 資⾦計画ができていない 
    ◇ 授業料等減免予定額と給付型奨学⾦（⽇本学⽣⽀援機構）について記⼊がない 
 
SC⑤ 作⽂                                    
    ◇ タイトルを記⼊していない 

 



公益財団法⼈松園尚⼰記念財団

  未来のトビラ奨学金申請書　　

生年月日（西暦）

〒　

立

貴財団の定める「奨学生規程」と「プライバシーポリシー」を承諾いたしました。 

私が奨学生に採用された際には「奨学生の義務」を遵守することを誓約し、

上記のとおり未来のトビラ奨学金に必要書類一式を添えて申請いたします。

記入日 申請者本人署名（自署）

年 月 日

上記申請者が未来のトビラ奨学金の対象者であることを認め申請します。

記入日

年 月 日

　-　　          -　

フリガナ

施設/里親名

フリガナ

児童担当者名

フリガナ

本人氏名

施設/里親
E-mail

写真
（縦4.5×横3.5㎝）

申請時3ヶ⽉以内
カラー

正⾯、無帽、無背景
裏に⽒名を記⼊

担当者
E-mail

　-　　          -　

SC ①

フリガナ

2022

2022

年 月　 　  　日

　　-　　                      　　-　　

現住所

本人携帯電話

卒業（予定）学校名
学科／コース

施設長名/所長署名
（自署）

施設名/児童相談所名
（記名可）

卒業（予定）
学校名

施設/里親
電話番号

担当者
携帯番号



公益財団法⼈松園尚⼰記念財団

  志望校調査書

  志望動機

  志望動機

  志望動機

修学期間 2023年    　　  月から　　　　　　年間 所在地

合格発表日 月　　　　　　　　日 受験方式
※⼀般、推薦等を記⼊

※⼀般、推薦等を記⼊

第三志望
学校名

学部・学科

  将来の希望進路・職種  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　※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

  その他 アピールしたいことがあれば記入してください

修学期間 2023年    　　  月から　　　　　　年間 所在地

合格発表日 月　　　　　　　　日 受験方式

第二志望
学校名

学部・学科

月　　　　　　　　日

第一志望
学校名

学部・学科

SC ②

修学期間 2023年    　　  月から　　　　　　年間 所在地

※⼀般、推薦等を記⼊
受験方式合格発表日



公益財団法⼈松園尚⼰記念財団

  初年度資金計画書（第一志望校）

（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　

（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。

進学先による授業料の減免予定額

アルバイト

家族や親戚からの仕送り・学費の援助　（続柄：　　　　　　　　　　　　）

（4） 

　　①　日本学生支援機構に　【 　予約採用を申請済　　・　　申請予定なし　　・　　入学後に申請予定 　 】

　　②　申請予定なし又は入学後に申請予定の場合はその理由　

高等教育の修学支援制度（日本学生支援機構の給付型奨学金・授業料等の減免）について記入してください。

SC ③

内容 金額（年額）

入学金・授業料・実習費・教材費等の学校諸費　※授業料等の減免を受ける前の総額 万円

家賃　月額 （　　　　    　  　   　）円×12か月、敷金、礼金等 万円

食費・水道光熱費（電気、ガス、水道） 万円

通信費　（携帯電話、インターネット等） 万円

趣味・部活サークル・友人との交際費 万円

その他  (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                ) 万円

その他  (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                ) 万円

合計 万円

内容 当財団に採用された場合の受給予定 金額（年額）

万円

奨学金等

松園尚己記念財団 100　万円

日本学生支援機構による給付型奨学金 万円

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

授業料等減免
進学先による入学金の減免予定額 万円

万円

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

継続 / 辞退 / 減額 (　　　　　　万円) 万円

合計 万円

継続 / 辞退 / 減額 (　　　　　　万円) 万円

その他

万円

万円

万円

万円



公益財団法⼈松園尚⼰記念財団

  初年度資金計画書（第二志望校）

（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　

（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。

進学先による授業料の減免予定額

アルバイト

家族や親戚からの仕送り・学費の援助　（続柄：　　　　　　　　　　　　）

（4） 

　　①　日本学生支援機構に　【 　予約採用を申請済　　・　　申請予定なし　　・　　入学後に申請予定 　 】

　　②　申請予定なし又は入学後に申請予定の場合はその理由　

合計 万円

高等教育の修学支援制度（日本学生支援機構の給付型奨学金・授業料等の減免）について記入してください。

継続 / 辞退 / 減額 (　　　　　　万円) 万円

その他

万円

万円

万円

万円

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

継続 / 辞退 / 減額 (　　　　　　万円) 万円

万円

奨学金等

松園尚己記念財団 100　万円

日本学生支援機構による給付型奨学金 万円

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

授業料等減免
進学先による入学金の減免予定額 万円

万円

合計 万円

内容 当財団に採用された場合の受給予定 金額（年額）

趣味・部活サークル・友人との交際費 万円

その他  (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                ) 万円

その他  (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                ) 万円

家賃　月額 （　　　　    　  　   　）円×12か月、敷金、礼金等 万円

食費・水道光熱費（電気、ガス、水道） 万円

通信費　（携帯電話、インターネット等） 万円

SC ③

内容 金額（年額）

入学金・授業料・実習費・教材費等の学校諸費　※授業料等の減免を受ける前の総額 万円



公益財団法⼈松園尚⼰記念財団

  初年度資金計画書（第三志望校）

（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　

（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。

進学先による授業料の減免予定額

アルバイト

家族や親戚からの仕送り・学費の援助　（続柄：　　　　　　　　　　　　）

（4） 

　　①　日本学生支援機構に　【 　予約採用を申請済　　・　　申請予定なし　　・　　入学後に申請予定 　 】

　　②　申請予定なし又は入学後に申請予定の場合はその理由　

合計 万円

高等教育の修学支援制度（日本学生支援機構の給付型奨学金・授業料等の減免）について記入してください。

継続 / 辞退 / 減額 (　　　　　　万円) 万円

その他

万円

万円

万円

万円

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

継続 / 辞退 / 減額 (　　　　　　万円) 万円

万円

奨学金等

松園尚己記念財団 100　万円

日本学生支援機構による給付型奨学金 万円

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

授業料等減免
進学先による入学金の減免予定額 万円

万円

合計 万円

内容 当財団に採用された場合の受給予定 金額（年額）

趣味・部活サークル・友人との交際費 万円

その他  (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                ) 万円

その他  (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                ) 万円

家賃　月額 （　　　　    　  　   　）円×12か月、敷金、礼金等 万円

食費・水道光熱費（電気、ガス、水道） 万円

通信費　（携帯電話、インターネット等） 万円

SC ③

内容 金額（年額）

入学金・授業料・実習費・教材費等の学校諸費　※授業料等の減免を受ける前の総額 万円



公益財団法⼈松園尚⼰記念財団

  児童についての所見書

年 月 日

1.児童の生い立ち

SC ④

措置理由

措置年月日 西暦

- 1 -
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2.児童の現況

- 2 -
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 作文　※自筆、指定用紙２枚以内SC ⑤

タイトル

- 1 -
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