
フリガナ 性別

生年月日

年齢

在籍校名

メール

〒　　

 　埼玉
都道
府県

フリガナ 性別

生年月日

年齢

自宅（　　　　）　　　　　―同上 続柄

メール

〒　　

都道
府県

勤務先

　当財団からの連絡を主に受ける方に○をつけてください

公益財団法人　武蔵奨学会　-申込時に提出する書類

申込書（1/2）

ムサシ　ユウコ

武蔵　優子

ムサシ　ハナコ

受
給
希
望
者

(

学
生

)

男　・　女

電話番号
自宅（　●●●　　　）　　●●●  　  　　-　●●●●

携帯（　●●●　　）　　  ●●●●   　　-　●●●●

△△△△△△＠○○○○○.○○.○○

現住所

氏名

男　・　女

平成 　××　年　　×　月　　××　日生

　満　　〇〇　歳

　さいたま市立武蔵中学校　　　　　　　　　　　　　　■年　▲組

写真
(4㎝×3㎝以上の大きさ
の写真を用意し、写真の
裏面に受給希望者の氏
名を記入して、のりで貼

り付けてください）

株式会社　〇〇〇

申
込
書
記
入
者

受給希望者　 ・　 申込書記入者

氏名
昭和・平成  △△　年　△　月　△△日生

　　　満　　　●●　　歳
武蔵　花子

電話番号

現住所

母

携帯（　●●●　　）　　  ●●●●   　　-　●●●●

△△△△△△＠○○○○○.○○.○○

×××市●●●●

　　　　　　同上



氏名 続柄 年齢 居住

武蔵　とし子 祖母 満××　歳 同居・別居

満　　　　歳 同居・別居

満　　　　歳 同居・別居

満　　　　歳 同居・別居

氏名　 続柄 年齢 居住 設置者別 学年

武蔵　大樹 弟 満 　△　歳 同居・別居 国・公・私 年

満　　　　歳 同居・別居 国・公・私 ●年

満　　　　歳 同居・別居 国・公・私 年

満　　　　歳 同居・別居 国・公・私 年

公益財団法人　武蔵奨学会　御中

　以上の記載内容および申し立て事項に相違ありません。
　貴団体の奨学生としてご採用いただきたく、お願いいたします。

　

令和　　元　　年　　●　　月　　　●　日 ※記入日を書いてください

受給希望者   　　　 武蔵　優子

申込書記入者 　　　　　　武蔵　花子 　　　印

公益財団法人　武蔵奨学会-申込時に提出する書類

申込書（2/2）

受給希望者と 生計を一にする家族 及び 所得

家庭事情（奨学金を希望する事情、その他説明を要することを具体的に記入）

年間所得

780,000円

円

円

円

学校名

世帯の所得

〇〇小学校

円

　例)　昨年生計の主体だった父を交通事故で亡くし、現在母がパート労働で生計を支えています。

娘にはかなえたい夢（パティシエになること)があり、高校へ進学し、専門学校へ行くことを考えております。

弟もおり、家計に余裕もなく、子供の夢をかなえるため、奨学金を支給いただければと思い、

申込させていただいております。何卒よろしくお願い申し上げます。

非
就
学
者

就
学
者
、

乳
幼
児

勤務先

なし



※　目標とする将来像（夢・職業・志望校など）と、そのために今どのような勉強が必要か、

　 　また現状と目標とのギャップなど、できるだけ具体的にお書きください。

受給希望者の、平成31年4月1日時点の学齢は「小学校四・五・六年生」  　→ 給付額は月額2万円

○ 受給希望者の、平成31年4月1日時点の学齢は「中・高校生等」　　　→　給付額は月額3万円

学校で必要になる費用　　　　　　                                       　　　 　

○ 塾・予備校・家庭教師・通信教育の費用　　　　　　　　　　　 　　　　　　→（4）をご記入ください

○ 自学自習用教材費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →（5）をご記入ください

公益財団法人　武蔵奨学会-申込時に提出する書類

奨学金使用目的書（1/2）

使用目的は、募集要項に記載された目的以外は認められませんのでご注意ください。
平成30年10月～平成31年3月の学校生活や塾等における、勉強にかかる費用をご記入ください。

　例)　優子の将来の夢は、パティシエです。夢をかなえるため、高校、その後専門学校への進学を考えております。

（1）将来の夢と奨学金使用目的(目標をと使用目的の結びつきについて書いてください。)

（2）学齢と給付金額の確認（全員が記入・○を記入してください）

（3）奨学金の使用目的（全員が記入）　（○を記入してください/複数可）

優子は現在中学生ですので、高校受験に向けて、苦手な数学を克服するために、参考書を買い、塾に通わせて

あげたいです。　奨学金を頂きましたら、これらにあてたいと考えております。



費用

合計金額  円

上記のとおり申告いたします。

令和　　　元　年　　 　●　月　　●　日 ※記入日を書いてください。

フリガナ フリガナ

受講したい理由、
意気込み

受講科目

（5）自学自習用教材の費用の記入

書籍名、その内容、
その金額、

購入したい理由

公益財団法人　武蔵奨学会-申込時に提出する書類

奨学金使用目的書（2/2）

（4）塾・予備校・家庭教師・通信教育・その他習い事の費用の記入

塾、予備校、家庭教師、通信教育機関名称

教室名（あれば）

区分 塾 ・ 予備校 ・ 家庭教師 ・ 通信教育・その他の習い事

コース名（あれば）

 　　　　　132,000　　　　　円/年

　○○ゼミナール

　　　　　　　　〇〇教室

数学

その他（金額内訳、備考、特記事項、金額の根拠資料の添付が困難である理由の説明など）

受給希望者 申込書記入者

氏名 氏名

　例)　参考書は、娘と書店で中身を見ながら購入する予定のため、現在上記以外の書籍名をあげることができません。

　　武蔵　優子 　武蔵　花子

　ムサシ　ユウコ 　ムサシ　ハナコ

　今一番苦手な数学を克服することで、志望する高校に絶対合格できるように頑張ります。

教科書ワーク●●●版　2年　　1,296円　　ほか



金額 金額

120,000円  食費 60,000円

65,000円  家賃 50,000円

円  電気、ガス、水道代 15,000円

円  通信費（携帯料金等） 20,000円

円  医療費 0円

円  保険料 0円

円 美容代(家族4人美容室) 15,000円

円 被服費 15,000円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

185,000円 175,000円

※1　ご家庭の平均的な生活実態がわかるよう、任意の一ヵ月間の収入と支出をご記入ください。

※2　収入欄には、「母の給与」「本人のアルバイト収入」「祖母の年金」などを分けてご記入ください。また、他

　　　の奨学金、養育費、扶助料、手当金、保険金、保証金など、他の収入があれば、それもご記入ください。

※3　支出欄には、既に記載されている項目の他、「本人の学校授業料」「兄の塾代」「美容代」「ローンの返済」

　　　など、ご家庭の生活実態に合わせて項目を追加の上ご記入ください。

上記のとおり申告いたします。
　

※記入日を記載ください。

　※　受給希望者が施設在住の場合、 フリガナ

　　　 本用紙の提出は不要です。
氏名 武蔵　花子

一ヵ月分の生活費申告書

公益財団法人　武蔵奨学会-申込時に提出する書類

申込書記入者

平成　〇〇　　年　　△　　月分の収入と支出　　※1

その他、特記事項など（任意記入欄）

項目

収入　　※2 支出　　

項目

合計 合計

母の給与

祖母の年金

　　　　　　　　　　ムサシ　ハナコ

　　　　令和　　　元　　年　　●　月　　●　日



フリガナ フリガナ

氏名　 氏名

在籍 年 組 職名

公益財団法人　武蔵奨学会　御中

　　　本学に在籍する上記の者は、貴団体の奨学生として適当であると認め、推薦いたします。

令和　　　元　年　　 　●　月　　●　日 ※記入日を書いてください。

学校名

学校長（学長、学部長）　　　　　 　　　　印

公益財団法人　武蔵奨学会-申込時に提出する書類

推薦書

人柄に対する所見 推薦理由

その他、特記事項など（任意記入欄）

学生（受給希望者） 推薦書作成者

ムサシ　ユウコ

活動実績（部活、課外活動など）学習所見

出席状況（休学、停学等の状況を含む） 健康状態

 武蔵　優子 　※ご記名・ご捺印ください　　　　印



200

400

作文 『将来の夢』   原稿用紙

公益財団法人　武蔵奨学会-申込時に提出する書類

受給希望者

氏名

フリガナ

作文タイトル

　　　　　武蔵　優子

　　　ムサシ　ユウコ



　　　　　　公益財団法人　武蔵奨学会　御中

私は、貴団体「給付奨学金」に申し込みます。

また、以下の記載内容および申し立て事項に相違ないことを誓約いたします。

1.　私は、選考の結果、奨学生として採用されない可能性があることを理解しています。

2.　私は、提出書類に不備があった場合や、書類に虚偽の内容を記載した場合は、これを理由に

奨学生として採用されない可能性があることを理解しています。

3.　私は、選考結果や選考の理由等について問い合わせることができないことを理解しています。

また、提出した書類の返却を求めることはできないことを理解しています。

4.　私は、奨学生として採用された場合は、以下の義務が発生することを理解しています。

　　（1）転居、休学など、何らかの変更があった場合は、当財団に届出を行うこと

　　（2）当財団から連絡等を受けた場合は、可能な限りすみやかに応じること

5.　私は、奨学生として採用された後、疾病のため成業の見込みがなくなった時、学業成績

または性行が著しく不良になった時、奨学金を必要としない理由が生じた時、奨学生として

適当でない事実があった時、学籍を失った時、上記届出義務を怠った時、奨学金を支給目的に

沿わない使途において使用した時、申請内容を偽装した時及び申請内容の偽装が発覚した

時などに、貴団体は奨学金給付の休止、停止または返還請求を行うことができることを

理解しています。

その場合、私には貴団体の決定に従う義務があることを理解しています。また、この義務は

奨学生としての活動を満了した後であっても継続することを理解しています。

6.　私及び私の三親等以内の親族は、反社会的勢力とは一切関わりはありません。

7.　私は、その他不明な点がある場合は、貴団体に照会します。

私は奨学生として採用された際は、貴団体の奨学金規程に従い、

その責務を果たすことを誓約いたします。

令和　　　元　年　　 　●　月　　●　日 ※記入日を書いてください。

受給希望者      武蔵 　優子

申込書記入者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　武蔵奨学会-申込時に提出する書類

誓約書

　　　武蔵   花子　　　　　印



チェックシートとしてご活用の上、ご提出ください。

ご記入いただく書類

1.　申込書

2.　奨学金使用目的書

3.　一ヵ月分の生活費申告書

4.　推薦書

5.　作文　『将来の夢』

6.　誓約書

7.　提出書類一覧（本用紙）

8.　別紙（任意提出）

各種証明書、添付資料

ﾁｪｯｸ

1.　成績を証明する資料 ✓

2.　金額の根拠となる資料 ✓

3.　戸籍を証明する書類 ✓

4.　収入を証明する書類 ✓

里親家庭の子どもである 児童委託証明書のコピー

施設に在籍している 施設在籍証明書のコピー

医師の診断書、または障害者手帳のコピー

など就労困難な事情を証明できるもの

フリガナ フリガナ

提出する書類

受給希望者 申込書記入者

氏名 氏名

書類区分

成績証明書　又は　直近の通知表の写し

塾等のパンフレットなど、月謝が明らかになるもの

武蔵　優子 武蔵　花子

ムサシ　ユウコ ムサシ　ハナコ

5.　家庭事情に応じた書類

公益財団法人　武蔵奨学会-申込時に提出する書類

提出書類一覧（チェックシート）

受給希望者が記載された「戸籍謄本」の写し（市区町村で発行）

（給与明細、年金額決定通知書等）

保護者が就労困難である

✓

✓

✓

✓

任意　✓

書類名 チェック

✓

✓

✓



申込書類の記入にあたり、記入欄が不足した場合は本用紙をお使いください。その際、記入欄には

【以下別紙】などとご記入ください。記入欄の不足がなかった場合、本用紙の提出は不要です。

複数の書類において記入欄が不足した場合は、本用紙（別紙）をコピーしてお使いください。なお、

本用紙は何枚お使いいただいても構いません。

フリガナ フリガナ

氏名 氏名

公益財団法人　武蔵奨学会-申込時に提出する書類

別紙（任意提出）

書類名

受給希望者 申込書記入者


