
職業（勤務先）・学校名（私立/国公立）

住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

同居/別居

提出する収入証明書の種類（○をしてください）

同居/別居

住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

同居/別居

源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

歳 

歳 

住居

続柄

３. 今後の展望および申請理由

愛読書/
新聞・雑誌

最近興味を持った
事柄とその理由

卒業後の希望進路

職業（勤務先）・学校名（私立/国公立）

住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

同居/別居

氏名 続柄 年齢

続柄 年齢

歳 

（表）

資格・免許

自覚している性格

趣味

娯楽

特技

不得意学科と
その理由

得意学科と
その理由

２. 申請者について（具体的に）

氏名

源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立）氏名

歳 

歳 

続柄

１. 家族情報（同居・別居を含め2親等以内は全員記入のこと。）

              (              )

職業（勤務先）・学校名（私立/国公立）

歳 

氏名

通学形態
（予定）

自宅     ・    自宅外
住所

年齢 住居

同居/別居

提出する収入証明書の種類（○をしてください）

源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【小原白梅育英基金奨学金】　2022年度　学内用願書

フリガナ

本人氏名
(自署・捺印)

電話番号 〒             -

進学先

学籍番号

生年月日

    　 (2022年4月1日時点            歳)

          年         月        日

高等学校出身高校学部　　　　　　　　　　　　　　　　　学科　１年   

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立）

歳 

住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

同居/別居

源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立）

同居/別居

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立）

印
(西暦)



　国の修学支援制度（日本学生支援機構給付奨学金）の申請・採用状況を選択してください【該当するものに○をしてください】

申請して採用された　　　・　　　申請したが不採用になった　　　・　　　申請していない

※　採用された方は、ご自身の区分に〇をしてください　　　第〔　Ⅰ　　・　　Ⅱ　　・　Ⅲ　　〕区分

　

５. 確認・誓約欄

　【国の修学支援制度（日本学生支援機構給付奨学金）に
   採用された方のみ記入してください】

　国の修学支援制度（日本学生支援機構給付奨学金）
　との併用は不可である（給付停止とする）旨確認しました。
　※授業料減免との併用は可能ですので、日本学生支援機構の
　　「進学届（入学後に提出）」は提出する必要があります。

　
　保護者氏名　（自署）

３. 今後の展望および申請理由

（裏）

　評定平均値（各自計算した数値）　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　※高校3年3学期までの通知表を見て、各自で計算してください。

　
　学生氏名　（自署）

　申請内容に虚偽がないことをここに誓約します。

  勉学に対する意欲、将来の目標、奨学金を必要とする理由等を記入してください。

４. 評定平均値　【本奨学金の応募要件は、評定平均値3.5以上です】

　
　学生氏名　（自署）

チェック

チェック



卒業後の希望進路 　大学卒業後は保育士となり、心豊かな子供の育成のために力を尽くしたいと考えています。

（表）

３. 今後の展望および申請理由

特技
　ピアノ　　幼少のころからピアノを習っており、童謡の弾き歌いなどが得意です。
　工作　　お正月やひな祭りなどの季節の飾りを画用紙などで作ることを得意としています。

資格・免許 　英語検定3級、そろばん検定2級

自覚している性格 　優しい、粘り強い。困っている人を見ると何とか助けたいという気持ちがあります。

愛読書/
新聞・雑誌

　エミール、学習する組織、窓ぎわのトットちゃん、けテぶれ宿題革命

最近興味を持った
事柄とその理由

　コロナの子供たちへの影響
　国立成育医療研究センターが実施した「第3回『コロナ×こどもアンケート』調査報告書」を読んで、子供たちがさまざまな不安感を
　抱えつつも、それらを大人のように上手には表現できず苦しんでいることを知り衝撃を受けた。

２. 申請者について（具体的に）

得意学科と
その理由

　国語　　幼少のころより読書が趣味で、物語の流れをつかんだり登場人物の心境を把握することが得意なため。

不得意学科と
その理由

　英語　　中学生まで英語に触れる機会があまりなく、単語や文法の記憶が苦手なため。

趣味
　読書　　　コロナ前までは、近所の小さい子供に読み聞かせのボランティアもしていました。
　お菓子づくり　　祖父母の誕生日などにはケーキを作ってお祝いに届けています。

娯楽
　友人とのZoomでの会話　　コロナ禍のため友人との交流は主にZoomで行っています。
　ジョギング　　目指している保育士に向けて体力づくりのため1年前から毎日ジョギングをしています。

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立） 住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

大崎　節子
母方の
祖母

　75 歳 無職 同居/別居
源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立） 住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

大崎　恒夫
母方の
祖父

　78 歳 無職（年金受給者） 同居/別居
源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立） 住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

立正　キヨ
父方の
祖母

72 歳 無職（年金受給者） 同居/別居
源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立） 住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

立正　博
父方の
祖父

　76 歳 自営業（農業） 同居/別居
源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立） 住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

立正　次郎 弟 16　歳 稚内高校（公立） 同居/別居
源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立） 住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

立正　花子 母 52　歳 パートタイマー（コープ） 同居/別居
源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１. 家族情報（同居・別居を含め2親等以内は全員記入のこと。）

氏名 続柄 年齢 職業（勤務先）・学校名（私立/国公立） 住居 提出する収入証明書の種類（○をしてください）

立正　太一 父 50　歳 無職 同居/別居
源泉徴収票／確定申告書／年金振込通知書／
所得（課税/非課税）証明書／学生のため提出不要／
その他の書類（　　　　　廃業届受理証明書　　　　　）

進学先 社会福祉　学部　子ども教育福祉　　学科　１年 出身高校 北海道礼文高等学校　高等学校

住所

 〒   097    -　　1111 電話番号        0163   (     87      )　9999

北海道礼文郡礼文町大字船泊村字北丹1111-99 通学形態
（予定）

自宅     ・    自宅外

【小原白梅育英基金奨学金】　2022年度　学内用願書　記入例
フリガナ リッショウ　　　タロウ 学籍番号 203A00999

本人氏名
(自署・捺印) 立正　太郎 生年月日          2004 年      1 月        1日

    　 (2022年4月1日時点        18   歳)

印
(西暦)



　国の修学支援制度（日本学生支援機構給付奨学金）の申請・採用状況を選択してください【該当するものに○をしてください】

申請して採用された　　　・　　　申請したが不採用になった　　　・　　　申請していない

※　採用された方は、ご自身の区分に〇をしてください　　　第〔　Ⅰ　　・　　Ⅱ　　・　Ⅲ　　〕区分

　申請内容に虚偽がないことをここに誓約します。
　

　学生氏名　（自署）   　     立正　太郎
（裏）

　評定平均値（各自計算した数値）　：　　　　　3.6　　　　　　　　　※高校3年3学期までの通知表を見て、各自で計算してください。

　【国の修学支援制度（日本学生支援機構給付奨学金）に
   採用された方のみ記入してください】

　国の修学支援制度（日本学生支援機構給付奨学金）
　との併用は不可である（給付停止とする）旨確認しました。
　※授業料減免との併用は可能ですので、日本学生支援機構の
　　「進学届（入学後に提出）」は提出する必要があります。

　

　学生氏名　（自署）　　　　　　立正　太郎

　

　保護者氏名　（自署）　　　　　　立正　太一

５. 確認・誓約欄

４. 評定平均値　【本奨学金の応募要件は、評定平均値3.5以上です】

世のため人のために役立つ人間となれるよう、一生懸命頑張りたいと思っています。

　実家からは遠く離れることになり、学費だけではなく寮費が必要となるため、家計には大きな負担をかけることになります。

　父親は小さな旅館を営んでいましたがコロナの影響で廃業し、現在は求職中です。母親がパートタイムで働いてくれていますが

家計は厳しく、高校生の弟もいるため、私の就学の費用すべてを出してもらうことはできません。

　国の修学支援新制度には申し込みを行い、第Ⅰ区分での採用予定となっていますので学費減免にはなりますが、

月々の寮費や書籍代等について小原白梅育英基金奨学金でのサポートをいただきたいと考え、この度出願いたします。

　奨学生となった際には、・・・・・（以下略）　　　

※本欄は8割程度を埋めるように記入してください※

３. 今後の展望および申請理由

  勉学に対する意欲、将来の目標、奨学金を必要とする理由等を記入してください。

　私自身、子供のころに保育園に通っており、保育士の先生に大変お世話になりました。

　両親が仕事で帰りが遅く寂しいとき、お友達とうまくいかず心細いとき、保育士の先生方に励まされ、助けられた記憶が

今も強く残っています。私もそんな存在になりたいと考え、保育士を目指すべく、立正大学社会福祉学部に進学することを

決断しました。在学中は保育士としての勉強のみならず、課外活動でのボランティアを通じて、

チェック

チェック


