
※　第1志望校を想定して記載してください。

※　高等教育の修学支援新制度等は申請中、または申請予定も含めご記入ください。

※返済不要の奨学金。申請を予定しているものも含めてご記入ください。

※1　授業料年額７８万円の場合

 ① 措置延長予定

 ② 進学後の予定住居

 ③ 入学時の貯金額

　有　　　　・　　　　無　　　　・　　　不明

　　　５０　万円 (推定)

  □ 出身施設　　　　　□ 里親宅　　　　　□ 学生寮　　　　　□賃貸アパート・マンション　　　　　

  □ 家族・親戚宅      □ 知人宅　　  　　□ その他 (                                                               )

年間給付額

申請する場合は、上記年間支出/収入欄に記載してください

60  万円/（ 毎年 ・ 1回のみ ・ その他  ）

15　万円/（ 毎年 ・ 1回のみ ・ その他  ）

万円/（ 毎年 ・ 1回のみ ・ その他  ）

万円/（ 毎年 ・ 1回のみ ・ その他  ）

■その他：①進学が確定した場合の措置延長予定 ②進学後の予定住居 ③貯金額

　　 △△奨学金

奨学金の名称

 　　日本学生支援機構

合　計

 通信費　　　 (月額：　　　　８,０００円)×12ヵ月

 国民健康保険料

　　 〇〇事業団　××奨学金

万円

   合　計 ４２万円

 その他   ( 家財道具類購入　　　　　　　　 　) １０万円

 合　計 ２４万円

※2　入学金３０万円の場合

 ■他の奨学金申請状況

万円

１８６万円

万円

３０万円

６万円

年間支出額　(概算で記入)

 教材費

万円

１８４.２万円

２７万円

 礼金・敷金

４万円

１０万円

 交通費 ６万円

６０万円

３６万円

９,６万円

９,６万円

 交際費　(趣味・友人など) １２万円

 医療費

５万円

２万円

1年目の一時的な支出額

 入学金（減免予定額：　２６万円） ※2

 その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

ドコモ奨学金を受給したと仮定し、進学後1年間の支出及び収入について、現在の予定額(概算)を記入してください。
(記入にあたっては推薦者等からのアドバイスを受けてください)

 ■収支計算書

　　  同　 上　　      　　　 　(貸与型)

 自立支援資金貸付事業　(家賃支援)

 　　 同　 上　　　　　　　 　(生活支援費)

 ドコモ奨学金

 家賃 　　　　 (月額：　　  ５０,０００円)×12ヵ月

 食費　　　　　(月額：　　　３０,０００円)×12ヵ月

 光熱水費　　(月額：　　　　８,０００円)×12ヵ月

資金等計画書

９１万円

万円

万円

万円

６０万円

年間収入額　(概算で記入)

 授業料（減免予定額：　７０万円） ※1

 学校諸経費  (実習日・設備費など)

 アルバイト代  (月額：　 ２５,０００ 円)×12ヵ月

 貯金の取り崩し

 日本学生支援機構　　　　(給付型)

８万円 ３０万円

５万円

 親族等からの支援

 その他　 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　)

 合　計

■■奨学支援資金

大学進学等自立生活支度金

１５万円

　　　　　　　　　　１年目のみの収入額 (一時金)
※都道府県等から支給される一時金等、記入日時点において予定し
ているもの。

万円

万円

記 入 例：修学支援新制度の対象の場合（私立大学の場合）

✔



※　第1志望校を想定して記載してください。

※　高等教育の修学支援新制度等は申請中、または申請予定も含めご記入ください。

※返済不要の奨学金。申請を予定しているものも含めてご記入ください。

 ② 進学後の予定住居
  □ 出身施設　　　　　□ 里親宅　　　　　□ 学生寮　　　　　□賃貸アパート・マンション　　　　　

  □ 家族・親戚宅      □ 知人宅　　  　　□ その他 (                                                               )

 ③ 入学時の貯金額 　１００　万円 (推定)

万円/（ 毎年 ・ 1回のみ ・ その他  ）

■その他：①進学が確定した場合の措置延長予定 ②進学後の予定住居 ③貯金額

 ① 措置延長予定 　有　　　　・　　　　無　　　　・　　　不明

 　　〇〇財団奨学金 １２６ 万円/（ 毎年 ・ 1回のみ ・ その他  ）

　　 △△奨学金 15　万円/（ 毎年 ・ 1回のみ ・ その他  ）

万円/（ 毎年 ・ 1回のみ ・ その他  ）

 ■他の奨学金申請状況

奨学金の名称 年間給付額

 　　日本学生支援機構 申請する場合は、上記年間支出/収入欄に記載してください

 その他   ( 家財道具類購入　　　　　　　　 　) ５万円 万円

 合　計 ４５万円    合　計 ４２万円

 入学金（減免予定額：　0万円） ３０万円 万円

 礼金・敷金 １０万円 万円

大学進学等自立生活支度金 ２７万円

1年目の一時的な支出額 ■■奨学支援資金 １５万円

 交際費　(趣味・友人など) １２万円

 その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 万円 　　　　　　　　　　１年目のみの収入額 (一時金)
※都道府県等から支給される一時金等、記入日時点において予定し
ているもの。合　計 ２５９.２万円

 国民健康保険料 １０万円  その他　 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　) 万円

 医療費 ２万円  合　計 ２６２万円

 光熱水費　　(月額：　　　　８,０００円)×12ヵ月 ９.６万円  ドコモ奨学金 ９６万円

 通信費　　　  (月額：　　　　８,０００円)×12ヵ
月

９.６万円  その他　 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　) 万円

 家賃 　　　　 (月額：　　  ５０,０００円)×12ヵ月 ６０万円  自立支援資金貸付事業　(家賃支援) ４８万円

 食費　　　　　(月額：　　　３０,０００円)×12ヵ月 ３６万円  　　 同　 上　　　　　　　 　(生活支援費) ６０万円

 教材費 ６万円  日本学生支援機構　　　　(給付型) ０万円

 交通費 ６万円 　　  同　 上　　      　　　 　(貸与型) ０万円

 授業料（減免予定額：　０万円） ７８万円  アルバイト代  (月額：　 ４０,０００ 円)×12ヵ月 ４８万円

 学校諸経費  (実習日・設備費など) ３０万円  貯金の取り崩し １０万円

資金等計画書

ドコモ奨学金を受給したと仮定し、進学後1年間の支出及び収入について、現在の予定額(概算)を記入してください。
(記入にあたっては推薦者等からのアドバイスを受けてください)

 ■収支計算書

年間支出額　(概算で記入) 年間収入額　(概算で記入)

✔

記 入 例：修学支援新制度の対象とならない場合


