
※　大学記入欄　University Use Only

［注意事項 /Note］
1．　※印欄は、該当区分を○で囲んでください。
　　　Circle tｈe appropriate choice the ※ Column.

2．　記載した奨学金の採用通知書等の写しを添付してください。ただし、名古屋大学を通じて申請した奨学金は
      不要です。
　　　Please attach a copy of the notification of scholarship approval entered above.  Note thet a copy of the
　　　notification is not necessary if you receive the scholarship tｈrough Nagoya University.

申請者氏名
Name（Printed）

独立生計者・私費外国人留学生用
for Self-Supporting (International) Students

奨学金給・貸与、奨励金状況申告書
Scholarship, Student Loan or Fellowships Status Report

2019年　　 　 月  1 日

学生番号※
Student Number

別紙10
Form10

1．2018年度の奨学金状況 /2018 Status of Scholarship or Student Loan (April 2018 to March 2019)

奨学金の有無※

Received a Scholarship

あ り ・ な し 奨励金の有無※

Received Fellowships

あ り ・ な し
Yes　　 ・　　　 No Yes　　 ・　　　 No

奨学金の名称
Name

受給期間等
Period (in YYYY/MM)

給・貸与の別※

Type of Loan/Stipend※

奨学金の金額※

Amount Provided※

日本学生支援機構
Japan Student Services Organization

第一種 貸与 月額 ・ 年額 　　　万　　 千円
第二種 貸与 月額 ・ 年額 　　　万　　 千円

  　　　　　  年　　月～　　　年　　月
     From:                  To:

給与
Stipend

月額 ・ 年額 　　　万　　 千円
Monthly/Annual　　　　 \　　　　　 K

奨励金
Fellowships

  　　　　　  年　　月～　　　年　　月
     From:                  To:

給与
Stipend

月額 ・ 年額 　　　万　　 千円
Monthly/Annual　　　　 \　　　　　 K

  　　　　　  年　　月～　　　年　　月
     From:                  To:

給与・貸与
Stipend / Loan

月額 ・ 年額 　　　万　　 千円
Monthly/Annual　　　　 \　　　　　 K

私費外国人留学生 　学習奨励費
Honors Scholarships (Gakushu Shoreihi)
from the Japan Student Services Organization

2．2019年度の奨学金状況（申請中のものも含む）

　　 2019 Status of Scholarship or Student Loan (April 2019 to March 2020) (Including scholarship applications still in

Yes　　 ・　　　 No

奨学金の名称
Name

受給期間等
Period (in YYYY/MM)

給・貸与の別※

Type of Loan/Stipend※

奨学金の金額※

Amount Provided※

奨学金の有無※

Received a Scholarship

あ り ・ な し 奨励金の有無※

Received Fellowships

あ り ・ な し
Yes　　 ・　　　 No

貸与 月額 ・ 年額 　　　万　　 千円

私費外国人留学生 　学習奨励費
Honors Scholarships (Gakushu Shoreihi)
from the Japan Student Services Organization

申請中・　    年　　月～　　年　　月
Application in progress
     From:                  To:

給与
Stipend

月額 ・ 年額 　　　万　　 千円
Monthly/Annual　　　　 \　　　　　 K

日本学生支援機構
Japan Student Services Organization

第一種 貸与 月額 ・ 年額 　　　万　　 千円
第二種

申請中・　    年　　月～　　年　　月
Application in progress
     From:                  To:

給与・貸与
Stipend / Loan

月額 ・ 年額 　　　万　　 千円
Monthly/Annual　　　　 \　　　　　 K

奨励金
Fellowships

申請中・　    年　　月～　　年　　月
Application in progress
     From:                  To:

給与
Stipend

月額 ・ 年額 　　　万　　 千円
Monthly/Annual　　　　 \　　　　　 K

所属部局等
担当者確認欄

3. 2019年度入学者の2018年度所属学校名簿（高等学校は除く）

　　 College Attended in 2018 (1st year students only)

所属学校名
School

学部・研究科名等
School or Graduate School

身分※

Status

研究生 ・ 大学院研究生 ・学部生 ・ 大学院生 ・その他（　　　　      　　　　　　　　　　　）
Undergraduate Research Student/Graduate Research Student/Undergraduate Student/Graduate Student/Other(              )
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