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　　　　　　　　　　　別紙１

　　　年　　　月 　　日提出

フリガナ 学籍(受験)番号

留学生氏名

（　　 　年 　 月　  日生／ 現在　　歳）
国籍

連絡先 携帯電話

（※必ず連絡がとれるも
のを記入） e-mail

現在の所属 ／　　　　　　　　　　　　専攻

〔情報科学研究科〕 入学年月 休学期間 　　　 年 　月 　日～　　　 年 　月 　日

現在の所属
〔情報科学研究科以外〕

2019年度からの所属
（入学後の所属）

／　　　　　　　　　　　　専攻

留学在留期限

最終出身 （国名：　　  　　　　　）

大学(院)名

□2019年4月上旬実施（予定）の面接審査を受験する。

□過去に受験済みのため、2019年4月上旬実施（予定）の面接審査を受験しない。

現在受給中 奨学金名

の奨学金 受給期間

月　　額 円

仕送り 月額： 円

知人からの援助 月額： 円

アルバイト 月額： 円

預金からの引出し 月額： 円

円

□予定なし

奨学金名

受給予定奨学金 □申請中 受給期間

月　　額 円

奨学金名

□受給決定 受給期間

月　　額 円

□受給経験なし

奨学金受給状況 □受給経験あり 奨学金名

受給期間

月　　額 円

奨学金名

受給期間

月　　額 円

奨学金名

受給期間

月　　額 円

申請者の現在の
収入（１ヶ月）

  　年 　　月 　　日まで

　　　　 年 　　月 ～ 　　　　 年 　　月

　　　　 年 　　月 ～ 　　　　 年 　　月

　　　　　　　　　□大学・□大学院　　　　　　　　　□学部・□研究科（　　　年　　月卒）

（大阪大学に
  入学以後）

合　　計

　　　　 年 　　月 ～ 　　　　 年 　　月

面接審査の
受験状況

　　　　 年 　　月 ～ 　　　　 年 　　月

2019年度 私費外国人留学生　奨学金申請調書

情報科学研究科　□前期 □後期　　  年・□研究生

　　　   年　  月

※　□印の箇所は該当する項目にチェック　　　　を、それ以外は必要事項を記入して下さい。

　　　　 年 　　月 ～ 　　　　 年 　　月

　　　　 年 　　月 ～ 　　　　 年 　　月

情報科学研究科　□前期 □後期　　  年・□研究生
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□民間住宅　□留学生寄宿舎　□公営住宅　□社員寮　□親戚知人宅等

2019年度(入学後)

の住居

□決まっていない　⇒決定後直ちに、大学院係までお知らせください。

配偶者の有無

配偶者の収入等

子供

※直近の成績証明書（コピー可）及び 在留カードの表・裏コピーを添付してください。
　
　なお、提供いただきました情報は、奨学金の選考以外では使用いたしません。

住所 〒

□なし ・ □あり（□同居 ・ □別居（□日本国内 ・ □本国 ）） 

□配偶者が学生の場合の収入（１ヶ月）

□配偶者が学生以外の場合の収入（１ヶ月）

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

子供の有無

□なし ・ □あり（□同居 ・ □別居（□日本国内 ・ □本国 ）） 
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　　　　　　　　　Attachment-1

Mobile phone no.

／Departmen of

Enrolled Period of
Absence

Affiliation in 2019
〔Affiliation after
enrollment〕

／Department of

Period of Enrolment as
an International Student

Last Institute
Attended (Country: 　　  　　　　　)

 (Graduated: MM / YY                           /                              )

□Will take interview examination conducted in (scheduled for) early April 2019.

□Have already taken the examination and, accordingly will not take the interview examination conducted in (scheduled for) early April 2019.

Scholarship Name
Period of Endowmen
Monthly Amount

Allowance Monthly Amount:
Monthly Amount:

Part-time Job Monthly Amount:
Withdrawal from Savings Monthly Amount:

□None Planned
Scholarship Name

□Under Application Period of Endowmen
Monthly Amount:
Scholarship Name

□Endowment Finalized Period of Endowmen
Monthly Amount:

□No experience of endowment

Scholarship Name
Period of Endowmen
Monthly Amount:
Scholarship Name
Period of Endowmen
Monthly Amount:
Scholarship Name
Period of Endowmen
Monthly Amount:

Nationality

 MM  / YY  -  MM  / YY

JPY
JPY
JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

 MM  / YY  -  MM  / YY

 MM  / YY  -  MM  / YY

Privately-financed International Students Academic Year 2019- Application for Scholarship

*Please tick the corresponding boxes　     　where provided and make the necessary entries for items with no boxes.

Graduate School of Information Science and Technology
□Master's Course □Doctoral Course 　　 year/□Research student

 MM / YY                                       /

Graduate School of Information Science and Technology
□Master's Course □Doctoral Course 　　 year/□Research student

Submitted：MM / DD / YY                   /               /

MM /DD / YY  - MM / DD / YY                    /          /         -          /          /

Name of
International
Student

Student (Identification) Number

(Date of Birth：　　　　 　/    　     /  　　   , Currently     　 years old)

e-mail

Contact Information
（*Please enter an e-mail
address where you can be
reached without fail.)

Current Affiliation
〔Other than the
Graduate School of
Information Science and
Technology〕

Current Affiliation
〔Graduate School of
Information Science and
Technology〕

Current Monthly
Income of Applicant

Scheduled
Scholarship
Endowments

Until  MM  /DD / YY

Interview
Examination Test
Status

Scholarship
Endowment Status
〔Since Enrollment
in Osaka
University〕

Current Scholarship
Endowments

Name of
University
〔Graduate School〕

　　　　　　　　　□University / □Graduate School　　　　　　　　　□Undergraduate program / □Graduate program

JPY

 MM  / YY  -  MM  / YY                                                /            -              /

 endowment  MM  / YY  -  MM  / YY

JPY
JPY
JPYSupport from Acquaintances

Total

 MM  / YY  -  MM  / YY

□Experience of
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□Undecided　⇒Please inform Daigakuin-kakari(Graduates Section) as soon as decided.

Marital Status

Children

　
Please note that information submitted will not be used for any purposes other than scholarship screening.

*Please attach your latest academic transcript (copies will be accepted) and copies of the front and back of your resident's
card.

Residence in
Academic Year 2019
〔After enrollment〕

Income of
Spouse, etc.

□Private Housing　□Accommodation for International Students　□Public Housing　□Company Dormitory
□Residence of Relatives, Acquaintances, etc.

□Monthly income is spouse is not a student 　　　　　　　　　JPY
Do you have children? □No / □Yes (□Living together / Living apart (□In Japan / □In country of origin))

□Single / □Married (□Living together / □Living apart (□In Japan / □In country of origin))

□Monthly income if spouse is a student 　　　　　　　　　JPY

Address:  〒
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