
2021年 9月 16日 

 

2021年度 早稲田大学私費外国人留学生授業料減免奨学金申請書 

●経済状況 
  １から5のうちどれか1つに○をつけ、その下にある項目を必ず記入してください。（学費を含まない） 

 

１ 生計を共にする家族はいない。 

 あなたの収入（月額･･･仕送り・アルバイト等含む）    １００,０００    円 

２ 日本国内の親族や保証人に養ってもらっている。 

 扶養者の収入（月額）                                   円 

 あなたの収入（月額）                                   円 

３ 配偶者や兄弟と収入を合わせて生活している。 

 配偶者・兄弟等の収入（月額）                            円 

 あなたの収入（月額）                                    円 

４ 配偶者・兄弟・子供などを扶養して生活している。 

 あなたの収入（月額）                                    円 ※仕送りも含む月額を記入 

５本人が日本国外に滞在しており、日本国外の親族や保証人に養ってもらっている。 

扶養者の収入（月額）                                   円 

あなたの収入（月額）                                   円 

 

●あなたの収入（月額）の内訳 

上記1～5のいずれかに記入した「あなたの収入（月額）」と同じ金額を、Ａ・Ｂに記入してください。 

*学費を含まない。                     （該当しない場合は０円と記入ください） 

A. 1ヶ月の平均収入：   １００,０００  円 B. 1ヶ月の平均支出：   １００,０００  円 

仕送り額：            ８０,０００    円 

仕送り者：              父         
（両親、おじ等） 

※本人が日本国外に滞在しており、日本国外の親族や

保証人に養ってもらっている場合は本欄を「0円」と

し、「その他収入額」「内訳」欄に記入してください。 

住居費：       ６３,０００          円 
※光熱費を含む自己負担額 

（該当する場合は✔を付けてください。）            

□←早稲田大学の寮に住んでいる 

☑←本人が契約者でない 

 

★ルームシェアをしている場合のみ記入： 

同居者数（自分を含めない）  1    人 

家賃月額（同居者との合計金額） 120,000     円 

アルバイト：         ２０,０００    円 食費：            ２０,０００      円 

奨学金額：                     ０  円 

奨学金名：                            
交通費：            ７,０００      円 

その他収入額：                 ０  円 

内訳：                               

その他支出額：     １０,０００      円 

内訳：       衣服、本、携帯電話代      

 

その他提出書類 

・在留カードコピー（表面・裏面） 

 

氏    名 早稲田 太郎 学部／大学院 政治経済学部 

学籍番号 1A219999 課程／学年 1 年 

在留資格 留学 国    籍 ○○ 

「あなたの収入

（月額）」と同じ

金額をＡ・Ｂに

記入 

合計額＝Ａの金額 合計額＝Ｂの金額 

学習奨励費受給

予定者は仕送り 

9 万円以下 

日本国外に滞在しており、日本国外の親

族や保証人に養ってもらっている場合

は、こちらの欄に記入してください。 



・在留カードコピー（表面・裏面） 

・賃貸契約書コピー（早稲田大学の寮に住んでいるまたは本人が契約者でない場合は提出不要） 

・扶養者の市区町村役場で発行の所得証明（経済状況の２に該当する者のみ）



                               16/ 09 /2021 (DD/MM/2021) 

Application Form  
AY 2021 Waseda University Partial Tuition-Waiver Scholarship  

for Privately Financed International Students 

Name Waseda Taro 
Undergraduate/ 
Graduate School 

Political Science and Economics 

Student ID number 1A21999 
Course/  
Course year 

Undergraduate Course year: 1 

VISA status College Student Nationality ○○ 

- Financial Situation 
  Circle one of the following (1, 2, 3, 4, or 5) and be sure to fill in the items below it. 
  Do not include tuition fees. 
 

1. – You are living by yourself (Your financial supporter is not in Japan) 

Your income (monthly amount: including allowances from family, part-time jobs):  100,000  yen 

2. -You are being supported by family or a guarantor within Japan. 
 Financial supporter’s income (monthly amount): _________ yen 

 Your income (monthly amount): _________ yen 

3. -You are living on the combined incomes of yourself and your spouse and/or siblings. 
 Spouse’s and/or siblings’ income (monthly amount): _________ yen 

 Your income (monthly amount): _________ yen 

4. -You are financially supporting your spouse, siblings, children or some other person(s). 
 Your income (monthly amount): _________ yen 
5. –You are not staying in Japan and are being supported by family or a guarantor who are not in Japan.   

Financial supporter’s income (monthly amount): _________ yen 
Your income (monthly amount): _________ yen 

 

- Details of your monthly income and expenses  
Please enter the same amount as "Your income (monthly amount)" above in A and B below. 

*Do not include tuition fees.                         ↓(Fill in "0 " if not applicable) 

A: Average Monthly Income:  100,000     yen B: Average Monthly Expenses:  100,000     yen 

Allowance (Support):     80,000     yen 

Supporter is                Father          
(put “parents”, or “uncle”, etc) 

 

 

※If you are not staying in Japan and are being 

supported by family or a guarantor who are not in 

Japan, please register 「0」in this column and fill 

in the 「Other income」and「Detail」column below. 

 

Rent:             63,000              yen 

*Put how much you pay include utilities 
(Please check the corresponding items) 

□←You live in Waseda University’s dormitory. 

☑←You are not a contractor. 

★Please fill out the following if you live with someone 

No. of roommates (not including yourself):   1     

Total amount of rent (including your roommates) 

:   120,000         yen 

Part-time Job:       20,000              yen Food Expenses:        20,000             yen 

Scholarship:          0                yen 

Name:                               
Transportation Fees:     7,000              yen 

Other income:          0               yen 

Detail:                               
Other Expenses:         10,000            yen 

Detail:   clothes, books, cell phone                              

 

Other required documents 

・Copy of your resident card (both sides) 

・Copy of your resident card (both sides) 

 

Please write your 

income (monthly 

amount) in A 

and B. 

Sum＝Amount of A Sum = Amount of B 

Allowance should be no more than 

90,000 if you are to receive JASSO 

Honor’s Scholarship 

If you are not staying in Japan and are 

being supported by family or a 

guarantor who are not in Japan, please 

fill in this column. 



・Copy of your lease agreement (those who live in Waseda University’s dormitory or are not contractors do not 

need to submit this document) 

・ Income statement for your financial supporter issued by a municipal government office (only for those 

financial situation listed in Note 2 above apply) 


