
(書式7）
4年間の収⽀計画表

お名前 東京 太郎

収⽀結果
収⼊ ⽀出 残⾼（貯蓄）

¥13,984,590 ¥12,904,000 ¥1,080,590

貯⾦残⾼（⾼校卒業時）
⾦額

¥500,000

年間収⼊ 年間⽀出
項⽬ 詳細 ⾦額 時期 メモ ※ご⾃由にお使いください 項⽬ ⾦額 時期 メモ
奨学⾦ 東京スター銀⾏奨学⾦（ボーナス⽉追加分） ¥60,000 7⽉、12⽉ ボーナス⽉の追加分。 学費 ¥1,700,000 年に数回の⽀出を記⼊。
奨学⾦ 修学⽀援新制度 授業料減免 ¥700,000 4⽉、5⽉ ⼀時⾦や年毎⽉ではない奨学⾦・⽀度⾦・祝い⾦の年間でもらえる⾦額を記⼊。 教材費 ¥100,000 4⽉、10⽉
奨学⾦ 修学⽀援新制度 ⼊学⾦減免 ¥260,000 4⽉、5⽉ 定期券 ¥48,000 4⽉、10⽉
奨学⾦ ⼤学進学等⾃⽴⽣活⽀度⾦（特別基準/国） ¥194,930 4⽉ 国⺠健康保険 ¥50,000
奨学⾦ ⼤学進学等⾃⽴⽀援⽀度⾦（⼀般/区） ¥81,260 4⽉ 引越代 ¥30,000 3⽉
奨学⾦ ●●基⾦（卒業まで・給付） ¥100,000 4⽉ 家具・家電 ¥120,000 3⽉
奨学⾦ ●●財団 ⼀時⾦ ¥100,000 4⽉
児童⼿当 ¥700,000 4⽉
お祝い⾦ ●●県お祝い⾦ ¥20,000 4⽉
⽀援⾦ 〇〇市⽣活⽀援⾦ ¥300,000 5⽉

合計 ¥2,516,190 合計 ¥2,048,000

⽉間収⼊ ⽉間⽀出
項⽬ 詳細 ⾦額 項⽬ ⾦額

アルバイト コンビニ ¥30,000 家賃 ¥55,000
アルバイト スーパー ¥30,000 ⾷費 ¥25,000

⽇⽤品費 ¥5,000
奨学⾦ 東京スター銀⾏スター銀⾏奨学⾦ ¥20,000 ⽔道光熱費 ¥10,000
奨学⾦ ⽇本学⽣⽀援機構(給付型） ¥75,800 被服費 ¥5,000
奨学⾦ ●●基⾦（給付型） ¥20,000 通信費 ¥10,000

交際費・趣味・娯楽 ¥10,000
⽀援⾦ 施設等の⽀える会 ¥20,000 医療費 ¥1,000

臨時⽀出 ¥3,000

先取貯⾦ ¥3,000

合計 ¥195,800 合計 ¥124,000

1年間の収⼊合計 ¥4,865,790 1年間の⽀出合計 ¥3,536,000

年間収⼊ 年間⽀出
項⽬ 詳細 ⾦額 時期 メモ 項⽬ ⾦額 時期 メモ
奨学⾦ 修学⽀援新制度 授業料減免 ¥700,000 4⽉、5⽉ ⼀時⾦や年毎⽉ではない奨学⾦・⽀度⾦・祝い⾦の年間でもらえる⾦額を記⼊。 学費 ¥1,450,000 4⽉、10⽉ 年に数回の⽀出を記⼊。
奨学⾦ ●●基⾦（進級時） ¥30,000 4⽉ 教材費 ¥120,000 4⽉、10⽉
奨学⾦ ●●基⾦（卒業まで・給付） ¥100,000 4⽉ 定期券 ¥48,000 4⽉、10⽉

国⺠健康保険 ¥50,000
家賃更新 ¥55,000

合計 ¥830,000 合計 ¥1,723,000

⽉間収⼊ ⽉間⽀出
項⽬ 詳細 ⾦額 項⽬ ⾦額

アルバイト コンビニ ¥30,000 家賃 ¥55,000
アルバイト スーパー ¥30,000 ⾷費 ¥25,000

⽇⽤品費 ¥5,000
奨学⾦ ⽇本学⽣⽀援機構(給付型） ¥75,800 ⽔道光熱費 ¥10,000
奨学⾦ ●●基⾦（給付型） ¥20,000 被服費 ¥5,000

通信費 ¥10,000
⽀援⾦ 施設等の⽀える会 ¥20,000 交際費・趣味・娯楽 ¥10,000

医療費 ¥1,000
臨時⽀出 ¥3,000

先取貯⾦ ¥5,000

合計 ¥175,800 合計 ¥129,000
1年間の収⼊合計 ¥2,939,600 1年間の⽀出合計 ¥3,271,000

年間収⼊ 年間⽀出
項⽬ 詳細 ⾦額 時期 メモ 項⽬ ⾦額 時期 メモ
奨学⾦ 修学⽀援新制度 授業料減免 ¥700,000 4⽉、5⽉ ⼀時⾦や年毎⽉ではない奨学⾦・⽀度⾦・祝い⾦の年間でもらえる⾦額を記⼊。 学費 ¥1,270,000 年に数回の⽀出を記⼊。
奨学⾦ ●●基⾦（進級時） ¥30,000 4⽉ 教材費 ¥80,000
奨学⾦ ●●基⾦（卒業まで・給付） ¥100,000 4⽉ 定期券 ¥48,000

国⺠健康保険 ¥50,000
⽀援⾦ 施設等の⽀える会 ¥20,000 4⽉ 就職活動費 ¥50,000 スーツ、靴、交通費等

合計 ¥850,000 合計 ¥1,498,000

⽉間収⼊ ⽉間⽀出
項⽬ 詳細 ⾦額 項⽬ ⾦額

アルバイト コンビニ ¥30,000 家賃 ¥55,000
アルバイト スーパー ¥30,000 ⾷費 ¥25,000

⽇⽤品費 ¥5,000
奨学⾦ ⽇本学⽣⽀援機構(給付型） ¥75,800 ⽔道光熱費 ¥10,000
奨学⾦ ●●基⾦（給付型） ¥20,000 被服費 ¥5,000

通信費 ¥10,000
⽀援⾦ 施設等の⽀える会 ¥20,000 交際費・趣味・娯楽 ¥10,000

医療費 ¥1,000
臨時⽀出 ¥3,000

先取貯⾦ ¥5,000

合計 ¥175,800 合計 ¥129,000

1年間の収⼊合計 ¥2,959,600 1年間の⽀出合計 ¥3,046,000

年間収⼊ 年間⽀出
項⽬ 詳細 ⾦額 時期 メモ 項⽬ ⾦額 時期 メモ
奨学⾦ 修学⽀援新制度 授業料減免 ¥700,000 4⽉、5⽉ ⼀時⾦や年毎⽉ではない奨学⾦・⽀度⾦・祝い⾦の年間でもらえる⾦額を記⼊。 学費 ¥1,270,000 年に数回の⽀出を記⼊。
奨学⾦ ●●基⾦（進級時） ¥30,000 4⽉ 教材費 ¥50,000
奨学⾦ ●●基⾦（卒業まで・給付） ¥100,000 4⽉ 定期券 ¥48,000

国⺠健康保険 ¥50,000
⽀援⾦ 施設等の⽀える会 ¥20,000 4⽉ 就職活動費 ¥30,000 スーツ、靴、交通費等

家賃更新 ¥55,000

合計 ¥850,000 合計 ¥1,503,000

⽉間収⼊ ⽉間⽀出
項⽬ 詳細 ⾦額 項⽬ ⾦額

アルバイト コンビニ ¥30,000 家賃 ¥55,000
アルバイト スーパー ¥10,000 ⾷費 ¥25,000

⽇⽤品費 ¥5,000
奨学⾦ ⽇本学⽣⽀援機構(給付型） ¥75,800 ⽔道光熱費 ¥10,000
奨学⾦ ●●基⾦（給付型） ¥20,000 被服費 ¥5,000

通信費 ¥10,000
⽀援⾦ 施設等の⽀える会 ¥20,000 交際費・趣味・娯楽 ¥10,000

医療費 ¥1,000
臨時⽀出 ¥3,000

先取貯⾦ ¥5,000

合計 ¥155,800 合計 ¥129,000

1年間の収⼊合計 ¥2,719,600 1年間の⽀出合計 ¥3,051,000

毎⽉払いの奨学⾦を記⼊。

毎⽉払いの⽀払いを記⼊。

収⼊ 4年⽬ ⽀出 4年⽬

メモ メモ

毎⽉払いの奨学⾦を記⼊。

毎⽉払いの⽀払いを記⼊。

収⼊ 3年⽬ ⽀出 3年⽬

メモ メモ

毎⽉払いの奨学⾦を記⼊。

毎⽉払いの⽀払いを記⼊。

収⼊ 2年⽬ ⽀出 2年⽬

メモ メモ

毎⽉払いの奨学⾦を記⼊。

毎⽉払いの⽀払いを記⼊。

説明
これまでの貯蓄残⾼予定を記⼊。

収⼊ 1年⽬ ⽀出 1年⽬ ※引越し等⾃⽴にあたって必要となる費⽤を含んでください

メモ メモ

① 下表のオレンジ⾊の欄に⼊⼒してください。（⻘いセルは⼊⼒できません）
② ⼊⼒のミスがないか確認してください（⼊⼒し忘れや計算間違いはないでしょうか︖）
③ ⼊⼒後、「収⽀結果」の「残⾼（貯蓄）」がプラスになっているかどうか確認してください。


