A: EDUCATION PAYMENT(EP) APPLICATION

記入見本／和訳
学生証等の学籍番号
学生番号

（学資金申請書）

STI または Bermuda

STI は最高 4 回まで

契約証書を参照して記入

Bermuda は最高 3 回まで

複数契約の場合はすべて記入

EDUCATION PAYMENT (EP) APPLICATION
Benefit Expiration

プラン名

〇〇〇〇〇〇〇

記入不要

STI

学資金申請回数

証書番号

〇〇〇〇〇〇〇

1（回目）

Last year eligibility

お子様の名前と住所

お子様の生年月日

Taro Canada
1-1-1, 〇〇, 〇〇shi, Osaka, 123-4567 Japan

25 / 12 / 2002

お子様がご記入ください
私は、学資金受取申請のため、高等教育機関の事務局から STI に私の就学に関する情報を提供することに同意
い たします。
お子様のメールアドレスへ連絡先
必ずお子様が記入（別紙：銀行口座情報用紙と同じご署名）

カナダ 太郎

15/04/2022
_________________

____________________________
お子様のご署名

日付

の変更をご希望の場合のみ記入

〇〇@〇〇.com

___________________________
お子様のメールアドレス

ご記入日（日/月/年）
学資金申請方法について:
教育機関の事務局に本申請書を提出し、教育機関の事務局に下記「教育機関による記入事項」への記入を依頼してください。

教育機関担当者がご記入ください。（全ての箇所にご記入ください）
This area is to be filled in by the Registrar’s office for the student listed above based on the highest academic level into which the
こちらは、教育機関がご記入いただく箇所であり、上記学生が何年生に在籍しているかを確認するものです。
student has been accepted. For example, if the student has just completed all work required of a 2 nd Year level student and has
例えば、学生が2
年生の全ての科目を履修し、来年も同じプログラムに在籍する予定である場合には、例え進級
been
accepted to return
in the same program, they would be considered a 3rd Year level student-even if the student has not
completed
registration.
手続が完了していない場合でも、3
年生に在籍しているとみなします。
NOTE: If the student has changed or transferred into this program we also require an official transcript representing their
ご注意：もし学生が本プログラムへ編入・変更した場合には、前プログラムの成績証明書が必要となります。
previous program work
NOTE:
Any corrections in this area must be initialed by the signing official; otherwise, application will be rejected.
ご注意：この箇所への訂正には教育機関のご署名が必要です。署名がない場合には、申請は無効となります。

お子様へ

上記の赤字部分を参考のうえ、
大学・短大等

CO-OP プログラム※カナダ国内のプログラムの為、記入不要

EDUCATION PAYMENT（EP）
APPLICATION
にご記入ください。
□1 年生
□3 年生
□Academic Term
□Work Term

____________________________________________________________

その後、下段部分は学校担当者へ記入を依頼してください。
□2 年生
□4 年生
□Year1
□Year2
□Year3

□Year4

学校で記入ができない場合は、学年記載と学校印押印のある在学証明書の作成
学科名:

Business management

を依頼してください。

就学期間: □4 年制 □3 年制 □2 年制 □1 年生 □その他: _____________________________
上記プログラムの開始日: ______ (日) ________ (月) _________ (年)
就学期間: _____ (1 年)
______ (2 年) _____ (3 年) ______ (4 年) ______ (その他)
STATUS: FULL-TIME ____________
PART-TIME____________
重要: STI
プランに学資金を申請するには、高等学校卒表を入学要件とする高等教育機関への進学、進級が必須となります。
本プランの学資金申請には、進級することが必要条件です。本書の記入（およ
Remarks: ___________________________________________________________________________________________________

1

4

2017

び大学等の在学証明書）は、OEF へ学資金を申請するために、必要書類となり

必ず学校印を押印してください。
〇〇
教育機関名:______________________________________________

University
担当者名:_____________________________________________
Taro Daigaku
所属: __________________________________________________
Administration office
ます。

Taro Daigaku

ご署名: _____________________________________

15/04/2021
1234-56-7890
〇〇@university.com
メールアドレス l: __________________________________________

記入日:_____________________ 電話番号.: ______________________

〇 大
〇 學
〇 印

NOTE: DO NOT SEND THIS FORM BY MAIL. PLEASE APPLY AND UPLOAD DOCUMENTS USING YOUR
ONLINE ACCOUNT - SEE WWW.STIPLAN.COM FOR DETAILS

STUDENTS TRUST INTERNATIONAL PLAN
EMAIL:service@stiplan.com~ WEBSITE: www.stiplan.com

