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Name
旧  姓
氏  名

氏名 ローマ字表記
（英文証明書のみ）

in Roman Letters
証明書は原則「姓-名」の順
での発行となります。

基礎工学部・基礎工学研究科［証明書交付依頼状］ 年 　    月　      日

       Application form for Certificates Year       Month      Day

フ リ ガ ナ

氏 名

携帯電話番号（必須）
Cellphone number

メールアドレス（必須）
E-mail address

◇◇◇連絡をとらせていただく場合がございます。必ずメールアドレスをご記入ください。◇◇◇

学部Undergraduate program
学籍番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ID No.）

（　　　　　　　　  　　　　   　　　）学科  Department

（　　　　　　　　  　　　   　　　　）コース  Course

  年Year 月Month

生 年 月 日 年Year

住         所
Address

月Month       日Day

Date of enrollment

  年Year 月Month 日Day 修了・退学Date of leaving

大学院（修士課程・前期課程）
Master’s program学籍番号（                           ID No.）

（                                     ）専攻  Department

（                              ）領域・分野 Division

  年Year 月Month 日Day 入学

日Day 入学 Date of enrollment

  年Year 月Month 日Day 卒業・退学Date of leaving

博士学位授与日  Date of Doctoral degree   年Year 月Month 日Day

Date of enrollment

  年Year 月Month 日Day 修了・退学Date of leaving

大学院（博士課程・後期課程）
Doctoral program学籍番号（                             ID No.）

（                                    ）専攻 Department

（                               ）領域・分野 Division

  年Year 月Month 日Day 入学

通

通

※学籍番号が不明な場合は、空欄で結構です。 If you cannot remember your ID number, you may leave the space blank.

枚      数
Necessary number of

Certificates

備      考
remarks

【学    部】
Undergraduate

program

通卒業証明書   Certificate of graduation

成績証明書    Transcript

（              　　　　　　 others）証明書

必要な証明書の種類   （予備は発行できません）
Types of requesed certificate  *We cannot issue extra copies.

通

学力に関する
証明書

教職免許状取得用

学部入学年度

通

【大学院】
・博士課程
・後期課程

Doctoral program

通 課程博士 ・ 論文博士
（いずれかにOをつけてください）

工  学    ・    理  学   ・  学 術
Engineering ／ Science ／ Philosophy

（いずれかにOをつけてください）

【大学院】
・修士課程
・前期課程

Master’s program

通

通

修了証明書   Certificate of graduation

成績証明書    Transcript

（              　　　　　　 others）証明書

修了証明書   Certificate of graduation

学位授与証明書  Certificate of Diploma

（              　　　　　　 others）証明書

※厳封が必要な場合は返信用封筒に定型外封筒（角形2号）をご用意ください。

Date of Birth

証明書は在学時の姓
（旧姓）での発行となります。

本籍地西暦　　          　　　 年度

［一種・専修］・［中学・高校］・［数学・理科・工業・情報］ 通

通

証明書提出先
（全ての提出先記入）

Where to submit

厳封希望の有無 （必須） Request for sealed envelope
（証明書を予め大学名の入った封筒に厳封する必要の有無）

有    ・    無    　             Yes  ／  No

※ご本人確認の為、ご本人であることを確認できる書類（運転免許証、パスポート、保険証等）のコピーを同封してください。

Upon request, please attach a copy of your ID（eg. Passport, Drivers License ） for identity verification.

都・道・府・県

申  請  理  由
Purpose of use

［一種・専修］・［中学・高校］・［数学・理科・工業・情報］

通


