
申 込 日 （Application　date）:

　　年／yy　　月／mm　　日／dd

※学生証に記載されている氏名を記入すること(Name as on your student ID)

漢字氏名(Name in Kanji )

　□文部科学省国費(MEXT Scholarship)
　□政府派遣(Home Government)
　□私費(Privately-Funded)

電話番号(Phone No.) 生年月日(Date of Birth)

Copies Copies

□学業成績証明書
(University Transcript) 

□在学証明書

□卒業見込証明書

□卒業証明書
(Graduation)

年(year) 月(month)入学(admitted)～ □その他(Other)

年(year) (Specify:                     )

博士前期課程（修士） Master's Program  【工芸科学研究科(Graduate school)MA】 Copies Copies

□学業成績証明書
(Univercity Transcript) 
□在学証明書

□修了見込証明書
回生(year)

□修了証明書
(Graduation)
□学位授与証明書
(Conferment of Degree)

□その他(Other)
(Specify:　　　　　　　　　  )

Copies Copies

□学業成績証明書
(University Transcript) 
□在学証明書

□修了見込証明書
回生(year)

□修了証明書
(Graduation)
□学位授与証明書
(Conferment of Degree)

□その他(Other)
(Specify:                     )

Copies Copies

□学業成績証明書
(University Transcript) 

□在学証明書

□研究内容証明書

□その他(Other)
(Specify:                     )

　□　就職(Employment) 　□　教職(Teacher's License)

　□　大学院受験(Graduate school exam application)　□　奨学金(Scholarship application)
　□　就職活動(Job hunting) 　□　その他(Other)Specify:(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
　□　在留期間延長(Visa extension)　［現在の在留期限(Visa expiration date):　　　　年　　　月　　　日(yyyy/mm/dd)］

提出先(For submission to:)

v20210601

現住所(Address in Japan)

英文氏名
(Name in Roman Alphabet)

国籍(Nationality)

□ 工芸科学部
  (School of Science and Technology)

                                                                           課程

学部　Undergraduate　

学務課長 学務課副課長

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  回生(year)

和文
Japanese

学生番号
(Student ID Number)

月(month)卒業/予定(graduated/
           expected date of graduation)

在学期間(Period of
enrollment or Period enrolled)

部

部

部
(Department/Program)

・科目CD(Class CD) □要(use)・□不要(disuse)

部

英文
English

英文
English

和文
Japanese

証明書の種類(Type of Certificate)

部

・科目素点(Score)　□要(use)・□不要(disuse)

・不合格科目(Class failed)　□要(use)・□不要(disuse)

部

(Student Registration Certificate)

(Expected date of graduation)

部

□ 工芸科学研究科　修士課程
　(Master's Program of the Graduate School)

在学期間(Period of
enrollment or Period enrolled)

□ 工芸科学研究科　博士課程
　(Doctoral Program of the Graduate School)

部

部

(International Exchange Student)

□ 研究生(Research Student)
□ 特別聴講学生(Special Auditor)

    年(year)     月(month)入学(admitted)～
        年(year)　 　月(month)修了/予定(graduated/

                         expected date of graduation)

□ 国際交流学生

部

部

・論文題目(Subject of thesis) □要(use)・□不要(disuse)

部

部部

部

部

部

部

部

部

□ 男(Male)・□ 女(Female)

19 　 年／yy　　月／mm　　日／dd

(Expected date of graduation)

部

部

学生番号
(Student ID Number)

部

部

部

学生番号
(Student ID Number)

部

英文
English

非正規生 Non-Degree Student

在学期間(Period of
enrollment or Period enrolled)

Application for Issue of Certificate

証明書発行願

□工芸科学部
  (School of Science and Technology)
□工芸科学研究科
  (Graduate School of Science and Technology)

学生番号
(Student ID Number) (Student Registration Certificate)

証明書の種類(Type of Certificate)

    年(year)     月(month)入学(admitted)～
        年(year)　 　月(month)修了/予定(graduated/

                         expected date of graduation)

作成者

英文
English

和文
Japanese

署名(Signature):　      　　　　　　

専攻(major)

(Student Registration Certificate)

証明書の種類(Type of Certificate)

部

部

部

部

部

・論文題目(Subject for thesis) □要(use)・□不要(disuse)

部

部

部

部

部

部

証明書の種類(Type of Certificate)

(Student Registration Certificate)

(Expectation of Graduation)

部

部

和文
Japanese

国際課担当確認

使用目的(Purpose of certificate)

在学期間(Period of
enrollment or Period enrolled)

(Research Aims and Purposes)
部

専攻(major)

博士後期課程（博士）Doctoral Program 【工芸科学研究科(Graduate school) PhD】

/

交付予定日 受領日 交付日

部部

依頼日

学部教務係大学院教務係 学務調査係

/

　　年(year)　　月(month)　入学(admitted)～
　　年(year)　 　月(month)修了予定
　　　　　　　　　　　(expected date of completion)
　　年(year)　 　月(month)修了(graduated）

/

午前－午後

/


