
    証 明 書 交 付 願（卒業生用）      A 窓・B 郵 
    Certificate Issuance Request（For Alumni） 

下記のとおり交付してください。I hereby request the following certificate(s): 
申請日 
Date 

西暦      年   月    日 
        (Year)   (Month)  (Day) 

 
 
氏名 
Name 

英文証明書が必要な方は、氏名の英語表記も記入して下さい。 
卒業時と氏名が異なる場合は、卒業時の氏名も記入して下さい。※証明書は在学時の氏名での発行になります。 
If your name has changed since your graduation, please also write your name at the time of graduation. ※The name of certificates will be issued with the name of graduation. 
フリガナ In katakana ローマ字氏名 

Name in Roman letters 
(英文証明書の申請者は必須) 
 

 
 
卒業時の氏名 Name at graduation (                                 )  

生年月日 
Date of birth 

西暦      年   月    日 
       (Year)   (Month)  (Day) 

 
現住所 
Current 
address 

〒 

 
 
 

電話番号 
Telephone number －   － 
メールアドレス 
Email address  

 
 
 
所属 
Affiliation 

学籍番号（大学） 
Student number 
(Undergraduate) 

忘れた方は記入の必要はありません。 
If you do not remember, leave it blank. 

 

学籍番号（大学院） 
Student number 
(Graduate school) 

（修 士）            ／  （博 士） 

          ／ 
学校（卒業が大阪府立大学、大阪市立大学以外の方は記入してください。）
University（If you have graduated from an institution other than Osaka Prefecture/City 
University, please provide the name of the university.） 

 

大学 
Undergraduate 

学域/学部
College/School  学類/学科 

Department  課程/専攻 
Course  

大学院 
Graduate school 

研究科 
School 

Ｍ  
・  
Ｄ  

専攻 
Department/Division 

 分野/ｺｰｽ 
Course  

 
 
期間 
enrollment 
to graduation 

大学 
Undergraduate 

西暦        年        月        日 ～ 西暦        年        月        日 
(Year)      (Month)        (Day)       (Year)          (Month)          (Day) 

□卒業(Graduated)   
□退学(Withdrew) 

大学院 
Graduate school 

西暦        年        月        日 ～ 西暦        年        月        日 
(Year)      (Month)        (Day)       (Year)          (Month)          (Day) 

□修了(Graduated)   
□退学(Withdrew) 

科目等履修生 
Non-degree student 

西暦       年      月       日  ～  西暦       年     月       日 
(Year)      (Month)        (Day)               (Year)      (Month)       (Day) 

交付を希望する証明書の名称 
Name of certificate 

必要部数 
No. of copies needed 

厳封 
※厳封が必要な場

合はチェックを付

けてください 

提出先・提出理由 
Submit to / Purpose of use 和文 

Japanese 
英文 

English 

卒業証明書 Certificate of graduation 学士 Bachelor    ※詳細を記入してください。 

修了証明書 Certificate of graduation 
修士 Master    
博士 Doctor    
専門職課程 Professional    

成績証明書 Transcript 

学士 Bachelor    
修士 Master    
博士 Doctor    
専門職課程 Professional    

学位授与証明書 
Certificate of degree 

（課程博士・論文博士） 
取得年月日（   年  月）    

その他 Other    

教員免許申請用の 
単位修得証明書 
（学力に関する証明書） 

免許状の種類 教科 必要部数 厳封 適用法令※申請する教育委員会に確認の上、

○で囲んでください 

中学校教諭（一種）    
 

新法（2016 年改正法） 
・ 

新法以外の本学在籍時の法 
 
 
 

高等学校教諭（一種）    

中学校教諭（専修）    

高等学校教諭（専修）    

養護教諭（一種）   

養護教諭（二種）（66 条の 6 に定める科目）   

栄養教諭（一種）   

栄養教諭（専修）   

合計部数 
Total number of copies      通 合計金額 （500 円/通） 

Total amount（500 yen per one copy） 
※内部進学は無料 
                                    円 

 
大 学 記 載 欄 

受付日  ／    作成者  確認者  領収書番号  

入金確認  ／ 本人確認 運転免許証・健康保険証・その他（     ） 交付・発送日  ／   交付・発行 

証番号       




