2021 年秋入学

【日本語】外国籍学生は全員提出してください

学位記 氏名表記確認書
以下、記載内容を熟読し、同意したうえで、太枠内を記入して、パスポートのコピーを貼り付けてください。
修了時に授与する学位記は、この書類に記載された内容に基づき作成します。
学位記には、日本語と英語が併記されます。
学位記に記載される氏名は、以下の通り、パスポートの表記とします。
＜学位記の日本語部分＞
・パスポートの漢字氏名を記載します。
・パスポートに漢字氏名の記載がない場合は、アルファベット氏名を記載します。
・姓、名などの記載順は、パスポートのとおりとします。
＜学位記の英語部分＞
・パスポートのアルファベット氏名を記載します。
・姓、名などの記載順は、パスポートのとおりとします。
上記ルールに当てはまらない氏名での作成を希望する場合は、以下に✔を入れてください。
□ パスポート以外の氏名を記載したい（※以下に証拠書類を添付）
□ その他（
）
承諾した氏名表記によって不利益が生じたとしても、自己責任として異議申立ては受け付けません。
予めご了承ください。
研究科・専攻

研究科

専攻

学籍番号（10 桁）
学位記の氏名表記について、上記の内容を承諾します。

自筆署名欄

書類貼付欄（パスポートのコピーを貼ってください。）

Please see the information in English on the back.

【English】All international students are required to submit this form.

2021 Autumn Enrollment

Confirmation of Name on Diploma
After reading the following information carefully, please complete the form in the bold frame and attach a
copy of your passport.
The diploma that will be awarded upon completion of the program is based on the information stated in this form.
The diploma will be produced in both Japanese and English.
The name on your diploma will be produced according to the name on your “Passport” in principle.
＜Name on Diploma in Japanese＞
・“Chinese characters” on your passport will be used.
・If your passport does not list your name in “Chinese characters”, your name will be printed in alphabetic
letters as in your passport.
・The surname and the given name will be printed in the same order as in your passport.
＜Name on Diploma in English＞
・The alphabetic name in your passport will be printed.
・The surname and the given name will be printed in the same order as in your passport.
If you wish your name to be printed in a different way to the above, please tick ✔ the box below.
□ If you do not want to print the name as shown in your passport.
（※Please attach a copy of the officially authorized document below.）
□ Others（
）
Please note that any claims due to the inconveniences caused from the “Confirmation of Name on Diploma”
form that you submitted will not be accepted, as you are entirely responsible for all statements you make
on the “Confirmation of Name on Diploma” form.
Graduate School/
Course

Graduate School of

Course of

Student ID No
（10digits）
I agree the above statement about the name on my diploma.

Your Signature

【Please attach a copy of your passport or other.】

日本語は裏面をご確認下さい。

