
指導教員の確認印
（又はサイン）
Supervisor's

Seal/Signature

月曜日
Monday

火曜日
Tuesday

水曜日
Wednesday

木曜日
Thursday

金曜日
Friday

COMMUTE DECLARATION OF RESEARCH STUDENT 
(FOR A STUDENT COMMUTER PASS)

所　　　属
Faculty/Department

携帯電話番号
Mobile Phone

大学での研究状況（内容を具体的に記入）
Research activities at campus (in details)

（注）虚偽の記載があった場合は、通学証明書を発行しません。既に通学定期券を購入した場合は、
鉄道会社に通報します。
Note: If we find any false information in the form, we do not issue the certificate. In case you have
already purchased a student commuter pass, we will inform the railroad company.

研究生通学状況申告票（通学証明書発行用）

下記のとおり、大学に週４日以上通学していることを申告します。
I hereby declare that I attend school more than 4 days a week as follows:

学籍番号
ID number

氏　　　名
Name



No.　　　　　　　 No.　　　　　　　

（ 才） 女 （ 才） 女

電話 電話

学部 学科 講座 学年 学部 学科 講座 学年

大学院 研究科 専攻 （年次） 大学院 研究科 専攻 （年次）

駅 駅間 経由 駅 駅間 経由

平成 年 月 日から 平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで 平成 年 月 日まで

平成　　　年　　月　　日　発行 平成 年 月 日　発行

注意 証 学校所在地 東京都文京区大塚2丁目1番1号
1. 次により発行する。但し土曜日は発行しない。 学校名 お茶の水女子大学

①　10時20分までに申請した場合は12時までに発行する。 明 学校代表者氏名 羽入佐和子
②　13時10分　　　　　　　〃　　　　 　15時    　　〃

2.　次により交付申請すること。 1.　この証明書の有効期間は、発行の日から上記の期限まで（1ヶ月間）です。

①　右肩に学生証を添付する。 2.　この証明書のうち、※印の欄以外の記入事項は、発行者が記入してください。

②　左右の欄内を全て記入する。 3.　この証明書のうち、※印の欄は、通学者が記入してください。

③　鉛筆使用は不可。 4.　この証明書に記入した事項を訂正した場合は、※印欄の記入事項については

④　有効期間の1.3.6ヶ月の該当数字を○で囲む。 　　通学者の認印、その他の記入事項については代表者の職印のないものは、

⑤　通学証明書又は通学定期乗車券を紛失した場合は下欄のいづれかを○で囲み、 　　使用できません。

紛失年月日を記入する。

下欄には記入しないで下さい。

平成 年 月 日 年 月 日まで
（発行駅） （乗車券番号） （発行年月日）

（基本運賃） （発売運賃） （差額運賃）

通学証明書 通学証明書
学校種別

又は指定番号 大　学 区分

通学者の氏名・ 通学者の氏名・
年齢及び性別 年齢及び性別

通 学 者の 通学者の
居　住　地 居住地

部科及び学年 部科及び学年

身分証明書 身分証明書
番　　　　号 番号

通 学 区 間 通学区間

通学定期乗車券の有効期間 1.　　　3.　　　6　　ヶ月 通学定期乗車券の有効期間

　 学生課への連絡欄

1.  　　3.　  　6 　ヶ月

※　通学定期乗車券の使用開始日 ※　通学定期乗車券の使用開始日

通学証明書の有効期限 通学証明書の有効期限

通学証明書紛失・通学定期乗車券紛失

 契   契 
控 

 

代表者 

職 印 

この色の部分のみ記入してください。 

別シートにある 

研究生通学状況申告票（通学証明書発行用）も 

忘れずに記入し、担当教員の確認印（サイン）を 



No.　　　　　　　 No.　　　　　　　

（ 才） 女 （ 才） 女

電話 電話

学部 学科 講座 学年 学部 学科 講座 学年

大学院 研究科 専攻 （年次） 大学院 研究科 専攻 （年次）

駅 駅間 経由 駅 駅間 経由

平成 年 月 日から 平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで 平成 年 月 日まで

平成　　　年　　月　　日　発行 平成 年 月 日　発行

注意 証 学校所在地 東京都文京区大塚2丁目1番1号
1. 次により発行する。但し土曜日は発行しない。 学校名 お茶の水女子大学

①　10時20分までに申請した場合は12時までに発行する。 明 学校代表者氏名 羽入佐和子
②　13時10分　　　　　　　〃　　　　 　15時    　　〃

2.　次により交付申請すること。 1.　この証明書の有効期間は、発行の日から上記の期限まで（1ヶ月間）です。

①　右肩に学生証を添付する。 2.　この証明書のうち、※印の欄以外の記入事項は、発行者が記入してください。

②　左右の欄内を全て記入する。 3.　この証明書のうち、※印の欄は、通学者が記入してください。

③　鉛筆使用は不可。 4.　この証明書に記入した事項を訂正した場合は、※印欄の記入事項については

④　有効期間の1.3.6ヶ月の該当数字を○で囲む。 　　通学者の認印、その他の記入事項については代表者の職印のないものは、

⑤　通学証明書又は通学定期乗車券を紛失した場合は下欄のいづれかを○で囲み、 　　使用できません。

紛失年月日を記入する。

下欄には記入しないで下さい。

平成 年 月 日 年 月 日まで
（発行駅） （乗車券番号） （発行年月日）

（基本運賃） （発売運賃） （差額運賃）

大　学 区分
学校種別

又は指定番号

通学証明書 通学証明書

通学者の氏名・
年齢及び性別

通学者の
居住地

部科及び学年

通学証明書の有効期限

身分証明書
番号

通学区間通 学 区 間

通学定期乗車券の有効期間

※　通学定期乗車券の使用開始日

通学証明書の有効期限

通学定期乗車券の有効期間 1.  　　3.　  　6 　ヶ月

※　通学定期乗車券の使用開始日

通学者の氏名・
年齢及び性別

通 学 者の
居　住　地

部科及び学年

　 学生課への連絡欄

1.　　　3.　　　6　　ヶ月

通学証明書紛失・通学定期乗車券紛失

身分証明書
番　　　　号

 契   契 
控 

 

代表者 

職 印 


