
平成 30 年度 （第 127 期） 

卒業式のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊矢印の先、楕円形の建物が式場「飛天」 

 

 

 

 

 

渋谷キャンパス 〒150‐8440 東京都渋谷区東 4‐10‐28 

  （代表） 03-5466-0111 （教務課）03-5466-0135 （学生生活課） 03-5466-0145  

（ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ課）03-5466-0151 （校友課）03-5466-0131 

 

横浜たまプラーザキャンパス 〒225 - 0003 神奈川県横浜市青葉区新石川 3- 22 -1 

       （代表） 045-904-7700 （たまプラーザ事務課） 

 

 

 

「卒業証書・学位記並びに修了証書授与 

教員免許状、卒業証明書等交付」 

 

【文学部・神道文化学部・法学部・経済学部 

専攻科・別科】 

本学 渋谷キャンパス 

 
【人間開発学部】 

本学 横浜たまプラーザキャンパス 

 

「卒業式」 

グランドプリンスホテル新高輪 

式場「飛天」 

交通：新幹線・JR線・京浜急行「品川駅」 

(高輪口)から徒歩約 5分 
〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1  TEL:03-3442-1111 



＜卒業式当日のスケジュール＞ 
 

 ご卒業おめでとうございます。下記により卒業式を挙行しますので、ご出席ください。 
 

 

記 
 

Ⅰ.卒 業 式 

  【日時】 平成 31年 3月 17日（日） 

経済学部・法学部・人間開発学部：10時開始 

（開場時間 9時から 9時 45分までに必ず入場してください。） 

文学部・神道文化学部・神道学専攻科・別科神道専修：13時開始 

（開場時間 12時から 12時 45分までに必ず入場してください。） 

         ○ 入場後は、係員の指示により着席してください。 

         ○ 荷物はなるべく持ち込まないようにしてください。 

※ 式典開始後は入場をお断りする場合があります。 

  【場所】 グランドプリンスホテル新高輪「飛天」 

◆新幹線・JR線・京浜急行「品川駅」(高輪口)から徒歩約 5分 

 

 

Ⅱ.卒業証書・学位記並びに修了証書授与、教員免許状・卒業証明書等交付 
  【時刻】 式典終了後 

経済学部・法学部：13時 00分 

人間開発学部：13時 30分 

        文学部・神道文化学部・神道学専攻科・別科神道専修：16時 00分 

  【場所】 文学部・経済学部・法学部・神道文化学部・専攻科・別科：本学 渋谷キャンパス 

       人間開発学部：本学 横浜たまプラーザキャンパス 

※学科・クラス別に指定教室にて授与 

※教室は当日、「卒業式しおり」（当日配布）及び学内掲示で確認してください。 

     ○ 卒業証書は、『学生証』及び『卒業証書等受領書（兼卒業生住所調査・進路調査票）』と 

引き換えに授与します。必要事項をご記入の上、当日必ずご持参ください。 

      ○ 卒業証書授与の際に、「卒業証明書」「成績証明書」各１通（1組）をお渡しします（無料）。 

     ※卒業証書の氏名文字の訂正は当日のみ受付をいたします。当日以降は受付いたしません。 

※大学周辺には駐車場がないため、自家用車での来校は固くお断りしております。 

 

Ⅲ..卒 業 祝 賀 会 

  【時刻】 卒業証書等授与終了後 

  【場所】 文 学 部：多目的ホール（ＡＭＣ1階）       17時 00分開始予定 

       経 済 学 部：メモリアルレストラン（3号館 2階）  14時 00分開始予定 

       法 学 部：和(NAGOMI)（3号館 1階）       14時 00分開始予定 

      神道文化学部・専攻科・別科：有栖川宮記念ホール（若木タワー18階）17時 00分開始予定 

      人間開発学部：スカイレストラン「ヒルトップ」（若木 21・5階）  14時 30分開始予定 

 
 



 

＜ 大 学 か ら の お 知 ら せ＞ 

渋谷キャンパス各課・たまプラーザ事務課 

Ⅰ．教務課から 

 １．『卒業証書等受領書』について 

  ○卒業証書は、『卒業証書等受領書（兼卒業生住所調査・進路調査票）』と引き換えに授与します。 

→必要事項を記入し、署名押印のうえ、卒業式当日に必ず持参してください。 

 ２．卒業証明書・成績証明書等の交付について 

  ○卒業証書授与の際に、「卒業証明書」「成績証明書」各１通（1組）をお渡しします（無料）。 

  ○「卒業証明書」「成績証明書」について、追加で必要な場合は、卒業式当日以降に、稼働時間を確認のうえ大学内の

「証明書自動発行機」で取得してください（和文1通:400円）。※英文（1通:1000円）は証明書自動発行機での

発行はできません。窓口にてお申し込みください。 

→発行には在学時の学籍番号とパスワードが必要となるため、「学生証」返却前に控えておいてください。 

○「証明書自動発行機」の年度更新処理のため、下記の期間は証明書の発行、申し込みともに休止します。 

《休止期間》渋 谷  3月 27日（水）17時 00分以降 から 4月 1日（月）13時 00分まで 

たまプラーザ 3月 26日（火）16時 30分以降 から 4月 1日(月)終日まで 

○4月 3日（水）以降は、卒業生として郵便によるお申し込みも可能です（詳細と申請書フォームは大学ホーム

ページを参照）。   

○教職や資格課程の「単位修得証明書」及び他機関による「指定用紙の証明書」は、即日発行できません。 

3 月 9 日(土)までに各学部メインキャンパスにて予約申請をおこなえば、卒業式当日に交付します。基礎免許

状の一括申請をしていない場合や、副免許申請で「単位修得証明書（学力に関する証明書）」が必要な場合は、

お住まいの都道府県教育委員会に確認のうえ、事前にお申し込みください（詳細は大学ホームページを参照）。 

 ３．卒業式を欠席される方の「卒業証書」の受取について 

○3月 18日（月）以降に、各学部メインキャンパスでお受け取りください（卒業証書の郵送は一切できません）。 

 

Ⅱ．キャリアサポート課から 

 『卒業生進路調査票』の記入について（お願い） 

  ○卒業生の進路について、各大学は毎年、文部科学省に報告することが義務付けられています（提出するデー 

タには個人を特定する情報は含まれません）。また、卒業生の就職状況を把握し、今後の本学の就職支援に役立

てたいと考えております。このため、卒業後の進路を『卒業生進路調査票』に記入願います。 

なお、『卒業生進路調査票』内容に不明な箇所がある方、及び未提出の方には、卒業式後に問い合わせをする場

合もありますので、ご了承ください。 

 

Ⅲ．学生生活課から 

 １．「学生証」の回収について 

  ○卒業証書授与の際、「学生証」を回収します。当日、必ずご持参ください。 

 ２．「健康診断証明書」・「学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）」の発行について 

  ○「健康診断証明書」及び「学割証」は平成 31年 3月 16日（土）（渋谷 17時 00分／たまプラーザ 16時 30分）

まで発行します。必要な場合は、早めに「証明書自動発行機」で取得してください。また「学割証」を利用

する際には「学生証」の提示が必要ですので、できるだけ卒業式前に有効期間の乗車券を購入してください。

なお、「学割証」の有効期限は平成 31年 3月 31日（日）です。 

 

Ⅳ．校友課から 

 『卒業生住所調査』の記入について（お願い） 

○本学では卒業生との繋がりを大切にしております。卒業生の連絡先の正確性、最新性を確保するため、 

『卒業生住所調査』への記入をお願いします。また、卒業後、住所･氏名･勤務先などに変更があった場合は、校

友課までご連絡ください。 

〒150－8440 東京都渋谷区東 4－10－28 國學院大學総務部校友課 

TEL 03－5466－0131  FAX 03－5466－0185 

E-Mail:soumu-kouyu@kokugakuin.ac.jp（大学 HP→「卒業生」→「住所変更などのご連絡」からも送信できます。） 



卒業証書等受領書 兼 卒業生住所調査、卒業生進路調査票 

個人情報の取り扱い 

  

國學院大學では、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取り

扱いに努め、安全管理のために必要な措置を講じています。  

この度、卒業証書授与の際に提出していただく、「卒業証書等受領書 兼 卒業生住所

調査、卒業生進路調査票」は以下に記載されている範囲についてのみ利用し、本人の同 

意なく第三者へ提供することはいたしません。  

また、業務の一部（データ入力等）については、國學院大學より機密保持契約を締結

した業者でのみ行います。業務委託に際しては、学校法人國學院大學個人情報の保護に 

関する規程、ならびに國學院大學個人情報に関する規程に則り、業者に対して業務委託 

を遂行するために必要な範囲で、提出された個人情報を提供し、適切に取り扱います。 

  

卒業生住所調査 

担当部署：総務部校友課  

共同利用：一般財団法人 國學院大學院友会  

共同利用目的：卒業生の住所管理、国・各種団体への進路統計データ報告、機関紙や院友会

の案内送付、在学生支援協力  

共同利用項目：氏名、旧姓、生年月日、卒期、学部学科、住所、電話番号、勤務先、メール

アドレス 

※共同利用する一般財団法人 國學院大學院友会は、國學院大學と同様、個人情報保護 

に必要な安全措置を講じております。  

  

卒業生進路調査票 

担当部署：学生事務部キャリアサポート課  

利用目的：国・各種団体への進路統計データ報告、在学生就職支援  

※国・各種団体への進路統計データの報告には、個人を特定する情報は含みません。  

  

【お問い合わせ先】  

■卒業生住所調査  

総務部校友課 

（TEL：03-5466-0131  E-mail：soumu-kouyu@kokugakuin.ac.jp） 

■卒業生進路調査  

学生事務部キャリアサポート課  

（TEL：03-5466-0151  E-mail：syu-syoku@kokugakuin.ac.jp） 



受領日：平成　　　 年　　 　月　　　 日

卒業証書等を受領しました。

学籍番号

☆代理人が受領する場合 〔代理人〕
　　のみ右欄も記入のこと

（下記の受領された該当箇所に○印、教員免許(中・高)は教科も記入）

社会教育主事になるための単位修得証明書

学校図書館司書教諭講習修了証書

学芸員になるための単位修得証明書

幼稚園教諭一種免許状 図書館司書になるための単位修得証明書

小学校教諭一種免許状 スポーツ指導基礎資格（財団法人日本体育協会公認）


中学校教諭１種免許状（教科：　　　　　　　　・　　　　　　　） 水泳指導員（財団法人日本体育協会公認）

高等学校教諭１種免許状（教科：　　　　　　 ・　　　　　　　） 副専攻プログラム修了証

※現時点で卒業後の住所が正確にわからない場合は実家住所を記入し、後日校友課へお知らせください。
〒 住所は都道府県からアパート・マンション名も記入してください。

TEL（携帯）　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－

※太枠内をご記入ください（選択肢のある箇所は、番号を記入してください）。

※Ｋ－ＳＭＡＰＹⅡですでに登録された方も、このシートに必ず記載願います。

10：一般企業（含　自営・非営利）　　20：公務員　　30：教員　　40：神職　　50：進学　　60：未就職
正式名称を記載願います。（例　○○○株式会社）

1：Uターン就職
業種区分 2：それ以外

（記入不要） 出身都道府県コード（記入不要）

　〈就職をされる方〉　＊太枠内に番号・数字等を記入してください。

A．.一般企業

　　及び団体

B.　公 務 員 ＊合格試験区分を選び番号を記入してください。

C.　教　　員

１：専任教諭　　　　２：常勤講師　　　３：非常勤講師(時間給講師)　　　

D.　神　　職 １：専業　　２：兼業

１：神主　　　　　　　２：巫女　　　　　　　３：事務職　　　　　　４：宮内庁(掌典職)　　　５：その他

　〈進学をされる方〉　＊太枠内に番号・数字等を記入してください。※法科大学院の場合は○○大学法科大学院と記載。

　〈未就職・その他の方〉　＊太枠内に番号・数字等を記入してください。

　〈全卒業生の方〉　　＊下記情報は、OB・OG訪問を希望する在学生に対して公開をいたします。

理　　由
１：就職活動継続　　２：公務員再受験　３：教職再受験　４：科目等履修生

その他
５：進学準備　６：家事手伝い　　７：フリーター　８：その他（右欄に内容を記入してください）

OB・OG訪問にご協力頂ける方は、学生へ公開可能な電話番号・
メールアドレスをご記入ください。
学生へ公開する情報は、氏名・所属・卒業年・進路先・連絡先（右
情報）です。

電話番号（記入した場合のみ公開） メールアドレス（記入した場合のみ公開）

採用区分

進学区分
１：大学院　２：大学　３：海外留学　４：専攻科

進学先名称
５：専門学校　　６：その他　　７：法科大学院

採用教科
１：国語　２：社会　３：書道　４：地歴　５：公民　６：商業　７：英語　８：情報　９：小学校全科　10：保健体育
99：その他（学習補助・実験助手他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

業　態
兼業

奉職先名称

55：政令指定都市　56：市役所・町村役場　58：警察官　59：消防官　89：その他の地方公務員

採用形態(私立)

学校区分
１：小学校　　２：中学校　　３：高等学校　　４：小中一貫校　　５：中高一貫校　　　６：特別支援学校
７：幼稚園　　８：保育園　　９：こども園　　10：その他の学校(フリースクール等)

採用形態(公立) １：専任教諭　２：臨時任用教員(代替含)　３：非常勤講師(時間給講師)　４：非常勤職員(学習補助等)　

２：契約社員（雇用期間１年以上、週30時間以上勤務）　　３：契約社員（雇用期間１年以上、週30時間未満勤務）
４：派遣社員（雇用期間1年以上、週30時間以上勤務）　　５：派遣社員（雇用期間１年以上、週30時間未満勤務）
６：契約社員（雇用期間1年未満）・派遣社員（雇用期間1年未満）　　７：アルバイト

〒

職　　種
１：総合職　　２：一般職　　１０：司書　　２０：学芸員　　３０：社会教育主事

９９：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　１００：未定

１：国家公務員総合職　２：国家公務員一般職　３：国税専門官　４：労働基準監督官　５：法務教官　６：皇宮護衛官
７：刑務官　８：外務専門職　９：裁判所事務官総合職　10：裁判所事務官一般職　11：防衛省職員一般職　12：国立国会図書館総合職
13：国立国会図書館一般職 14：航空管制官 15：衆・参議院事務局総合職 16：衆・参議院事務局一般職 
19：自衛官　20：海上保安庁　49：その他の国家公務員　51：都道府県庁上級　52：都道府県庁中級　54：東京特別区

卒業生進路調査票

決定進路

就職・進路先
（赴任校名）

事業内容

（職種を記載しないでください。記入例：銀行、商社、不動産業など）

Ｕﾀｰﾝ
下記に本社所在地や赴任先学校の住所を番地まで記入してください。
赴任先学校が決定しない場合は分かる範囲で記入ください。

本社所在地
（記入不要）

形　　態

１：正社員　　

卒業後の住所

学科記号 学籍番号・氏名は丁寧に記載願います。

氏名 印 印
本人との
関　　係

卒　　業　　証　　書

介護等体験証明書

卒業生住所調査

卒業証書等受領書

所属 学科 4 年 組 番


