
＜卒業証書・学位記並びに修了証書授与当日のスケジュール＞ 

ご卒業おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。卒業証書・学位記並びに修

了証書授与当日のスケジュールにつきまして、下記のとおりご案内申し上げますので、ご

確認ください。 

 

記 

 

■ 卒業式及び卒業祝賀会の中止について 

国内での新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、3月 22日（日）にグランドプリンス

ホテル新高輪にて開催を予定しておりました卒業式、及び両キャンパスで開催を予定して

おりました卒業祝賀会の中止を決定いたしました。皆様には心よりお詫び申し上げます。 

■卒業証書・学位記並びに修了証書授与、教員免許状等交付 

【渋谷キャンパス】 

法学部  11時 00分開始 

経済学部 13時 00分開始 

文学部  15時 00分開始 

神道文化学部・神道学専攻科・別科神道専修 15時 00分開始 

【たまプラーザキャンパス】 

人間開発学部 11時 00分開始 

【注意事項】 

① 学科・クラス別に授与教室が指定されています。授与教室は、大学ホームページ掲

載の授与教室一覧また当日の学内掲示で確認してください。 

② 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。事前に必要事項をご記入のうえ、ご持参ください。 

③ 卒業証書に記載された氏名の文字訂正は、当日のみの受付となります。 

④ 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。 

■新型コロナウィルス感染症対策について 

感染リスクを低減させるため、発熱されている方は参加を見合わせていただくととも

に、ご父母の皆様の卒業証書等授与教室への入室はご遠慮ください。また、来校される際

はマスクを着用のうえ、各棟に設置した消毒液をご利用ください。 

なお、新型コロナウィルス感染症に関する国内の状況に大きな変化があった場合には、

さらなる変更が生じる可能性があることをご承知おきください。詳細は本学ホームページ

でお知らせいたします。 

 卒業生の皆様におかれましては、ご賢察をたまわり、ご理解くださいますよう何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

 

以上 



＜ 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 

○卒業証明書・成績証明書は 3月 23日（月）から 3月 29日（日）まで、各 1通ずつ無料でコンビニエンスストアに

て発行できます。詳細は大学 HP「証明書発行（在学生）」を参照。専攻科・別科生は、修了証書授与教室にてお

渡しします。コンビニエンスストアでの発行はできません。 

○「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」は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 26日（木）17時 00分以降 から 4月 1日（水）14時 00分まで 

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

○4月 3日（金）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 HP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 7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 HP「証明書発行（在学

生）」の「令和 2年 3月卒業予定者へ」を参照）。 
 

３．卒業証書等授与式を欠席される方の「卒業証書」の受取について 

○3月 23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）。 
 

４．『卒業時調査』の記入について（お願い） 

今後の学修内容やカリキュラムの改善に役立てるため、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

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 3月 21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。なお、健康診断証明書のみコンビニエンスストアで発行できます（3月 22日(日)9時 00分まで）。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 3月 31日(火)です。 

 

Ⅳ．校友課から 
 『卒業生住所調査票』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、 

『卒業生住所調査票』への記入をお願いします。また、卒業後、住所･氏名･電話番号･メールアドレス･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：令和　　　 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。

■個人情報の取り扱いに関する同意について

ご提出いただく個人情報につきまして、卒業証書等受領書・卒業生住所調査・卒業生進路調査票・卒業時調査の提出
をもって、「個人情報の取り扱い」に記載する利用目的の範囲内で同意いただけたものとさせていただきます。

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)　

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　　
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

介護等体験証明書

卒業生住所調査

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 

〒

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

卒業後の住所

印 印
本人との
関　　係

卒　　業　　証　　書

氏名

卒業証書等受領書

所属 学科 4 年 組

学科記号 学籍番号・氏名は丁寧に記載願います。



國學院大學 卒業時調査のお願い 

学長 針本 正行 

ご卒業おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。本学では令和元年度より、卒業生に対して、

学生生活の満足度や学修成果に関する調査を実施し、学修内容やカリキュラム編成の改善に役立てること

としました。何卒ご協力くださいますようお願いいたします。 

1. 入学年度＜必須＞ 

平成     年度 

2. 卒業した学科（法学部の場合は専攻）＜必須＞ 

           学科または専攻 

3. 卒業にあたり、大学生活にどの程度満足していますか。該当する番号をお書きください。＜必須＞ 

1 とても不満 2 不満足 3 やや不満足 4 やや満足 5 満足 6 とても満足  回答 ＿＿＿ 

4. 本学全体の学位授与方針に定められた以下の資質や能力は身についたと思いますか。該当する番号を回

答欄にお書きください。＜必須＞ 

1 あてはまらない 2 少しあてはまらない 3 少しあてはまる 4 あてはまる 

① 日本に対する理解が深まった。（日本に関することであれば分野は問わない） 回答①＿＿＿ 

② これからの人生に必要な知識や技能が身についた。 回答②＿＿＿ 

③ 現代社会を生きていくために必要な思考力・判断力・表現力が身についた。 回答③＿＿＿ 

④ グローバル化する社会で多様な人々とともに協働して学ぶ態度が身についた。 回答④＿＿＿ 

5. 以下の能力等が身についた、または体験が得られたと思いますか。該当する番号を回答欄にお書きくだ

さい。＜必須＞ 

1 あてはまらない 2 少しあてはまらない 3 少しあてはまる 4 あてはまる 

① 建学の精神と神道精神を理解し、日本文化を説明できる力 回答①＿＿＿ 

② 日本語を正確に読み、表現する力 回答②＿＿＿ 

③ 外国語によるコミュニケーション能力 回答③＿＿＿ 

④ コンピュータを活用した学修力（情報や文献の検索能力、情報の選択眼や読解力等） 回答④＿＿＿ 

⑤ 数値に基づいて思考し、論証する力 回答⑤＿＿＿ 

⑥ 客観的事実に基づいて論理的に思考し、その過程や結果を他者へ説明する力 回答⑥＿＿＿ 

⑦ 法律や規則など、社会のルールを理解する力 回答⑦＿＿＿ 

⑧ 他者の価値観を尊重し、異文化を受容する力 回答⑧＿＿＿ 

⑨ 他者と協働して、最適な解を導き出そうとする体験 回答⑨＿＿＿ 

⑩ 主体性をもった市民としての協働意識や参加意識の自覚。またはそれらを培う体験 回答⑩＿＿＿ 

⑪ 身体的な負荷や精神的な負荷（ストレスなど）を意欲に変える力 回答⑪＿＿＿ 

⑫ 上記の他にどのような力が身についたと思いますか。以下の欄にお書きください。＜任意＞ 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

6. 本学に対する意見や後輩へのアドバイスをお願いします。＜任意＞ 

                                              

                                              


