
 

 

西暦     年    月   日 

Date:       /       /      / 

 

静岡県立大学長 様 

To the University of Shizuoka President, 

 

 私は静岡県立大学に入学したうえは、学則及び諸規則を守り、学業に励み、学生の本分にそむ

かないことを誓います。また、私の在学中の個人情報を、貴大学が必要と認める場合に、貴大学

に届け出た保証人（外国人留学生の場合は連絡先）に対して提供することに同意します。 

 Once enrolled in the University of Shizuoka, I undertake to follow the school’s regulations and rules, 

diligently pursue my studies, and uphold the responsibility of being a student. In addition, while I am 

a student at the university, I agree to allow the university to send personal information to my guardian 

(or contact person for international students) if it is deemed necessary.  

 

〔本 人〕For the Student 

学部 School 

学府・研究科 Graduate School 

    

学部 School  学府・研究科 Graduate School 

学科 Division / Department 

専攻 Graduate Program / Division 

                                              

学科 Division / Department   専攻 Graduate Program / Division  

フ リ ガ ナ     

(Japanese reading, katakana) 
 

氏 名 

Name (Last, First) 

㊞ 

SEAL 

生年月日 
Date of Birth 

西暦         年    月    日生 
                  /        /       / 

 

上記の者が貴大学に在学中、その身元を保証し、行動について責任を引き受けます。 

 （上記の者が外国人留学生の場合は、「連絡先」となることを引き受けます。） 

  While the above-mentioned person is a student at the university, I vouch for their identity and take 

responsibility for the student’s actions. 

 (While the above-mentioned person is an International Student at the university, I undertake to be 

their “contact person”.) 

 

 

(裏面に続く) 

(Please turn over.) 

宣誓書・保証書 

Written Oath-Guarantor/Contact Form 



〔保証人〕 〔外国人留学生の場合は、日本国内連絡先を記入してください。ただし、在留資格が「留学」で 

ある外国人留学生の場合は、日本国内連絡先が見つからなければ記入しなくて結構です。〕 

〔International Students: Please enter your contact person’s information in Japan. However, if your status of 

residence is “student” and you do not have a contact person in Japan, it is not necessary to enter the 

information in Japan. 〕  
 

フ リ ガ ナ 

(Japanese reading, katakana)  

氏 名 

Name (Last, First) 

㊞ 

SEAL 

生年月日 

Date of Birth 

   西暦       年     月    日生 

                 /        /      / 

本人との関係 

Relationship to the student 
 

住  所 

Address 

〒    － 

電話番号 

Telephone number 
 

緊急時電話番号 
Emergency contact 
telephone number 

 

E メールアドレス 

Email address 
              ＠ 

 

〔出身本国連絡先〕 〔在留資格が「留学」である外国人留学生は、必ず記入してください。〕 
〔Home Country Contact Person〕〔Please enter the information if your status of residence is “student”.〕 
 

フ リ ガ ナ  

 (Japanese reading, katakana) 
 

氏 名 

Name (Last, First)  

生年月日 

Date of Birth 

   西暦       年     月    日生 

                 /        /        / 

本人との関係 

Relationship to the student 
  

住  所 

Address 

 

電話番号 

Telephone number 
 

緊急時電話番号 
Emergency contact 
telephone number 

 

E メールアドレス 

Email address 
              ＠ 

 


