
立大証第 9999999999999 号 

 
 
 

在 学 期 間 証 明 書 
 
 
 
氏   名：△△ △△ 

（9999 年 99 月 99 日生） 
学生証番号：99999999999 
 
 

下記のとおり相違ないことを証明する。 
 
 

記 
 
△学部 △学科 △専攻 
△プログラム 
9999 年 99 月 99 日 入学 
9999 年 99 月 99 日～9999 年 99 月 99 日 在学 
9999 年 99 月 99 日～9999 年 99 月 99 日 休学 
9999 年 99 月 99 日～9999 年 99 月 99 日 在学 
 
 
 
（参考） 
立命館大学学籍に関する規程（抜粋） 
第3条 休学期間は、前期、後期または当該学年の 1 年のいずれかを単位とする。 
2 前項にかかわらず、学期または学年の開始日以後に休学の許可をしたときは、当該許可日を休学の開始日とする。 
3 学期または学年の開始日から前項の休学開始日の前日までを休学期間とみなす。 

 
 9999 年 99 月 99 日 
 
 京都市中京区西ノ京朱雀町 1 番地 

 立命館大学長 川 口 清 史 

※留意事項 

①「卒業」「退学」「除籍」の履歴は記載しない 

②休学履歴がある場合は休学期間と規程を記載する

③休学の適用開始日が学期開始日ではない場合も、

学期開始日にみなして表記する。 

SAMPLE

SAMPLE



No.99999999999 

Month 99, 2013 

 

CERTIFICATE OF ATTENDANCE 
 

Name ： △△△△△△△△△△ 

Date of birth ： Month 99, 9999 

Student ID Number  ： 99999999999 

 

This is to certify that the person named above was enrolled in good standing 

as an undergraduate student at Ritsumeikan University with the following 

record.    

 

 

College of △△ 

Department of △△ 

Major in △△ 

 

 

Date of Admission：Month 99, 9999 

Period of Enrollment：Month 99, 9999   Month 99, 9999 

Period of Leave of Absence：Month 99, 9999   Month 99, 9999 

Period of Enrollment：Month 99, 9999   Month 99, 9999 

 

Note: If the person took a leave of absence, then the above period of enrollment includes any leaves of absence 

taken during that period. 

Ritsumeikan University Regulations on Student Status: 

Article 3. Leave of absence shall be taken for the duration of first semester, the second semester, or one whole 

academic year. 

2. Notwithstanding the preceding paragraph, if leave of absence is granted after the start of the semester or 

academic year, the starting date shall be the date on which the leave of absence was approved. 

3. The period from the start of the semester or academic year and the starting date of the leave of absence 

under the preceding paragraph shall also be counted as leave of absence. 

 

    
Dr. KAWAGUCHI Kiyofumi  

President 

Ritsumeikan University 

1 Nishinokyo-Suzaku-cho, Nakagyo-ku, 

Kyoto, JAPAN 
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