早稲田大学人間科学部長／大学院人間科学研究科長 殿
早稲田大学スポーツ科学部長／大学院スポーツ科学研究科長 殿
To the Dean of the School of Human Sciences/Graduate School of Human Sciences, Waseda University,
To the Dean of the School of Sport Sciences/Graduate School of Sport Sciences, Waseda University,

通称名使用願
Request for Use of Preferred Name
私は、以下のとおり通称名を使用したいので、ご許可願います。なお、通称名と本名との認証に関しては、私の
責任において行います。
I hereby request approval to use my preferred name as presented below. I acknowledge that I am responsible for any
unforeseen consequences regarding my choice of name.
年/Year

提出年月日 / Date of Submission

／

月/Month

／

日/Day

学籍番号（8 桁） [新入生: 受験番号（5 桁）] / Student
Number(8 digits)
［New Student :Examinee's Number(5 digits) ]
申請者本名（自署）
Name of Applicant (Signature of the applicant
him/herself)
カナ表記 / Written in KANA
ローマ字表記 / Written in Roman Characters

姓 Family name

名 First name

姓 Family name

名 First name

国籍 / Nationality
通称名 / Preferred Name
※本名と併記する場合は併記して記載
If you write both your preferred name and
legal name, one of them must be written
in paratheses.
Ex) 早稲田（大隈） 花子
カナ通称名 / Written in KANA
ローマ字表記 / Written in Roman Characters

理由/ Reason
1
使用希望理由
Reason
for the Request

2

※該当欄に
☑を記入
Fill in the
corresponding
column
with ☑.

3

□
□

□

必要書類/ Required documents

本人の「住民票」に記載されている通称名の使用を希望する。
例：外国人学生の場合等 / I would like to use my preferred name as
written in my "Residence Record." Examples: International students,
etc.
婚姻、または養子縁組により改姓したが、教育研究活動における継続
性を維持するため（他理由の場合は「③その他」）旧姓の使用を希望
する。 / Due to marriage or adoption, my family name is legally
different from before; however, I would like to continue to use my
original family name for academic purposes. (when the reason is other
than marriage or adoption, check the box of ③Other)
その他（裏面に理由を記入） / Other (Please provide the reason on the
reverse side)
例：戸籍上の氏名を使用することで本人に重大な不利益が生ずる理由
がある場合、自認する性に基づく通称名の使用を希望する場合など。
（裏面「注意事項.1」に不安がある場合、GS センターに相談できます。）
/ Examples： “There is a reason why the use of the person's name on
the legal document would be seriously detrimental to the person" and
"The person wishes to use a preferred name based on their gender
identity." (If you are unsure about "Note 1" on the reverse side, you can
contact the Gender and Sexuality Center for advice.)

住民票 / Residence Record ( juminhyo)
現在の姓と旧姓が判別可能な公的証明書 /
certificates that can distinguish your legal
name and your previous family name.
※例：戸籍謄本、戸籍抄本、パスポート
residence card, passport, or any other
documents

本名

通称名

所属事務所

承認

教育企画課

併記する
通称名を使用
発行時に本人が選択する
発行時に本人に確認する

※申請学生は、所属箇所承認後の写しを卒業まで大切に保管してください。
Keep copies of this request form until graduation.

/ Ex)
legal

理 由 の 正 当 性 を 補 足 す る も の / Supplementary
reasons to demonstrate the legitimacy of your
request

**********以下事務所使用欄/Below for Office Use Only（何も記入しないでください/Please do not fill in）***********
区分
学生カード
学生証
出席簿/採点簿
証明書
学位記

Public
family

⇒

承認

＜注意事項／Notes＞
１．通称名使用を申請し承認された場合、修学・研究上の氏名はもとより、保証人等への連絡も含め、原則、学生生活上のあらゆ
る氏名が通称名となります。
If you apply for and receive approval to use your preferred name, your name will be used in all aspects of your life as a student, including correspondence
with your guarantor, etc., as well as in your studies and research.
２．大学届出口座名義の変更を伴う場合は、MyWaseda からお手続きください。また、奨学金を受給している方は、別途手続が必要

な場合がありますので、学生部奨学課までお問い合わせください。
If there will be a change in the bank account holder’s name you have given to the University, update your information on MyWaseda. If you are a
scholarship recipient, contact the Scholarships and Financial Assistance Section (Student Affairs Division) and confirm whether additional procedures will
be necessary.

３．各種証明書は、発行時に申請画面により、本名または通称名を選択することができます。
When you submit a request for official certificates, select which name, legal name or preferred name, you would like on the certificate when you fill
out the application online.

４．教職課程、司法試験、公務員採用試験等受験のための証明書は本名で発行してください。
When you request a certificate for a teacher training course, bar examination, or civil service examination, use your legal name on the application.

５．その他、通称名と本名との認証に関しては、本人の責任において行ってください。
I acknowledge that I am responsible for any unforeseen consequences regarding my choice of name.

（理由書 / Statement of Reasons for Requesting Use of Preferred Name）

※申請学生は、所属箇所承認後の写しを卒業まで大切に保管してください。
Keep copies of this request form until graduation.

