
（学内様式２） 
離学後の進路について 

外国人留学生のみなさま 

 
  日本で大学に在籍している期間、みなさんは「留学」という在留資格によって、日本に滞在する 
ことができていました。本学を離学されることに伴い、帰国される場合を除いて、引き続き日本に 
滞在する場合は、その活動内容に適した在留資格へ変更する必要がありますので注意してください。 

本学では、留学生のみなさんが離学された後も、ネットワークを保つために今後の連絡先等を把握 
していますので、以下の情報を正確に記入のうえ、各部局教務担当係へ必ず提出してください。 

  なお、大阪大学留学生賃貸住宅連帯保証制度を利用している場合、離学後は国際部長を保証人にはで  
  きませんので、引き続き当該住宅に住み続ける場合には、必ず賃貸借契約の変更を行い、他の人を連帯保証 
  人に立ててください。 
 ※以下に記載された情報は、法務省入国管理局への報告等、法的な報告義務が生じた時を除き、本人の了承 
  なしに本学外の第三者に公表されることはありません。 

    
氏   名  学籍番号  
部局名 情報科学研究科 

離学時の在籍身分 学部学生 ・ 大学院学生 ・ 研究生 
大阪大学を 

離学する事由・時期 
卒業・修了・退学・除籍・期間満了・その他（      ） 
（    年   月   日） 

現在の在留期限    年   月   日 

進学・就職先等 

ア 帰国（日本国外での進学・就職を含む） 
（帰国予定年月日：   年   月   日） 
（勤務/進学先：              職位/身分：          
住所：                 電話/FAX：          ） 

イ 日本国内で進学（進学先：            身分：       ） 
ウ 日本国内で就職（勤務先：             職位：         
 住所：                 電話/FAX：          ） 
エ その他（                  ） 

離学後の在留資格※            
(入国管理局への申請について：□未申請・□申請中・□許可済) 

離学後の連絡先 
（明確に記入） 

住  所：                                               
携帯電話番号：                                           
e-mail：                                                 

※日本に滞在できる在留資格を持つ予定の場合のみ記入してください。 

  
今後の進路については、以上のとおり相違ありません。 

 
記入年月日：    年   月   日  氏   名：                 



(Form2)             Re: Post Graduation Career 
 
To International Students, 
 

While you are a student at Osaka University, you are allowed to stay in Japan with the status of residence of “Student”.  

If you leave the university and plan to continue staying in Japan, please be aware that you are required to change your 

status of residence from “Student” to the one that allows an activity you will engage in.  Osaka University maintains 

contact information of graduates to keep the alumni network connected.  Please fill out the following form correctly, 

and submit to Educational Affairs of your school. If you are using the Osaka University Guarantor System for Rental 

Housing, please note that the Director of Department of International will no longer be able to act as your guarantor 

after you leave the university. If you plan to continue to live in the residence, please find an alternative guarantor and be 

sure to update your lease agreement accordingly.    

 
*Information given in this form will not be released to a third party without your consent except as required by law, 

such as a report to the Immigration Bureau of the Ministry of Justice etc. 
 

Name  Student No.  

Name of Faculty Graduate School of Information Science and Technology 

Student status in leaving Osaka 

University 

Graduate / Undergraduate Students / Research students / Auditor 

Credited Auditor / Special Research Student / Special Auditing Students 

Reason and date for leaving 

Osaka University 

Graduation / Completion / Withdrawal / Expulsion / Expiration 

    /    /     (mm/dd/yyyy) 

Period of Resident Status     /    /     (mm/dd/yyyy) 

Course after leaving Osaka 

University 

a) Leave（include study or work outside Japan） 

（the date of leaving ：    /    /     (mm/dd/yyyy)） 

（Organization：                         Position：                 

Address：                           Phone/Fax：            ） 

b) Study in Japan（School：                   Course：            ） 

c) Work in Japan（Organization：                   Position：               

Address：                                 Phone/Fax：                ） 

d) Other（                                 ） 

Resident Status after Leaving* 

                      

(Application to the Immigration Bureau: 

□Have not applied □Applying □Permitted 

Contact Address after Leaving 

(In detail) 

Address：                                              

Mobile No.：                                            

e-mail：                                               

*Please write your resident status if you plan to have a status which allows you to stay in Japan legally. 
 
I certify that all of the above information is correct to the best of my knowledge. 
 
Name:                                Date:    /    /     (mm/dd/yyyy) 


