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卒業・修了者の証明書自動発行機の利用について
この 3 月で卒業・修了される方の証明書自動発行機の利用についてお知らせします。
在学者を対象とする証明書（在学証明書、卒業・修了見込証明書、学割証等）が発行できるのは、卒
業・修了の前日（土日祝除く）までです。学割証は、卒業・修了日以降の発行及び利用はできません。
また、卒業・修了日から 3 月 31 日（月）12：00 までは、証明書自動発行機で現在の学生証と ECS-ID
パスワードを利用して卒業・修了証明書、成績証明書、健康診断証明書の発行が可能です。
なお、大学院進学や研究生（学部・研究科所属）等、卒業・修了後も継続して京都大学に在籍する場
合は、4 月 1 日以降も、新しい学生証とこれまでの ECS-ID パスワードを利用して、証明書の発行が可
能です。ただし、健康診断証明書については、4 月以降の発行はできません。
証明書自動発行機で発行可能な証明書の種類は、学部・研究科により異なりますのでご注意ください。

以下の期間は、証明書自動発行機を停止します。
停止期間：３月 31 日（月）12：00 ～

4 月 1 日（火）13：00

◆学部卒業生の証明書発行可能期間
≪医学部医学科≫

3 月 25 日（火）卒業

3 月 10 日（月）卒業

在学証明書
3 月 24 日（月）まで

3 月 7 日（金）まで

3 月 25 日（火）

3 月 10 日（月）

～3 月 31 日（月）12 時まで

～3 月 31 日（月）12 時まで

卒業見込証明書
学割証（有効期限は卒業日）
卒業証明書
学業成績証明書（後期成績記載）
健康診断証明書

◆大学院修了生の証明書発行可能期間
3 月 24 日（月）修了
在学証明書
修了見込証明書

3 月 20 日（木）まで

学割証（有効期限は 3/24）
修了証明書
学業成績証明書（後期成績記載）
健康診断証明書

3 月 24 日（月）
～3 月 31 日（月）12 時まで
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To all students

Notice

Service of the Certificate Issuing Machine for the Graduates
For those who are graduating in March please be aware that the certificate issuing machine
is available until the day before the graduation date and the JR student discount will be
invalid from the day after you graduate. (For the types of certificates you can obtain, see the
listed table below.)
The certificate of graduation/completion, transcript and health certificate can be obtained if
you have the current student ID card and ECS-ID password from the graduation day until
31st of March (Mon)12:00.
Students who are continuing education in graduate school will receive a new student ID
card but can continue using the same ECS-ID password. All the certificates are can be
issued except the health certificate which can only be issued from April.
Notice: The types of certificates you can obtain differs from each faculty/department.

The Certificate Issuing Machine will cease service from the following period:
March/31st/Mon 12：00 ～ April/1st/Tue 13：00

◆Available periods issuing the certificates for Undergraduates
Undergraduates of March 25th.


Certificate of current enrollment



Certificate of scheduled graduation



JR student discount（Usable until 3/25）





Certificate of graduation
Transcript (second semester)
Health certificate

Valid until March/24th/Monday
Valid Period
March/25th/Tuesday
to
March/31st/Monday 12:00

◆Available periods issuing the certificates for Graduates
Graduates of March 24th.


Certificate of current enrollment



Certificate of scheduled completion



JR student discount（Usable until 3/24）





Certificate of graduation
Transcript (second semester)
Health certificate

Valid until March/20th/Thursday
Valid period
March/24th/Monday
To
March/31st/Monday 12:00
Feb/7th/2014
Educational Planning Division, Kyoto University

