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学校法人 創価大学 

国際部国際課 

創価大学への誓約書 
 

氏名： 

※アルファベット 

※パスポートに記載通り 

 

国籍  

旅券番号  

出発国・地域  

 

私は、日本へ入国するにあたり、以下の事項を誓約します。 

※左側にチェックを入れ、署名をしてください。 

※全て学生本人が、手書きで作成ください。 
 

□ 1. 入国前 14 日間、検温を行い、創価大学のポータルサイトの検温システムに

記録します。 

□ 2. 入国前 14 日間、発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感

染症の症状が疑われる場合には、来日を中止します。 

□ 3. 現地出発前 72 時間以内に COVID-19 に関する検査を受け、所定のフォー

マット（注 1）を用いて現地医療機関から、「陰性」であることを証明する

検査証明を取得します。 

日本に入国時には検疫官および入国審査官に、「陰性」である証明書あるい

はその写しを提示・提出します。 

※「陰性」の証明書またはその写しを提出できない場合は、入国できません。 

□ 4. アプリをインストールできる電子媒体（スマートフォン）等を持参します。 

□ 5. スマートフォン等に LINE アプリをインストールします。（注 2） 

□ 6. 厚生労働省が指定する接触確認アプリ（COCOA）をインストールし、来日

中、同アプリを利用します。（注 3） 

□ 7. 入国時、携行するスマートフォンに、地図アプリ機能をインストールし、入

国後 14 日間、位置情報を保存します。 

※本誓約書は大使館に提出するものではありません。 学生→創価大学に提出 
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□ 8. 入国後 14 日間は、公共交通機関を利用しません。 

□ 9. 入国後 14日間は、自宅または宿泊場所で待機し不特定の者と接触しません。 

□ 10. 入国後 14 日間は、毎日午後 1 時までに検温を行い、創価大学のポータルサ

イトの検温システムに記録します。 

□ 11. 入国後 14 日間は、以下の感染防止対策を行います。 

①マスク着用、②手指消毒、③「3 密」を避ける（注 4） 

□ 12. 上記の同意事項に反した場合、本人の意思に関わらず、法務省の本件措置に

基づき、強制退去を命じられる場合があります。強制退去を命じられた場合

は、速やかに自国に帰国します。 

注 1 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078393.docx  

注 2 LINE アプリのインストール方法については、別紙をご確認ください。 

注 3 接触確認アプリ（COCOA）のインストール方法については、別紙をご確認ください。 

注 4 「3 密」とは、密閉、密集、密接のことを言い、詳細は別紙をご確認ください。 

 

 

署名日：      年   月   日 

学籍番号 
 

名前 
 

署名 
 

 

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078393.docx
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To Soka University 

International Affairs Office 

Pledge to Soka University 
 

Name： 

※ As written in your 

passport. 

 

Nationality  

Passport number  

Country/Territory 

of departure 

 

 

Upon entering Japan, I pledge to follow the rules listed below. 

※Read each item and check the box, date and write your signature in the designated field. 

※The pledge must be filled and signed by the student himself/herself. 
 

□ 1. I will check my body temperature every day and record it through Soka 

University’s portal site from 14 days prior to my arrival in Japan. 

□ 2. If there are any symptoms of COVID-19, such as fever or cough, etc. from 

14 days prior to departure, I will cancel my flight to Japan. 

□ 3. I will take the COVID-19 test 72 hours prior to departure, and obtain the 

test certificate of negative result using the designated format by the 

government (*1). 

I will show and submit the certificate upon entry in Japan at the 

Immigration Inspection.  

※If you cannot show the certificate of the negative test result, you will not be 

permitted to enter Japan.  

□ 4. I will bring a device that can install applications with me, such as a 

smartphone. 

□ 5. I will install “LINE” application into my device. (*2) 

□ 6. I will install “COCOA” application (designated by the Ministry of Health, 

Labor and Welfare), and keep checking the application while in Japan. (*3) 

※Do not submit this form to the Japanese embassy/consulate 

office 
To be submitted to Soka University 学

に提出 
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□ 7. I will install a location tracking application, such as Google Maps, and keep 

a record on all places I visited within 14 days after entering Japan. 

□ 8. I will not use any public transportation for 14 days after entering Japan. 

□ 9. I will try to stay at my place and not contact any strangers for 14 days after 

entering Japan. 

□ 10. I will check my body temperature every day and record it in the Soka 

University’s PLAS portal site by 13:00, after entering Japan.  

□ 11. I will take the proper infection prevention measures after entering Japan, 

as listed below: 

① Wear a mask, ② Use hand sanitizers, ③ Avoid the “3 Cs” (*4) 

□ 12. If I do not follow the pledged items above, regardless of my intention, I 

understand that I may be forced to move out from Japan. If I were asked, I 

would go back to my home country.  

*1 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078393.docx 

*2 Please refer to the attachment for how to install LINE application. 

*3 Please refer to the attachment for how to install COCOA application.  

*4 “3Cs” stands for closed spaces, crowded places, and close-contact settings. 

 

 

 

Date of signature           (Y)     (M)    (D) 

Student number 
 

Name 
 

Signature 
 

 

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078393.docx

