
第３２回学位記授与式及び学位記授与教室について  
 令和４年３月１８日（金）  

 新型コロナウイルス感染予防のため、学位記授与式（卒業式）は、以下のとおり午前・午後の二部制
による実施となります。学部・大学院により集合時間が異なりますので注意してください。 
 また、学位記授与式（卒業式）は、卒業生（修了生）及びご父母（卒業生一人につき 1 名）の参加に
限定し執り行います（当日は、在校生のキャンパス内への入構はできません）。 

 

【午前の部】 法学部、経済経営学部、大学院（心理学研究科、総合政策研究科） 

  11 時 00 分開式（集合 10 時 30 分） ※会場は 10 時 15 分より入場できます。 
時間 法学部・経済経営学部・大学院 

10：30 集合（体育館） 
11：00〜11：30 学位記授与式（体育館） 
11：30〜 ゼミ毎の指定教室へ移動 
11：45〜12：30 学位記授与（ゼミ毎で指定された教室） 

【午後の部】 メディア情報学部、現代文化学部、心理学部 

  14 時 00 分開式（集合 13 時 30 分） ※会場は 13 時 15 分より入場できます。 
時間 メデイア情報学部・現代文化学部・心理学部 

13：30 集合（体育館） 
14：00〜14：30 学位記授与式（体育館） 
14：30〜 ゼミ毎の指定教室へ移動 
14：45〜15：30 学位記授与（ゼミ毎で指定された教室） 

 

体育館での学位記授与式（式典）終了後の学位記授与教室は以下のとおり 

過年度生は出身ゼミまたはＦＡの教室に集合してください。不明な場合は教務課窓口にて確認をしてください。 
 
🌸🌸 法学部 教室集合時間 11：40  学位記交付 11：45～12：30 

ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 
石田ゼミ 7401 菊田ゼミ 7405 朴ゼミ 7402 松平ゼミ 7308 
海老澤ゼミ 7401 草地ゼミ 7405 長谷川ゼミ 7312 宮下ゼミ 7314 
王子田ゼミ 7313 倉島ゼミ 7403 平山ゼミ 7405 
小貫ゼミ 7401 笹岡ゼミ 7311 福島ゼミ 7307 
上河内ゼミ 7405 清水ゼミ 7314 福田ゼミ 7405 

 
🌸🌸 経済経営学部 教室集合時間 11：40  学位記交付 11：45～12：30 

ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 
明石ゼミ 2206 大山ゼミ 2215 野田ゼミ 2111 村上ゼミ 2101 
麻場ゼミ 2102 清海ゼミ 2103 八田ゼミ 2107 山崎ゼミ 2105 
市川ゼミ 2110 孔ゼミ 2104 前田ゼミ 2205 湯浅ゼミ 2204 
海老根ゼミ 2108 佐川ゼミ 2203 増田ゼミ 2210 渡辺ゼミ 2211 
大松ゼミ 2109 張ゼミ 2201 町田ゼミ 2209 

 
メディア情報学部・現代文化学部・心理学部・大学院の集合教室は次ページに記載 

 



 
🌸🌸 メディア情報学部 教室集合時間 14：40  学位記交付 14：45～15：30 

ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 
石川ゼミ 3101 金ゼミ 3101 寺嶋ゼミ 3306 村越ゼミ 3307 
井上ゼミ 3102 斎賀ゼミ 3306 野村ゼミ 3101 本池ゼミ 3306 
大久保ゼミ 3307 竹内ゼミ 3102 日高ゼミ 3101 
城井ゼミ 3307 田所ゼミ 3102 間島ゼミ 3101 

 
🌸🌸 現代文化学部 教室集合時間 14：40  学位記交付 14：45～15：30 

ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 
秋池ゼミ 3304 岡田ゼミ 3405 佐竹ゼミ 3405 長尾ゼミ 3310 
天野ゼミ 3405 久我ゼミ 3406 鹿倉ゼミ 3401 朴ゼミ 3405 
飯田ゼミ 3401 狐塚ゼミ 3407 信太ゼミ 3405 平野ゼミ 3301 
鵜海ゼミ 3405 小林（将）ゼミ 3403 鈴木ゼミ 3309 Matthewsゼミ 3308 
大貫ゼミ 3402 小林（奈）ゼミ 3404 田中ゼミ 3305 邑木ゼミ 3302 
大森ゼミ 3402 小丸ゼミ 3404 時本ゼミ 3404 吉野ゼミ 3303 

 
🌸🌸 心理学部 教室集合時間 14：40  学位記交付 14：45～15：30 

ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 ゼミ 教室 
安藤ゼミ 7209 小俣ゼミ 7203 古曵ゼミ 7205 杉本ゼミ 7202 
岩熊ゼミ 7202 川邉ゼミ 7206 近藤ゼミ 

（旧相馬ゼミ含む） 7204 
髙岸ゼミ 7208 

纓坂ゼミ 7203 木塚ゼミ 7207 馬場ゼミ 7201 
 🌸🌸 🌸🌸  佐古ゼミ 7202 原ゼミ 7201 

 

🌸🌸 大学院 教室集合時間 11：40  学位記交付 11：45～12：30 

総合政策研究科 7301 教室 / 心理学研究科 730６教室 

 
🌸🌸 教育職員免許状交付 学位記授与教室で免許状を交付 

 
🌸🌸 表彰（答辞・総代・優秀賞・菩提樹賞・特別賞）  

学位記授与教室で賞状・記念品等授与 

 

 
※新型コロナウイルス感染状況によっては、今後実施方法等が変更となる可能性がございます。変更と
なる場合は、本学ホームページ及びポータルサイトにてお知らせいたします。 

 

 


