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告　辞

未来への「よい準備」を始めよう！
学長　大 六 野  耕 作

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックがもたらした「生きにくさ」を強靭な精神力で克服し、本日卒業・
修了を迎えられた皆さんに対し、深甚なる敬意を表すると共に心からお祝い申し上げます。ご卒業、おめでとう。
また、これまで、卒業生を陰に日向に支えてこられたご家族の皆さまにも、心よりお慶び申し上げます。今日の
佳き日を心待ちにしておられたご家族の皆さまを、桜咲き乱れる春爛漫の日本武道館にお招きできなかったこと
は誠に残念ではございますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げる次第です。

　この２年間、新型コロナウイルス感染症が拡大と収束を繰り返す度に、つかの間の安心、拭いきれない不安や恐れ、
事態を打開できない社会への落胆を繰り返し、パンデミック下の漠然とした「閉塞感」の中で、孤立感に苛まれ
た日々もあったのではないかと思います。そしてこの災禍は、一方で、われわれ人類が作り上げてきた近代文明
の抱える脆弱性を白日の下に晒すことになりました。大量の化石燃料の消費に支えられた経済活動は、皮肉なこ
とに、人間の生存そのものを脅かす気象変動や環境破壊を生み出し、経済活動を効率化し人間の生活を豊かにす
るはずであった科学技術が、かえって個々人の格差や分断を生み出す場合があることを、われわれは改めて思い
知らされました。そしてまた、ロシアによるウクライナ侵攻は、米ソ冷戦終結後に一気に勢いを得た自由とデモ
クラシーへの奔流が、必ずしも人間の自由、平等の実現、さらには、平和な世界秩序の創造にはつながらなかっ
たこと、地域によっては、人権を無視した「強権的な専制主義」や「大衆迎合的なポピュリズム」を生み出しつ
つあることを象徴するものともなりました。

　しかしながら、卒業という新しい門出は、明るい未来を皆さんご自身が創り始めるスタート地点でもあると私
は確信しています。2020 年に学長に就任する前、あわせて 13 年間にわたって体育会ラグビー部長を務めており
ました。ご存じの通り、明大ラグビー部は 1997 年の大学選手権優勝を最後に 2019 年の王者復帰まで、22 年間の
長い低迷期にありました。この長い低迷のトンネルを抜け、常に優勝を争うチームに変身し、再び日本代表に多
くの選手を送り出すようになった背景には、極めてシンプルで覚悟さえあれば誰もが実行できる小さな努力の積
み重ねがありました。それは、勝てない理由を突き詰めて共通の理解とし、その解決への実行可能な方策をチーム・
個人のそれぞれが考え、妥協せずに実施し続けるということです。さらに、部長としてこのチーム・個人の努力
をサポートする体制づくりを行い、これら一連のアクションを「よい準備」と位置付けました。

　本日、幾多の困難を乗り越え卒業・修了を迎えられた皆さんには、在学中に培った知識・知恵・技術、そして
その精神力を総動員して、先に申し上げた今世界が直面している問題に正面から立ち向かい、「人間が人間として
生きるに値する豊かな社会（世界）」を創造するために「よい準備」を始めていただきたいと思います。時流に流
されることなく、現在起こっている事態を冷静に分析し、世界のあるべき姿を描き、その実現を図る方策を生み
出して欲しいと願っています。その能力は既に皆さんの中に備わっているのですから。
　結びにあたり、アメリカの思想家であるラルフ・ウォルド・エマーソンの、次の言葉を皆さんに贈りたいと思います。

It is easy in the world to live after the world’s opinion; it is easy in solitude to live after our own; but the great 
man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude.
世間で言われていることに合わせて生きるのは簡単だ。自分の考え方に従って独りだけで生きるのも難しくない。しかし偉大な
人間は、群集の中にあって他者への思いやりを失わず、自らの精神の独立を保持しつづけるのだ。

　卒業生、修了生の皆さん、あらゆる困難を乗り越えながら「力強く 前へ！」
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祝　辞

ニューノーマル時代の担い手となる皆さんへ
理事長　柳 谷 　 孝

　祝辞に入ります前に、新型コロナウイルス感染拡大により多大な苦難に遭われた皆様に衷心よりお見舞いを申し上
げますとともに、その渦中で私達の命を守り、生活を懸命に支えておられる方々に深く感謝を申し上げます。依然とし
てこの惨禍が続いておりますが、安心・安全で活気ある日常生活が送れる日が一日も早く到来しますことを、心より願っ
ております。
　あらためまして、卒業ならびに修了を迎えられる皆さん、このたびは誠におめでとうございます。コロナ禍という予
期せぬ困難により学修環境や生活環境が一変し、不安や戸惑いがある中でも、揺るぎない信念とたゆまぬ努力のも
と本学で研鑽に励まれ、苦労を乗り越えて学位を取得されましたことに心より敬意を表します。また、オンラインを通じ
てご覧いただいておりますご家族の皆様方にもお慶びを申し上げますとともに、コロナ禍の難しい状況の中、本学へ
多大なるご理解とご協力を賜りましたことに学校法人明治大学を代表し、厚く御礼を申し上げます。
　さて、私たちは今、後の歴史に問われるであろう大きな転換期に差し掛かっています。現下の世界情勢に目を向け
ますと、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、東西冷戦以降の国際秩序を根底から揺るがし、アジアにおいても
北朝鮮問題はもちろんのこと、ミャンマーやアフガニスタンにおける紛争、更には台頭する中国の動向も含めて、世
界の先行きに不透明感と緊張感が増しています。また、コロナ禍は我々の価値観や行動様式に大きな影響を与え、
持続可能な世界を目指すための国際的な目標である「ＳＤＧs」や、IT技術により生活やビジネスをより良く変革させ
る「ＤＸ・デジタルトランスフォーメーション」などに対する取り組みが一層加速しています。更にはメタバースと呼ばれ
る仮想空間を事業に適応させる「ＭＸ・メタバーストランスフォーメーション」への関心が高まるなど、今後社会は更
に劇的に変化を続けていくことでしょう。
　そのような誰も経験したことのないニューノーマル時代の真っただ中へと皆さんは向かっていくことになります。しか
しながら、既に皆さんは、入学前には想像もしていなかったパンデミックの渦中においても、日々自己を律しながら勉
学に励み、卒業という一つの目標を達成されました。そのような意味では大いに自分に自信を持っていただきたいと存
じます。ただし、自信も持ち過ぎますと、それは「自惚れ」となります。従って、謙虚でなければなりません。一方、
謙虚になり過ぎますと、今度は「卑屈」となります。従って、自信と謙虚の間に自分を置いて、その姿を心の鏡に写し、
写った等身大の自分を更に成長させるという心構えが、これからの社会で活躍していく上ではとても大切な事になりま
す。自信と謙虚の間に自分を置くというセルフガバナンスと、等身大の自分を更に成長させるという主体性。これこそ
本学がモットーとする「個を強くする」ことの神髄でありましょう。母校明治大学で培った揺るぎない「個」を掲げ、
不屈の明治魂を胸に、未来を創造してゆく気概をもって、これからの時代を切り拓いていってください。そして、地球
市民の一員として、国や人種の違いを超えて協調できる世界を希求するとともに、人類と地球環境との調和した未来
を創造することに、皆さん一人ひとりが貢献してほしいと切に願っています。
　結びになりますが、本学の在学生は大学院生も含め現在約3万3千人おり、そのうち奨学金を利用している学生は、
延べ1万4733人に上ります。こうした学費面はもちろんのこと、学内の各種施設整備や体育会各部の活動などにつ
いても、校友をはじめとした多くの方々のご寄付によって支えられております。本日卒業される皆さんも、今後社会で
ご活躍いただき、その暁には、母校そして後輩学生達の学修環境を支えるために、寄付という名の紫紺の襷を是非
繋いでいっていただけますよう、お願い申し上げます。
　本日の新しい門出に際し、皆さんの前途に幸多きことを心より祈念いたし、祝辞といたします。ご卒業、誠におめ
でとうございました。
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答辞・総代・博士後期課程修了者

 答　辞 
【午前の部】
〈正〉 鈴　木　菜　々  （農学部食料環境政策学科）
〈副〉 秋　山　実　里  （農学部農芸化学科）

【午後の部】
〈正〉 中　村　有　紗 （文学部文学科）
〈副〉 加　納　有　紗 （文学部心理社会学科）

 総　代 
●法学部
〈正〉 矢　口　岳　朗 （法律学科）
〈副〉 笠　原　　　萌 （法律学科）
●商学部
〈正〉 日下部　亮　介 （商学科）
〈副〉 村　沢　梨　奈 （商学科）
●政治経済学部
〈正〉 志　磨　理　子 （経済学科）
〈副〉 常　田　京太郎 （経済学科）
●文学部 
〈正〉 中　村　有　紗 （文学科）
〈副〉 加　納　有　紗 （心理社会学科）
●理工学部
〈正〉 水戸岡　拓　海 （数学科）
〈副〉 森　田　和　寛 （数学科）
●農学部
〈正〉 鈴　木　菜　々 （食料環境政策学科）
〈副〉 秋　山　実　里 （農芸化学科）
●経営学部
〈正〉 田　口　雅　之 （経営学科）
〈副〉 井　上　唯　真 （経営学科）
●情報コミュニケーション学部
〈正〉 伴　　　真　凜 （情報コミュニケーション学科）
〈副〉 都　築　七　海 （情報コミュニケーション学科）
●国際日本学部
〈正〉 山　藤　優　花 （国際日本学科）
〈副〉 中　島　瑞　葵 （国際日本学科）
●総合数理学部
〈正〉 黒　木　　　優 （現象数理学科）
〈副〉 栗　原　彩　花 （先端メディアサイエンス学科）
●大学院（博士前期課程）
〈正〉 木　村　桃　実  （理工学研究科数学専攻）
〈副〉 花　田　貴　之 （理工学研究科数学専攻）
●大学院（博士後期課程）
〈正〉 児　玉　麻衣子 （経営学研究科経営学専攻）
〈副〉 池　脇　信一郎 （経営学研究科経営学専攻）
●専門職大学院
〈正〉 白　濵　亮　介 （法務研究科法務専攻）
〈副〉 安　田　庄　一 （法務研究科法務専攻）

 博士後期課程修了者 
商学研究科 商学専攻

山　崎　竜　弥 博士（商学）
政治経済学研究科 政治学専攻

土　肥　有　理 博士（政治学）
中　川　　　豪 博士（政治学）

政治経済学研究科 経済学専攻
中　川　翔　太 博士（経済学）

経営学研究科 経営学専攻
酒　井　春　花 博士（経営学）
李　　　煕　明 博士（経営学）
池　脇　信一郎 博士（経営学）
児　玉　麻衣子 博士（経営学）
小　村　亜唯子 博士（経営学）

文学研究科 史学専攻
岩　村　麻　里 博士（史学）
大　和　友紀弘 博士（史学）
西　尾　隆　志 博士（史学）

文学研究科 地理学専攻
平　川　　　亨 博士（地理学）
髙　波　紳太郎 博士（地理学）

理工学研究科 電気工学専攻
吉　岡　和　俊 博士（工学）

理工学研究科 機械工学専攻
神　保　康　紀 博士（工学）

理工学研究科 建築・都市学専攻
劉　　　霊司馬 博士（学術）
谷地畝　和　夫 博士（工学）
武　田　寿　恵 博士（学術）

農学研究科 農芸化学専攻
伊　東　昇　紀 博士（農学）

農学研究科 農学専攻
佐　伯　　　爽 博士（農学）
AZIZAN FITRIAH 博士（農学）

農学研究科 農業経済学専攻
髙　地　紗　世 博士（農学）

情報コミュニケーション研究科 情報コミュニケーション学専攻
大久保　美　花 博士（情報コミュニケーション学）
髙　橋　香　苗 博士（情報コミュニケーション学）
山　口　達　男 博士（情報コミュニケーション学）

教養デザイン研究科 教養デザイン専攻
瀬　川　愛　美 博士（学術）
張　　　　　帥 博士（学術）

先端数理科学研究科 現象数理学専攻
NEDA KOSIBATY 博士（数理科学）

先端数理科学研究科 先端メディアサイエンス専攻
唐　　　兆　前 博士（工学）
中　村　建　斗 博士（理学）
伊　藤　聡　志 博士（数理科学）
薄　羽　大　樹 博士（理学）

国際日本学研究科 国際日本学専攻
山　本　大　貴 博士（国際日本学）
橋　元　知　子 博士（国際日本学）
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学生表彰

連合父母会教育振興賞（62名）

◆ 公認会計士試験合格者
厨川　美穂（商・商） 澤口航士郎（商・商） 森田　大暉（商・商） 柴田　　陸（商・商）
嵯峨　果純（商・商） 篠原翔太郎（営・会計） 森脇　勇太（商・商） 柴山健太郎（商・商）
成瀬　仁人（商・商） 下堂前直也（政・経済） 矢野　琴音（営・会計） 伊達　尚人（商・商）
播口　翔紀（商・商） 鈴木　里奈（商・商） 山賀　雄太（営・会計） 角田　亮太（営・会計）
安斎　　凛（商・商） 関根　圭希（商・商） 何原　　明（商・商） 長澤　夏子（商・商）
市川　拓海（営・会計） 高野　翔太（商・商） 尾崎　優翔（商・商） 中村　雄祐（商・商）
今泉　奈子（商・商） 遠山　和希（商・商） 於曽能　卓（商・商） 西原　佳穂（商・商）
岩城　博也（商・商） 藤江　真琴（政・経済） 小田　将也（商・商） 村松　慶一（政・経済）
黒瀬　寛人（営・会計） 藤田　大輝（商・商） 木村　　豪（商・商） 山中　紗香（商・商）
齋藤　大伽（政・経済） 町田　亘平（商・商） 栗林　祐実（商・商） 佐藤　雅之（商・商）
佐々木　豊（政・経済） 三井　海里（商・商） 黒瀧　太斗（商・商） 兎澤　悠介（国・国際）

◆ 国家公務員採用総合職試験合格者
安藤　　惟（法・法律） 澁谷　真司（政・政治） 岡﨑　択海（政・地域） 野崎　　蘭（農・農）
市原　安居（法・法律） 鈴木　豪太（政・政治） 冨田　紘生（商・商） 滝口　和花（農・農）
黒川　大秀（法・法律） 大野真裕美（政・経済） 豊田　　遥（政・経済） 田中　隆晟（商・商）
髙橋まりな（法・法律） 塩飽　奈央（政・経済） 中野　智海（法・法律）
平松　秀隆（法・法律） 原田　直樹（政・経済） 桑畑　若葉（農・農）

校友会表彰（40名，5団体）

◆ 学業成績優秀者
矢口　岳朗（法・法律） 加納　有紗（文・心社） 森田　和寛（理・数） 市川　拓海（営・会計）
佐藤　有紗（商・商） 永二　綺人（理・電生） 茂原健太郎（理・物理） 増渕　　廉（営・公共）
碓井　杏菜（政・政治） 高橋宏太朗（理・機工） 立石　迪照（農・農） 本田　彩花（情・情コ）
大塚　和佳（政・経済） 佐竹　慶洸（理・機情） 藤巻　沙弥（農・農化） Ni　　　Ni （国・国際）
小島慶次郎（政・地域） 松本　　樹（理・建築） 橋本　彩那（農・生命） 橋場　貴生（総・現象）
中村　有紗（文・文） 藤田　佳那（理・応化） 隈元　皓大（農・食料） 清海　直希（総・先端）
吉田　大海（文・史地） 平野　悠介（理・情報） 陸　　嘉莉（営・経営） 鶴田　龍登（総・ネット）

◆ スポーツ
［団体］ ●射撃部　　●スケート部　　●バドミントン部　　●拳法部　　●少林寺拳法部

［個人］ 岡田　葵衣 （法・端艇部） 平田しおり （政・射撃部）
西田　結惟 （文・端艇部） 佐久間雄大 （政・スケート部）
古賀　友太 （商・競走部） 田中　　綾 （政・少林寺拳法部）
中島　　涼 （政・水泳部）

◆ 卒業生として模範となる者
陳　　泓錚 （文・史地） 秋元　貴尋 （農研・農）
井上雄太郎 （農・食料） 三浦　紅音 （農研・農）
来馬　道生 （農研・農化）
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スポーツ表彰（18団体，28名）

◆ 団　体

優秀賞

●射撃部 2021年全日本学生スポーツ射撃選手権大会 第34回女子総合　優勝

●スケート部 第94回日本学生氷上競技選手権　男子総合　優勝

●バドミントン部 第72回全日本学生バドミントン選手権大会　男子団体　優勝

●拳法部 第66回全日本学生拳法選手権大会　男子団体　優勝

●少林寺拳法部 第55回少林寺拳法全日本学生大会　総合優勝

敢闘賞

●柔道部 2021年度全日本学生体重別団体優勝大会　2位

●ラグビー部 第58回全国大学ラグビーフットボール選手権大会　2位

●スケート部アイスホッケー部門 第94回日本学生氷上競技選手権　アイスホッケー　2位

●卓球部 第90回全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部）　2位

◆ 個　人

優秀賞

●端艇部 岡田　葵衣（法） 第48回全日本大学選手権大会 女子舵手なしクォドルプル 優勝

●端艇部 西田　結惟（文） 第48回全日本大学選手権大会 女子舵手なしクォドルプル 優勝

●競走部 古賀　友太（商） 第90回日本学生陸上競技対校選手権大会　男子10000mW　優勝

●水泳部 中島　　涼（政） 第97回日本選手権水泳競技大会　400m自由形　優勝

●射撃部 平田しおり（政） 2021年全日本ライフル射撃選手権大会　P60MW　優勝

●スケート部 佐久間雄大（政） 第94回日本学生氷上競技選手権大会　アイスホッケー部門　アシスト王

●少林寺拳法部 田中　　綾（政） 第55回少林寺拳法全日本学生大会　三人掛けの部　優勝

敢闘賞

●ホッケー部 森　　紘之（法） 第70回全日本学生ホッケー選手権大会　優秀選手

●ホッケー部 大嶋　鴻太（商） 第70回全日本学生ホッケー選手権大会　優秀選手

●自動車部 鈴木　千尋（商） 2021年度全日本学生自動車運転競技選手権　男子貨物 B　2位

●ウエイトリフティング部 岸本龍太郎（法） 第67回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会　
89kg級トータル　2位

●ウエイトリフティング部 志村　優人（政） 第67回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会　
67kg級トータル　2位

●ウエイトリフティング部 澤浦智之進（営） 第67回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会（１部）　
96kg級トータル　2位

●アーチェリー部 田崎　裕斗（商） 第33回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会　男子 RC　2位

●ボードセーリング部 相沢　　遼（商） TECHNO293クラス全日本選手権2021　A17　2位
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【日本武道館での新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について】
（1） 係員の指示に従い、周囲の方との距離を空けて、着席してください。

（2） 会場内では、常時マスクを着用し、不要な会話を控えるとともに、周囲の方との距離を空けて、密集を避
けるようご協力ください。

（3） 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をスマートフォンにインストールし利用可能な状態にし
てご来場ください。

 

（4） 館内にはアルコール消毒液が設置されていますので、手指消毒の徹底をお願いします。

（5） トイレ利用後は石鹸を使用して手洗いを徹底するようにお願いします。また、洋式便座使用後はふたを閉
めてから水を流すようにお願いします。

○iPhone ○Android ○厚労省ウェブサイト

接触確認アプリ

明 
治 

大 

学 

校 

歌

作
詞　

児
玉
花
外

作
曲　

山
田
耕
筰
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【Live配信ＵＲＬ】
　当日は、式典の様子を以下のURLから配信いたします。

午前の部 https://youtu.be/4Fgn9t5N4SQ
  （当日「午前の部」開催中に限り有効）

午後の部 https://youtu.be/vFDY6VYy2X8
  （当日「午後の部」開催中に限り有効）

 また当日の式典の動画は、式典後、明治大学ホームページで公開いたします。

【注意事項】
⑴ 館内及び武道館周辺は禁煙です。
⑵  式典終了後は大変混雑するため、武道館周辺

での待ち合わせはご遠慮ください。
⑶ スマートフォンをマナーモードにしてください。
⑷  気分が悪いときは、医務室にご案内しますので、

係員にお申し出ください。
⑸  手荷物預り所はありませんので、貴重品・携

帯品等の管理には充分に留意してください。
⑹  火災・災害等発生時は、係員の指示に従い

行動してください。
⑺  午前の部、午後の部で完全入替となります。
⑻  閉式後の退出は 「清水門」 へ誘導しますので、

係員の指示に従ってください。詳しくは右図を
ご参照ください。

⑼  退出時は密集にならないように係員の指示に
従ってください。

⑽　 式典終了後、飲食を伴う懇親会などの開催は
自粛してください。

靖国通り
交番

九段下駅

九段会館

靖国神社

北の丸公園 科学技術館

退場路

千代田区役所

清水門

田安門 首都高速５号線

武道館

駿河台下
神保町
交差点

白
山
通
り

竹橋駅

駿河台キャンパス
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2021年度学位記等交付場所
［学位記は、受領証および学生証と引換えに交付します。］
※交付場所について、特に記載のない場合はリバティタワー内の会場となります。

第 一 部 第 二 部
学　部  〔13時15分から〕
学　　部 学科・専攻・クラス 交 付 場 所

政治経済学部

１～４組 1113
５～６組 1114
７～９組 1116
１０～１１組 1124
１２～１４組 1123
１５～２０組 1063
２１～２２組 1085
２３～２５組 1103
２６～２７組 1105
２８～３０組 1106
３１～３２組 1125
３３～３５組 1126

理 工 学 部

電気電子生命学科，電気工学専攻 アカデミーホール�
（アカデミーコモン３階）

機械工学科，機械工学専攻（機械） 1001
機械情報工学科，機械工学専攻（機情） 1011

建築学科，建築・都市学専攻 リバティホール�
（1013）

応用化学科，応用化学専攻 1012
情報科学科，情報科学専攻 1093
数学科，数学専攻 1096
物理学科，物理学専攻 1065

農 学 部

農学科，農学専攻 1021
農芸化学科，農芸化学専攻 1022
生命科学科，生命科学専攻 1031
食料環境政策学科，農業経済学専攻 1032

経 営 学 部

１～２組 1133
３～４組・３年早期卒 1136
５～６組 1143
７～８組 1145
９～１０組 1146
１１～１２組 1153
１３～１４組 1154
１５～１６組 1163
１７～１８組 1166
１９～２０組 1165
３０組 1164

総合数理学部

現象数理学科，現象数理学専攻 1074
先端メディアサイエンス学科，
先端メディアサイエンス専攻 1083

ネットワークデザイン学科，
ネットワークデザイン専攻 1073

学　部  〔15時45分から〕
学　　部 学科・専攻・クラス 交 付 場 所

法 学 部

１～５組，３年早期卒 1011
６～１０組 1012
１１～１５組 1021
１６～２０組 1022
２１～２４組 1031
２５・２６組 1083
３０組以降 1103

商 学 部

１～２組，３年早期卒 1113
３～４組 1114
５～６組 1116
７～８組 1123
９～１０組 1126
１１～１２組 1133
１３～１４組 1136
１５～１６組 1143
１７～１８組 1145
１９～２０組 1146
２１～２２組 1153
２３～２４組 1154
２５～２６組 1156
２７～２８組 1163
２９～３０組 1166

学部長表彰 グローバルホール
（グローバルフロント1階）

文 学 部

文学科（日本文学専攻） 1032
文学科（英米文学専攻） 1063
文学科（ドイツ文学専攻） 1076
文学科（フランス文学専攻） 1096
文学科（演劇学専攻） 1085
文学科（文芸メディア専攻） 1065
史学地理学科 1013
心理社会学科（臨床心理学専攻） 1073
心理社会学科（現代社会学専攻） 1074
心理社会学科（哲学専攻） 1075

情報コミュニケーション学部 全クラス アカデミーホール�
（アカデミーコモン３階）

国際日本学部 全クラス ビクトリーフロア暁の鐘�
（アカデミーコモン２階）

大学院 〔13時15分から〕 
研　究　科 交　付　場　所
法学研究科 ４０３Ｎ教室（グローバルフロント3階）
商学研究科 ４０３１教室（グローバルフロント3階）

政治経済学研究科 グローバルホール（グローバルフロント１階）
経営学研究科 ４０２１教室（グローバルフロント2階）
文学研究科 多目的室（グローバルフロント１階）

理工学研究科 理工学部各学科と合同
農学研究科 農学部各学科と合同

情報コミュニケーション研究科 C１会議室（グローバルフロント5階）
教養デザイン研究科 ４０４S教室（グローバルフロント4階）
先端数理科学研究科 総合数理学部各学科と合同
国際日本学研究科 ４０３Ｄ教室（グローバルフロント3階）

※�理工学研究科，農学研究科及び先端数理科学研究科の交付場所及び交付
時間は，各学部・学科と同一です。

専門職大学院(アカデミーコモン)
研　究　科 交　付　場　所

ガバナンス研究科 ３０９Ｅ教室（15時45分～）
グローバル・ビジネス研究科 ３０９Ｂ教室（16時00分～）

会計専門職研究科 ３０９A教室（15時45分～）
法務研究科 ３０９Ｈ教室（15時45分～）

資格課程
課　　程 交　付　場　所

教 職 課 程
教員免許状および修了証書について、
今年度は郵送で交付します。

学 芸 員 養 成 課 程
社会教育主事課程
司 書 課 程

● 日本武道館から駿河台キャンパスへのアクセス
靖国通りを九段下から神保町を経て駿河台下を左折して
歩いてくると便利です。（約１５分）�※前ページ図参照
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