
 

 

平成２８年度大学院学位記授与式について 
 

大学院学位記授与式を下記により挙行いたしますので、ご出席ください。 
 

平成 29 年 3 月 2日 

筑 波 大 学  

記 

 

日 時  平成２９年３月２４日（金） 

第一回 １３時２０分～１４時５分 （開場：１２時４０分） 

         教育研究科、人文社会科学研究科、ビジネス科学研究科、 

数理物質科学研究科、システム情報工学研究科 

 

     第二回 １５時２０分～１６時５分 （開場：１４時４０分） 

         生命環境科学研究科、人間総合科学研究科、 

         図書館情報メディア研究科、グローバル教育院 
 

場 所  つくば国際会議場大ホール（つくば市竹園 2−20−3） 

※大学会館改修工事のため、今年度は学外で挙行いたします。 

 

（留意事項） 

１ 当日は、各開始時間の１０分前までに式場へ入場してください。 

２ 式典には、本学を卒業される皆さんにふさわしい服装や身なりで参加され

ることを望みます（これまでスーツや袴での参加者が多いですが、和装、民

族衣装等、多様なアイデンティティに即した服装や身なりでの参加もありま

した。）。 

３ 対象者は、昨年 10 月から本年 3 月までの間に修士課程、博士課程及び専門

職学位課程を修了する学生並びに論文博士を取得する者です。 

（博士課程において修士取得後、3月 31 日で退学する学生を含みます。） 

４ 各研究科において、それぞれに学位記を交付いたします。 

５ 保護者等の方は、つくば国際会議場内の別会場で、式典の模様をスクリー

ンにより視聴することができます（式場である大ホールには、収容定員の関

係で参列できませんので、ご了承願います。）。 



INVITATION                

  
 
 
 

 
 
 

The University of Tsukuba is proud of your academic success and 
invites you to celebrate your graduation on 

 
Friday, 24th of March 2017 

At the Main Convention Hall  
Tsukuba International Congress Center 

2-20-3 Takezono, Tsukuba City 
      Details 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Please arrive (at the latest) 10 minutes before the ceremony starts. 
 Please wear appropriate attire. Most come in suits and hakama, but you may choose to come in 

clothes reflecting your identity - in kimono or your national costumes, etc. - as long as they look 
neat and decent. 

 The ceremony is for graduate students who have successfully completed their master’s, doctoral, 
or professional degree programs between October 2016 and March 2017 (also including those 
students enrolled in 5-year doctoral programs who wish to leave the university on March 31, 2017 
after having fulfilled the necessary conditions for the master’s degree). 

 Each graduate school will host its own degree conferral ceremony. 
 Parents and guardians may view live feeds of the ceremony on projector screens in a different room 

at the venue. Please understand that the Main Convention Hall is for graduating students only due 
to limited seating capacity.  

1:20 pm – 2:05 pm 

*Doors open at 12:40 

Master’s Program in Education 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Graduate School of Business Sciences 
Graduate School of Pure and Applied Sciences 
Graduate School of Systems and Information Engineering 

3:20 am – 4:05 pm 

*Doors open at 14:40 

Graduate School of Life and Environmental Sciences 
Graduate School of Comprehensive Human Sciences 
Graduate School of Library, Information and Media 
Studies 
School of Integrative and Global Majors 

GRADUATE PROGRAM AY2016 
COMMENCEMENT CEREMONY  

 

Please take 
note of the 
VENUE 

this year! 



　 H.29.3.10現在

１．図書館情報メディア研究科　学位記授与式

　 （1） 日　時

平成２９年３月２４日（金）

１０：３０－１１：２０

　 （2） 場　所

春日講堂

　 　 （3） 次　第

１０：３０ 開式

１０：３０－１１：００ 学位記授与

１１：００－１１：１０ 研究科長挨拶

１１：１０－１１：２０ 研究科長表彰

１１：２０ 閉式

　

２．祝賀会

　 （1） 日　時

平成２９年３月２４日（金）

１２：００－１３：００

　 （2） 場　所

春日食堂

３．大学院学位記授与式

　 （1） 日　時

平成２９年３月２４日（金）

１５：２０－１６：０５

　 （2） 場　所

つくば国際会議場大ホール

平成２８年度  学位記授与式・祝賀会日程等


	【春日エリア】
	春日エリア　日程表 (院　事前実施) (橘会なし)




