
平成平成平成平成２２２２８８８８年度学位記授与式について年度学位記授与式について年度学位記授与式について年度学位記授与式について    

（学部学生（学部学生（学部学生（学部学生、、、、大学院修士・博士前期課程大学院修士・博士前期課程大学院修士・博士前期課程大学院修士・博士前期課程、、、、専門職学位課程）専門職学位課程）専門職学位課程）専門職学位課程）    

    

                                                                                                                                                                                                平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日                                                                                                                                                                                                                            

神戸大学学務部神戸大学学務部神戸大学学務部神戸大学学務部    

    

標記のことについて標記のことについて標記のことについて標記のことについて、、、、下記のとおり挙行しますので出席下記のとおり挙行しますので出席下記のとおり挙行しますので出席下記のとおり挙行しますので出席してしてしてしてください。ください。ください。ください。    

    

                                                                                                                                                記記記記    

    

                    日日日日        時時時時                        平成平成平成平成２２２２９９９９年３月２年３月２年３月２年３月２４４４４日（日（日（日（金金金金））））        午前１０時３０分開式午前１０時３０分開式午前１０時３０分開式午前１０時３０分開式    

                                                                            （午前９時３０分開場（午前９時３０分開場（午前９時３０分開場（午前９時３０分開場、１０時２０分までに入場、１０時２０分までに入場、１０時２０分までに入場、１０時２０分までに入場））））    

                    場場場場        所所所所                        神戸ポートアイランドホール神戸ポートアイランドホール神戸ポートアイランドホール神戸ポートアイランドホール（（（（ワールド記念ホールワールド記念ホールワールド記念ホールワールド記念ホール））））    

                                                                            神戸市中央区港島中町６－１２－２【神戸市中央区港島中町６－１２－２【神戸市中央区港島中町６－１２－２【神戸市中央区港島中町６－１２－２【    Tel Tel Tel Tel (078)302(078)302(078)302(078)302----8781878187818781    】】】】                        

    

式式式式    次次次次    第第第第            一一一一    開式の辞開式の辞開式の辞開式の辞    

一一一一    学位記授与学位記授与学位記授与学位記授与    

一一一一    学長式辞学長式辞学長式辞学長式辞    

一一一一    学部学部学部学部卒業生代表答辞卒業生代表答辞卒業生代表答辞卒業生代表答辞    

一一一一    大学院修了生代表答辞大学院修了生代表答辞大学院修了生代表答辞大学院修了生代表答辞    

一一一一    学歌合唱学歌合唱学歌合唱学歌合唱    

一一一一    閉式の辞閉式の辞閉式の辞閉式の辞    

    

【【【【    留意事項留意事項留意事項留意事項    】】】】    

    １．交通１．交通１．交通１．交通機関について機関について機関について機関について    

        ・・・・会場へは会場へは会場へは会場へは、、、、三宮からポートライナーを利用してください。（三宮からポートライナーを利用してください。（三宮からポートライナーを利用してください。（三宮からポートライナーを利用してください。（「「「「市民広場駅市民広場駅市民広場駅市民広場駅」」」」下車下車下車下車、、、、

西へ徒歩約５分西へ徒歩約５分西へ徒歩約５分西へ徒歩約５分、、、、乗車券２５乗車券２５乗車券２５乗車券２５０円）０円）０円）０円）    

            なおなおなおなお、、、、ポートライナーはポートライナーはポートライナーはポートライナーは通常より増便され通常より増便され通常より増便され通常より増便され３～４分間隔で運行される予定ですが３～４分間隔で運行される予定ですが３～４分間隔で運行される予定ですが３～４分間隔で運行される予定ですが、、、、

乗車駅の「乗車駅の「乗車駅の「乗車駅の「三宮駅」では三宮駅」では三宮駅」では三宮駅」では混雑混雑混雑混雑のため乗車までにかなりの時間を要することが予想のため乗車までにかなりの時間を要することが予想のため乗車までにかなりの時間を要することが予想のため乗車までにかなりの時間を要することが予想

されされされされますのでますのでますのでますので、、、、時間に時間に時間に時間に余裕を余裕を余裕を余裕をもってもってもってもってお越しくださいお越しくださいお越しくださいお越しください。。。。    

        ・・・・帰路の帰路の帰路の帰路のポートライナーポートライナーポートライナーポートライナー「市民広場駅」でも混雑「市民広場駅」でも混雑「市民広場駅」でも混雑「市民広場駅」でも混雑が予想されますのでが予想されますのでが予想されますのでが予想されますので、、、、事前に事前に事前に事前に「「「「三三三三

宮駅宮駅宮駅宮駅」」」」でででで往復の往復の往復の往復の乗車券を購入乗車券を購入乗車券を購入乗車券を購入しておくしておくしておくしておくことをお勧めします。ことをお勧めします。ことをお勧めします。ことをお勧めします。    

        ２．学位記の受領について２．学位記の受領について２．学位記の受領について２．学位記の受領について    

学位記は学位記は学位記は学位記は、、、、式典では式典では式典では式典では各学部各学部各学部各学部・研究科・研究科・研究科・研究科の総代に授与されます。の総代に授与されます。の総代に授与されます。の総代に授与されます。    

各人には各人には各人には各人には、、、、別途交付されますので別途交付されますので別途交付されますので別途交付されますので、、、、所属学部・研究科ごとの指示に従い所属学部・研究科ごとの指示に従い所属学部・研究科ごとの指示に従い所属学部・研究科ごとの指示に従い、、、、受領洩受領洩受領洩受領洩

れのないよう注意してください。れのないよう注意してください。れのないよう注意してください。れのないよう注意してください。    

    ３．開式１０分前に正面出入口を閉門しますので、必ず１０時２０分までに入場し、３．開式１０分前に正面出入口を閉門しますので、必ず１０時２０分までに入場し、３．開式１０分前に正面出入口を閉門しますので、必ず１０時２０分までに入場し、３．開式１０分前に正面出入口を閉門しますので、必ず１０時２０分までに入場し、

着席してください。着席してください。着席してください。着席してください。    



平成平成平成平成２２２２８８８８年度博士学位記授与式について年度博士学位記授与式について年度博士学位記授与式について年度博士学位記授与式について    

（大学院博士・博士後期課程（大学院博士・博士後期課程（大学院博士・博士後期課程（大学院博士・博士後期課程、、、、論文博士）論文博士）論文博士）論文博士）    

    

平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日    

神戸大学学務部神戸大学学務部神戸大学学務部神戸大学学務部    

    

    標記のことについて標記のことについて標記のことについて標記のことについて、、、、下記のとおり挙行しますので出席してください。下記のとおり挙行しますので出席してください。下記のとおり挙行しますので出席してください。下記のとおり挙行しますので出席してください。    

    

記記記記    

    

        日日日日        時時時時            平成平成平成平成２２２２９９９９年３月２年３月２年３月２年３月２３３３３日（日（日（日（木木木木））））    

                    ◎◎◎◎午前の部午前の部午前の部午前の部        午前午前午前午前    ９時４０分９時４０分９時４０分９時４０分    着席着席着席着席    

                                                                    （午前９時３０分までに受付を済ませ（午前９時３０分までに受付を済ませ（午前９時３０分までに受付を済ませ（午前９時３０分までに受付を済ませてくださいてくださいてくださいてください。）。）。）。）    

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００分００分００分００分    開式開式開式開式    

                                                                    （（（（対象対象対象対象研究科研究科研究科研究科））））    

人文学研究科、国際文化学研究科、人文学研究科、国際文化学研究科、人文学研究科、国際文化学研究科、人文学研究科、国際文化学研究科、    

人間発達環境学研究科、人間発達環境学研究科、人間発達環境学研究科、人間発達環境学研究科、理学研究科、理学研究科、理学研究科、理学研究科、    

工学研究科、工学研究科、工学研究科、工学研究科、システム情報学研究科、システム情報学研究科、システム情報学研究科、システム情報学研究科、    

農学研究科農学研究科農学研究科農学研究科、、、、海事科学研究科海事科学研究科海事科学研究科海事科学研究科    

    

◎◎◎◎午後の部午後の部午後の部午後の部        午後午後午後午後    １１１１時時時時４０分４０分４０分４０分    着席着席着席着席    

                                                                    （午後１時３０分までに受付（午後１時３０分までに受付（午後１時３０分までに受付（午後１時３０分までに受付を済ませてください。）を済ませてください。）を済ませてください。）を済ませてください。）    

午後午後午後午後    ２２２２時時時時００００００００分分分分    開式開式開式開式    

                                                                    （（（（対象対象対象対象研究科研究科研究科研究科））））    

法法法法学研究科学研究科学研究科学研究科、経済学研究科、経営学研究科、、経済学研究科、経営学研究科、、経済学研究科、経営学研究科、、経済学研究科、経営学研究科、    

医学研究科、保健学研究科、医学系研究科、医学研究科、保健学研究科、医学系研究科、医学研究科、保健学研究科、医学系研究科、医学研究科、保健学研究科、医学系研究科、    

国際協力研究科国際協力研究科国際協力研究科国際協力研究科    

    

        場場場場                    所所所所            出光佐三記念六甲台講堂出光佐三記念六甲台講堂出光佐三記念六甲台講堂出光佐三記念六甲台講堂    

    

式式式式        次次次次        第第第第            一一一一    開式の辞開式の辞開式の辞開式の辞    

                                        一一一一    学位記授与学位記授与学位記授与学位記授与    

                                        一一一一    学長式辞学長式辞学長式辞学長式辞    

                                        一一一一    被授与者代表答辞被授与者代表答辞被授与者代表答辞被授与者代表答辞    

                                        一一一一    閉式の閉式の閉式の閉式の辞辞辞辞    

    

【【【【    留意事項留意事項留意事項留意事項    】】】】    

・・・・当日は当日は当日は当日は、、、、必ず決められた時刻までに必ず決められた時刻までに必ず決められた時刻までに必ず決められた時刻までに受付を済ませて受付を済ませて受付を済ませて受付を済ませてください。ください。ください。ください。    

着席着席着席着席時刻を過ぎますと時刻を過ぎますと時刻を過ぎますと時刻を過ぎますと、、、、式典に参列式典に参列式典に参列式典に参列できない場合がありますできない場合がありますできない場合がありますできない場合がありますのでご注意願いますのでご注意願いますのでご注意願いますのでご注意願います。。。。    

・学位記は、式典において学・学位記は、式典において学・学位記は、式典において学・学位記は、式典において学長から１人ずつ手渡しで授与されます。長から１人ずつ手渡しで授与されます。長から１人ずつ手渡しで授与されます。長から１人ずつ手渡しで授与されます。    

・・・・事前に各研究科において事前に各研究科において事前に各研究科において事前に各研究科において、、、、授与式への出欠の確認を行います。授与式への出欠の確認を行います。授与式への出欠の確認を行います。授与式への出欠の確認を行います。    

・・・・ご家族の方等も授与式に参列いただけます。ご家族の方等も授与式に参列いただけます。ご家族の方等も授与式に参列いただけます。ご家族の方等も授与式に参列いただけます。なおなおなおなお、、、、大学構内には大学構内には大学構内には大学構内には駐車スペースが駐車スペースが駐車スペースが駐車スペースが    

ございございございございませんので、電車・バスませんので、電車・バスませんので、電車・バスませんので、電車・バス等等等等をご利用ください。をご利用ください。をご利用ください。をご利用ください。    

    

    

    



（参考：外国人留学生用） 
 
 
 
Graduation Ceremony 
 
 
 
 
Graduation Ceremony will be held as followings. 
 
Date: Thursday, March 23, 2017 
Place: IDEMITSU SAZO Memorial Rokkodai Auditorium, Rokkodai Campus 
 
 
Graduate School of Humanities, Graduate School of Intercultural Studies, 
Graduate School of Human Development and Environment, Graduate School of Science, 
Graduate School of Engineering, Graduate School of System Informatics, 
Graduate School of Agricultural Science, Graduate School of Maritime Sciences 
 

Time: Graduation Ceremony starts at 10:00 am.  
       Doors open at 9:00 am. 

    Students must check in by 9:30 am. 
      Be seated by 9:40 am. 
 
 
 

    Graduate School of Law, Graduate School of Economics,  
Graduate School of Business Administration, Graduate School of Medicine, 
Graduate School of Health Sciences, Graduate School of International Cooperation Studies 
 

Time: Graduation Ceremony starts at 2:00 pm.  
      Doors open at 1:00 pm. 
      Students must check in by 13:30 pm. 
        Be seated by 1:40 pm. 
 
 
[Notice Matters] 
＊Please be sure to assemble on the appointed day by the designated time. 
＊We ask that you be aware that you may not be able to participate in the ceremony if you are not 
in your seats by the time everyone is seated. 
＊Diplomas will be awarded at the ceremony by the president one person at a time. 

＊We will perform a check for attendance to the awards ceremonies for each graduate course. 
＊Family members may also attend the awards ceremony. 

＊In addition, as we do not have parking spaces on the university grounds, please use the train or 
bus. 

    


