
各部局ごとの学位記授与について（学部） 令和3年3月9日現在

学部
（リンク：各学部のウェブページ）

コース／学科 専門領域／EP
時間

（3月25日）
会場 当日欠席者への対応

美術 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 210教室

数学 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 301教室

理科 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 101教室

英語 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 201教室

技術 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 310教室

保健体育 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 304教室

社会 14：00～15：30 教育学部講義棟7号館 103教室

家庭科 14：00～15：30 教育学部講義棟7号館 202教室

国語 14：00～15：30 教育学部講義棟7号館 306教室

音楽 14：00～15：30 教育学部講義棟7号館 308教室

教育基礎 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 307教室

心理発達 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 305教室

日本語教育 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 309教室

特別支援教育
コース

特別支援教育 13：00～14：00 教育学部講義棟7号館 104教室

人間文化課程 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 211教室

14：20～15：20 教育学部講義棟7号館 104教室

経済学部
(https://www.econ.ynu.ac.jp/h
us/econ/25984/2_25984_1_0_2

10301033456.pdf)

10：30～12：30
（学籍番号により異な

る）

経済学部講義棟1号館 101及び102
（学籍番号により分散）

経済学務係窓口にて直接受渡し
または郵送

（詳細は経済学部のページを参照）
(https://www.econ.ynu.ac.jp/hus/ec
on/25984/2_25984_1_0_21030103345

6.pdf)

経営学部
(https://www.cba.ynu.ac.jp/hu

s/busi/26041/)
10：00～11：00

経営学部講義棟1号館104 室、105 室、
2号館109 室

郵送または後日受渡し
（詳細は経営学部のページを参照）
(https://www.cba.ynu.ac.jp/hus/busi

/26041/)

機械工学EP 11：00～ 理工学部講義棟C201（C301（中継））
（C201の入室者の上限を超えた際はC301へ）

材料工学EP 11：00～ 理工学部講義棟A106

海洋空間のシステム
デザインEP

11：00～ 海洋302教室
（上限を超過した場合は海洋製図室へ）

化学EP 11：15～ 理工学部講義棟A201

化学応用EP 10：00～ 化工・安工棟2F205講義室

バイオEP 11：00～ 理工学部講義棟A203

数理科学EP 11：00～ 理工学部講義棟A101

物理工学EP
① 10：00～
② 10：45～

（学籍番号により異なる）

理工学部講義棟A105

電子情報システムEP
① 10：30～10：50
② 11：00～11：20
（研究室ごとに異なる）

理工学部講義棟A107

情報工学EP 11：00～ 理工学部講義棟A108

建築EP 14：30～ 都市科学部講義棟103 EPで対応

地球生態学EP 卒業者に個別に連絡

都市科学部講義棟　101教室

都市科学部講義棟　103教室

都市科学部講義棟　203教室

都市科学部講義棟　204教室

教育学部
（教育人間科学部を含む）

（https://www.edu.ynu.ac.jp/hu
s/edu/26038/）

環境リスク共生学科

14：30～
（14：00受付開始）

郵送
（詳細は都市科学部のページを参

照）
（https://www.cus.ynu.ac.jp/news/20

20/210205.html）

都市社会共生学科

各EPから授業支援システム等で連絡

郵送
（詳細は教育学部のページを参照）
（https://www.edu.ynu.ac.jp/hus/edu

/26038/）

理工学部
(https://www.es.ynu.ac.jp/)

機械・材料・
海洋系学科

化学・生命系
学科

数物・電子情報
系学科

建築都市・環境
系学科

教科教育
コース

人間形成
コース

臨時教員養成課程

指導教員等から個別に授与

建築学科

都市基盤学科

都市科学部
（https://www.cus.ynu.ac.jp/ne

ws/2020/210205.html）
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各部局ごとの学位記授与について（大学院） 令和3年3月9日現在

研究科／学府
（リンク：各研究科／学府のウェブ

ページ）
コース／専攻

専門領域／ユニット／
研究室

時間
（3月25日）

会場 当日欠席者への対応

美術 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 210教室

数学 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 301教室

心理学 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 305教室

日本語教育 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 309教室

理科 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 101教室

英語 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 201教室

技術 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 310教室

保健体育 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 304教室

教育学 13：30～15：00 教育学部講義棟7号館 307教室

社会 14：00～15：30 教育学部講義棟7号館 103教室

家政 14：00～15：30 教育学部講義棟7号館 202教室

国語 14：00～15：30 教育学部講義棟7号館 306教室

音楽 14：00～15：30 教育学部講義棟7号館 308教室

臨床心理学専修 13：00～14：30 教育学部講義棟7号館 305教室

特別支援教育専修 13：00～14：00 教育学部講義棟7号館 104教室

13：00～14：30 全学共用棟C 1F

10：30～12：30
（学籍番号により異なる）

経済学部講義棟1号館 100
（学籍番号により分散）

10：00～11：00 経営学部1号館1階ラウンジ付近

10：30～11：30 法学研究棟202室

国際社会科学府
(博士課程後期）

(https://www.gsiss.ynu.ac.jp/)
11：30～11：45 国際社会科学研究棟201会議室

国際社会科学府
(専門職学位課程）

(https://www.gsiss.ynu.ac.jp/)
10：00～11：00 法学研究棟202室

機械工学 14：00～ 理工学部講義棟C201

材料工学フロンティア 14：30～ 理工学部講義棟A110

海洋空間システムデザイン 15：00～ 船舶海洋工学棟302

先端化学 14：30～ 理工学部講義棟A202

化学応用・バイオ 14：30～ 理工学部講義棟A102

数理科学 14：10～ 理学研究棟602セミナー室

物理工学 14：15～ 理工学部講義棟A105

電子情報システム
① 15：00～
② 15：30～
③ 16：00～

理工学部講義棟A107

理工学府
（博士課程後期・論文博士）

(https://www.fse.ynu.ac.jp/index.h
tml)

13：00～ 理工学系事務棟4階第1会議室 後日受取

人工環境①

雨宮、荒牧、伊藤、大谷(裕)、
白石、鈴木、田中、中井、中

野、 藤井(麻)、本田、本藤、松
本(真）

13：30～13：50 環境情報1号棟515室

環境リスクマネジメント
／人工環境②

遠藤、大谷(英)、大矢、岡、笠
井、 亀屋、熊崎、澁谷、周佐、

鳴海、三宅、安本
14：45～15：05 環境情報1号棟515室

自然環境①
小池、酒井、佐々木、中森、

松田、森（章） 13：30～13：50 環境情報1号棟316室

自然環境②
及川、尾形、菊池、下出、
中村、平塚、山本、和仁 14：45～15：05 環境情報1号棟316室

情報環境①
白川、田村、富井、長尾、
松本（勉）、森（辰）、吉岡 13：30～13：50 環境情報1号棟305室

情報メディア環境学／
情報環境②

牛越、岡嶋、小関、四方、白
崎、 中本、根上、野間、松

井、山田
14：45～15：05 環境情報1号棟305室

環境情報学府
（博士課程後期）

（https://www.eis.ynu.ac.jp/）
11：00～11：20 環境情報1号棟316室

都市科学部講義棟102

都市科学部講義棟104

都市科学部講義棟106

土木工学棟脇：屋外
（雨天時は都市科学部講義棟201）

都市科学部講義棟107

各専攻

法曹実務専攻

教育デザイン
コース

特別支援教育・臨床心理学
コース

郵送
（詳細は教育学研究科のページ

を参照）
（https://www.gsedu.ynu.ac.jp/hu

s/gsedu/26036/）

個別対応

教職大学院

教育学研究科
（https://www.gsedu.ynu.ac.jp/hus

/gsedu/26036/）

経済学専攻

経営学専攻

国際経済法学専攻

国際社会科学府
(博士課程前期）

(https://www.gsiss.ynu.ac.jp/)

後日受取りまたは郵送

機械・材料・海洋系工
学専攻

化学・生命系理工学専
攻

理工学府
（博士課程前期）

(https://www.fse.ynu.ac.jp/index.h
tml)

環境情報学府
（博士課程前期）

（https://www.eis.ynu.ac.jp/）

数物・電子情報系理工
学専攻

各専攻

後日受取

各専攻

都市イノベーション学府
（https://www.urban.ynu.ac.jp/）

11:00～ 個別対応

建築都市文化コース建築系
都市イノベーション専攻建築系

建築都市デザインコース（Y-GSA）

建築都市文化コース都市文化系、
横浜都市文化コース（Y-GSC）

都市イノベーション専攻都市文化系

都市地域社会コース都市基盤系
国際基盤学コース（IGSI）

都市イノベーション専攻都市基盤系
論文博士（博士（工学））

都市地域社会コース地域社会系
都市イノベーション専攻地域社会系

論文博士（博士（学術））
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