
令和４年度学位記授与式の開催について（お知らせ）【第 2 報】 

 

【世田谷キャンパス】 

１．学位記等授与式実施日：2023 年 3 月 20 日（月） 二部制で実施【第 1 報】から変更なし 

  式典会場：桜丘アリーナ 

開式時間：第一部 10：30～ 応用生物科学研究科、応用生物科学部 

              生命科学研究科、生命科学部 

              農学研究科（バイオサイエンス、農芸化学、醸造学、食品栄養学、環境

共生学専攻） 

第二部 13：30～ 地域環境科学研究科、地域環境科学部 

         国際食料農業科学研究科、国際食料情報学部 

         農学研究科（林学、農業工学、造園学、国際農業開発学、農業経済学、

国際バイオビジネス学専攻） 

※第一部・第二部 共に開式 15 分前までに必ず着席してくだい。 

※開式後は、会場内には入れませんのでご注意ください。 

＜式次第＞ 

１）開 式 

２）国歌傾聴 

３）学位記授与 

①大学院博士後期課程修了者（代表者１名） 

②大学院博士前期課程修了者（代表者１名） 

③大学卒業者 代表者１名（総代） 

４）賞状及び記念品授与 成績優秀賞 （代表者１名） 

            卒業論文優秀賞（代表者１名） 

            大日本農会賞（代表者１名） 

            スポーツ特別賞 

            校友会記念品（代表者１名） 

            教育後援会（代表者１名） 

５）学長告辞  江口 文陽 

６）理事長祝辞 大澤 貫寿 

７）来賓紹介 

８）卒業生代表答辞 代表者１名 

９）学歌傾聴 

10）閉 式 

令和４年度学位記授与式の詳細が決まりましたのでお知らせします。 

修了生、卒業生の皆様の健康面・安全面を第一に考え、また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のた

め、東京農業大学ではキャンパス毎に学位記授与式を行います。 



【大学院修了者】 

該当する時間にアカデミックガウン及びマスク着用のうえ桜丘アリーナ集合 

【大学卒業者】 

該当する時間にマスク着用のうえ桜丘アリーナ集合 

 

  以下の代表者は、当日壇上にて学長から賞状等を授与いただきます。 

  該当学生への連絡は、学務課から本人へ直接行います。 

 

【第 1部】 

 大学院博士後期課程修了者（代表者１名：調整中）、 

大学院博士前期課程修了者（代表者１名：生化）、 

総代（化学）、成績優秀賞（バイオ）、卒業論文優秀賞（健康）、大日本農会賞（生化） 

校友会記念品（栄養）、教育後援会記念品（微生物） 

 

【第 2部】 

大学院博士後期課程修了者（代表者１名：調整中）、 

大学院博士前期課程修了者（代表者１名：創成）、 

総代（森林）、成績優秀賞（開発）、卒業論文優秀賞（工学）、大日本農会賞（経済） 

校友会記念品（創成）、教育後援会記念品（ビジネス） 

 

※８）卒業生代表答辞【第 1部】（醸造科学科）、【第 2部】（造園科学科） 

    該当学生への今後の日程に係る連絡は、学務課から本人へ直接行います。 

  



２．専攻・学科別 学位授与会場について 

・卒業・修了生は、桜丘アリーナでの学位記授与式終了後、１号館において各専攻・学科指定教室にて学

位記授与を実施します。 
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地域環境科学部・地域環境科学研究科・農学研究科（林学、農⼯、造園、創成）

411 412 413

国際⾷料情報学部・国際⾷料農業科学研究科・農学研究科（開発、農経、ビジネス、⾷農）

211 212 213

応⽤⽣物科学部・応⽤⽣物科学研究科・農学研究科（農化、醸造、⾷栄、健康、共⽣）
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 ３．当日の入構について 

・「正門」及び「経堂門」のみの開門となります。 

    

４．大学正門前の写真撮影について 

 ・各門付近での写真撮影は整列し教職員の指示に従ってください。 

・大学正門前の写真パネルを各所に設置しますので、写真撮影スポットとしてご利用ください。 

   

５．サイエンスポートへの立ち入りについて 

 ・卒業・修了生は新型コロナウイルスの感染対策を講じて入館可能です。 

 ・保護者（保証人）はご遠慮ください。 

 

６．当日の入構について 

・濃厚接触防止の観点から、風邪気味の方（修了生・卒業生含む）の参加は不可とし、ご来構も固くご遠

慮いただきます。 

保証人（保護者）の方（事前申請が必要です） 

  ・2 名以内でご参加いただけます。会場スペースに限りがありますので、満員となった際やゆとりをもっ

て閲覧したい際は、１号館の教室にて式典の模様をご視聴いただけます。 

・入構者の事前申請手続きは、以下の URL または、QR コードより申請を行ってください。 

※来構の際は、申し込みフォームの画面コピーまたは印刷用紙が必要となります。 

※第一部・第二部 共に開式 15 分前までに必ず着席してくだい。 

※開式後は、式典会場内には入れませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  在学生の方 

  ・入構制限は行いませんが、学位記授与式等に支障がでないようご協力ください。なお、修了生及び卒業

生との記念撮影や記念品の受け渡し等については、近隣公共施設等では行わず、大学構内（屋外）で実

施してください。 

  

７．当日欠席する学生について 

・学位記授与式当日に大学に来られない修了生及び卒業生は、必ず事前に学部事務室へご連絡ください。

学位記等は後日郵送いたします。 

 

８．大学院生のアカデミックガウンのレンタルについて 

・2 月初旬に学生ポータルで連絡済みですが、出席される方は必ずレンタル申込手続きをしてください。 

以上 

2023/2/16 世田谷キャンパス教務支援部学務課 

【第二部・午後】 
 https://forms.office.com/r/pFf3avetpr 

【第一部・午前】 

 https://forms.office.com/r/RVtZP0ZPWF 



 

令和４年度学位記授与式の開催について（お知らせ）【第１報】 

 

【世田谷キャンパス】 
１．学位記授与式実施日：2023 年 3 月 20 日（月） 

※今年度は、学部・研究科で開始時間を分けて、午前と午後の 2部制にて学位記授与式を行います。 

【第一部（午前）】／応用生物科学研究科、応用生物科学部 

         生命科学研究科、生命科学部 

         農学研究科 バイオサイエンス・農芸化学・醸造学・食品栄養学・環境共生学専攻 

 【第二部（午後）】／地域環境科学研究科、地域環境科学部 

         国際食料農業科学研究科、国際食料情報学部 

                 農学研究科 林学・農業工学・造園学・国際農業開発学・農業経済学・ 

国際バイオビジネス学専攻 

 

２．実施場所・時間について 

   ○実施場所 農大桜丘アリーナ 

   ○実施時間【第一部】 

           10：00 該当学生 農大桜丘アリーナ集合 

           10：30 学位記授与式 開始 

           11：30 学位記授与式 終了 

                 ～1 号館へ移動～ 

           12：00 専攻、学科別 授与式開始（※教室の割当については、後日連絡） 

           13：00 終了 

 

           【第二部】 

        13：00 該当学生 農大桜丘アリーナ集合 

           13：30 学位記授与式 開始 

           14：30 学位記授与式 終了 

                 ～1 号館へ移動～ 

           15：00 専攻、学科別 授与式開始（※教室の割当については、後日連絡） 

           16：00 終了 

○博士前期（修士）課程／博士後期課程 

アカデミックガウン及びマスク着用のうえ桜丘アリーナ集合 

○学部生 

マスク着用のうえ桜丘アリーナ集合 

 

 ３．当日の入構については、「正門」、「経堂門」及び「桜丘門」のみの開門となります。 

 

４．今年度は、保証人（保護者）は、2名以内でご参加頂けます。 

  （入構に関する詳細（事前申請、参加会場及び入構方法等）につきましては、後日連絡致します） 

 

５．3月 20 日（月）に大学に来られない卒業生・修了生は、事前に学部事務室へ必ずご連絡ください。 

学位記等は後日郵送いたします。 

 

６．大学院生へのアカデミックガウンのレンタルについては、1月下旬に学生ポータルで連絡しますの 

で、出席される方は必ずレンタル申込手続きをしてください。 

 

2022 年 12 月 23 日 世田谷教務支援部学務課 

 

令和４年度学位記授与式の開催日時が決まりましたのでお知らせします。 

修了生、卒業生の皆様の健康面・安全面を第一に考え、また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

東京農業大学ではキャンパス毎に学位記授与式を行います。 

学位記授与式に関する詳しい内容は、後日（2月下旬頃）改めてホームページ・学生ポータルにてお知ら

せしますので、必ずご確認ください。 
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