
令和5年3月24日　各研究科等の行事予定一覧
研究科等

開始予定時
間

場所
家族等の
参加可否

行事名 詳細（URLでリンク） 問い合わせ先（教務担当掛）

文学研究科 16:00 本部構内　文学部校舎　第３講義室 不可 文学研究科学位授与式 対象者に通知 文学研究科第二教務掛　075-753-2710

教育学研究科 随時 教務掛窓口 不可 学位記の交付 掲示及びKULASISにより周知
教育学研究科教職教務掛　075-753-
3012

16:30 本部構内　法経本館 教室 不可
法政理論専攻
修士学位授与式

17:00 本部構内　法経本館 教室 不可
法政理論専攻
博士学位授与式

17:00 本部構内　法経本館 教室 不可
法曹養成専攻
学位記授与

法学研究科法科大学院掛 075-753-
3125

公共政策教育部 16:30 本部構内　法経本館２階　法経第一教室 不可 公共政策大学院学位記交付式
https://www.sg.kyoto-
u.ac.jp/sg/events/

法学研究科公共政策大学院掛　075-
753-3126

経済学研究科 16:00
本部構内　法経東館２階
経済学研究科大学院掛（教務掛）窓口

不可 学位記の交付
KULASIS教務厚生情報掲載の掲示を参
照

経済学研究科大学院掛　075-753-3493

経営管理大学院 16:30
京都大学国際科学イノベーション棟　シンポジウムホール
（5F）

不可 経営管理大学院学位記交付式
https://www.gsm.kyoto-
u.ac.jp/login/students/news/18712/

経営管理大学院掛　075-753-3410

理学研究科 16:40
北部構内理学研究科6号館
  南棟　401講義室　等

可 理学研究科博士学位記伝達式 対象者に通知
理学研究科大学院教務掛
075-753-3613

理学研究科数学・数理解析専攻 16:30 理学研究科セミナーハウス 不可
理学研究科数学・数理解析専攻数学系
学位授与式

なし
理学研究科数学事務室
075-753-3700

医学研究科
（人間健康科学系専攻以外）

16:10 医学部構内　芝蘭会館2階　稲盛ホール 不可 医学研究科学位授与式
対象者(3月学位授与者のみ)に通知（参
加は出席回答が必要）

医学研究科大学院教務掛　075-753-
4306

医学研究科
（人間健康科学系専攻）

16:30 人間健康科学科棟5階　第9講義室(予定) 不可 学位記の交付 KULASISで周知予定 人間健康教務掛　075-753-9313

薬学研究科 16:30 薬学部医薬系総合研究棟１階　藤多記念ホール 不可 薬学研究科学位記授与式 掲示等で周知 薬学研究科教務掛　075-753-4514

工学研究科
社会基盤工学専攻

17:00 吉田キャンパス、総合研究3号館共通155講義室 不可
社会基盤工学専攻
修士学位授与式

https://www.um.t.kyoto-
u.ac.jp/ja/oncampus/kyomu2022

工学研究科Cクラスター事務区教務掛
075-383-2967

工学研究科
都市社会工学専攻

17:00 吉田キャンパス、総合研究4号館共通3講義室 不可
都市社会工学専攻
修士学位授与式

https://www.um.t.kyoto-
u.ac.jp/ja/oncampus/kyomu2022

工学研究科Cクラスター事務区教務掛
075-383-2967

工学研究科
都市環境工学専攻

16:10 吉田・総合研究４号館 共通１ 不可 都市環境工学専攻修士学位記授与式 学生宛てにメール、掲示等で通知
工学研究科Cクラスター教務掛　075-
383-2967

工学研究科
建築学専攻

17:00 桂キャンパス　C2棟１階　大会議室 不可 修士学位修了証書伝達式 学生宛にメール、掲示等で通知
工学研究科　Ｃクラスター事務区教務掛
075-383-2967

工学研究科
機械理工学専攻

工学研究科
マイクロエンジニアリング専攻

工学研究科
航空宇宙工学専攻

17:45 桂キャンパス Cクラスター C3棟1階 講義室3 不可
航空宇宙工学専攻
修士学位授与式

掲示等で周知
工学研究科Cクラスター教務掛
075-383-3522

工学研究科
原子核工学専攻

随時 桂キャンパス　Ｃクラスター教務掛 不可 学位記の交付 掲示等で周知
工学研究科Cクラスター教務掛
075-383-3522

工学研究科
材料工学専攻

15:00 吉田キャンパス　物理工学科事務室 不可 学位記の交付 掲示等で周知
工学研究科Cクラスター教務掛
075-383-3522

工学研究科
電気工学専攻・電子工学専攻

17:00 桂キャンパス　A1-001講義室 不可
電気工学・電子工学専攻
修士学位授与式

対象者にメールで通知
工学研究科Aクラスター事務区教務掛
075-383-2077

工学研究科
物質エネルギー化学専攻

17:00 桂キャンパス　A2-303講義室 不可
物質エネルギー化学専攻
修士学位授与式

掲示等で周知
工学研究科Aクラスター事務区教務掛
075-383-2077

工学研究科
化学工学専攻

17:00 桂キャンパス　A2-307講義室 不可
化学工学専攻
修士学位授与式

掲示等で周知
工学研究科Aクラスター事務区教務掛
075-383-2077

工学研究科
高分子化学専攻

17:00 桂キャンパス　Ａ2-306講義室 不可
高分子化学専攻
令和４年度修士学位授与式

掲示等で周知
工学研究科Aクラスター事務区教務掛
075-383-2077

工学研究科
合成・生物化学専攻

17:30 桂キャンパス　Ａ2-308講義室 不可
合成・生物化学専攻
令和４年度修士学位授与式

掲示等で周知
工学研究科Aクラスター事務区教務掛
075-383-2076

工学研究科
材料化学専攻

 -  -  -  -
各研究室で学位授与を行う。掲示等で周
知

工学研究科Aクラスター事務区教務掛
075-383-2077

工学研究科
分子工学専攻

 -  -  -  -
各研究室で学位授与を行う。掲示等で周
知

工学研究科Aクラスター事務区教務掛
075-383-2077

工学研究科（博士のみ） 17:00 京都大学桂キャンパス　船井哲良記念講堂 可 工学研究科博士学位授与式 学生宛てに通知
工学研究科　教務課大学院掛
075-383-2040

農学研究科 16:10 農学部総合館西棟1階　W100講義室 不可 農学研究科博士学位授与式 対象者に通知
農学研究科大学院教務掛
075-753-6014

人間・環境学研究科 16:30
吉田南構内　人間・環境学研究科棟
地階　大講義室

不可
人間・環境学研究科
学位記交付式

人間・環境学研究科大学院掛
075-753-2951

エネルギー科学研究科
エネルギー社会・環境科学専攻

16:30 本部構内　13号館163講義室 不可
エネルギー社会・環境科学専攻修士学位
授与式

専攻から学生に周知
エネルギー科学研究科教務掛　075－
753－9123

エネルギー科学研究科
エネルギー基礎科学専攻

16:30 本部構内　11号館114講義室（1階） 不可
エネルギー基礎科学専攻修士学位授与
式

専攻から学生に周知
エネルギー科学研究科教務掛　075－
753－9123

エネルギー科学研究科
エネルギー変換科学専攻

16:30 本部構内　11号館118 不可
エネルギー変換科学専攻修士学位授与
式

専攻から学生に周知
エネルギー科学研究科教務掛　075－
753－9123

エネルギー科学研究科
エネルギー応用科学専攻

16:30 本部構内　11号館215講義室（2階） 不可
エネルギー応用科学専攻修士学位授与
式

専攻から学生に周知
エネルギー科学研究科教務掛　075－
753－9123

アジア・アフリカ地域研究研究科 17:00 稲盛財団記念館3階　大会議室 不可
アジア・アフリカ地域研究研究科学位授
与式

対象者にメールで通知
アジア・アフリカ地域研究研究科教務掛
075-753-7374

情報学研究科 該当者には追ってメール等で通知します。 不可 情報学研究科学位記授与式 http://www.i.kyoto-u.ac.jp/ 情報学研究科教務掛　075－753－4894

16:15 医学部構内　基礎第三講堂 不可 生命科学研究科学位記交付式 対象者にメールで通知 生命科学研究科教務掛　075-753-9222

学位記交付
式終了後

芝蘭会館1階　ロビー 不可 記念写真撮影 対象者にメールで通知 生命科学研究科教務掛　075-753-9222

総合生存学館 16:00 東一条館　会議室 不可 総合生存学館学位授与式 掲示等で周知 総合生存学館教務掛　075-762-2002

地球環境学舎 16:00 総合研究5号館大講義室
不可

（別室でオンラ
イン視聴可）

地球環境学舎学位授与式 KULASIS等で周知 地球環境学堂教務掛　075-753-9167

法学研究科

法学研究科大学院掛 075-753-3220

生命科学研究科

17:45
桂キャンパス
C3棟 第1講義室

不可
機械理工学専攻・
マイクロエンジニアリング専攻
修士・博士学位授与式

掲示等で周知
機械系専攻就職担当事務
075-383-3714

https://www.um.t.kyoto-u.ac.jp/ja/oncampus/kyomu2022
https://www.um.t.kyoto-u.ac.jp/ja/oncampus/kyomu2022
https://www.um.t.kyoto-u.ac.jp/ja/oncampus/kyomu2022
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	20230324大学院（学位授与式）

