令和４年９月
法学府修了予定者（国際コース学生を除く）

各位

令和４年度９月修了者に対する
学位記の授与について
このことについて、下記のとおり
学位記（修了証書）の授与を行います。
記
【日時】９月２２日（木）１１時３０分
【場所】法学部大会議室
（イースト２号館５階

Ｄ－５２６）

※椎木講堂での全学授与式終了後に、上記の場所で執りおこないます。
※出席者数の確認のため、9 月修了予定者は、法学府学位記授与式の出欠
を以下の連絡先までお知らせ下さい。
人文社会科学系事務部学務課法学担当（jbkkyomu2la@jimu.kyushu-u.ac.jp）

令和４年８月
法 学 府

長

令和４年８月１９日
学部卒業見込者 各位
修士課程、専門職学位課程
及び博士課程修了見込者 各位
九州大学学務部長
後 藤 成

雅

令和４年度 秋季学位記授与式について（お知らせ）
令和４年度秋季学位記授与式が下記のとおり挙行されますので、ご出席ください。
記
日

時

令和４年９月２２日（木）１０時００分～１１時００分

場

所

椎木講堂（伊都キャンパス）
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そ の 他
（１）整理の都合により、式場には９時００分から９時３０分の間に
入場してください。
（２）９時４０分から九大フィルの演奏を行います。
（３）座席は、当日の入場の際にお知らせします。
（４）良識ある服装で式に出席してください。
（５）学位記授与式終了後、各学部・学府で授与式がありますので、
別途指示された会場へ速やかに移動願います。
新型コロナウイルス感染防止に係る注意事項
（１）保護者等ご家族の列席はできません。
（２）発熱等の風邪の症状がある学生は出席できません。
（３）入口で検温を実施します。発熱のある学生は、入場できません。
（４）式典の模様は LIVE 配信いたします。
（５）マスクの着用をお願いします。
（６）感染拡大の状況により、式典の開催について変更することがあります。

August, 2022
To:
Expected graduates from Bachelor course,
Master’s course, Professional degree course,
and Doctoral course.
GOTO Seiga
Director of Student Affairs Department
Kyushu University
About Fall 2022 Commencement (Notification)
Your attendance at Kyushu University Fall 2022 Commencement which will be held as following is
highly requested.
Details
Date & Time: 10:00 a.m. – 11:00 a.m., September 22 (Thu), 2022
Venue: SHIIKI Hall at Ito Campus, Kyushu University
Program:









Inaugural address
Conferral of degrees
Bachelor’s course
Master’s course
Professional degree course
Doctoral course
President’s address
Address in reply
Congratulatory Address
Student Award
Closing address

Note:
1. Please be sure to enter the venue from 9:00 a.m. to 9:30 a.m. for smooth entrance.
2. There will be a performance by Kyushu University Philharmonic Orchestra from 9:40 a.m.
3. Please be seated according to the announcement at the time of entrance.
4. Please note that there is a dress code; a suit or a dress is required.
5. Please move quickly, after Commencement, to the venue of additional ceremony held by each
School or Graduate School according to the separate announcement.

Help Us Prevent the Spread of COVID-19
(1) Guardians and other family members are not allowed to attend.
(2) Students with fever or cold-like symptoms are not allowed to attend.
(3) Temperature checks will be conducted at the entrance. Students with a fever are not allowed
to enter.
(4) A livestream of the ceremony will be available online.
(5) Please wear a face mask.
(6) Ceremony details are subject to change as the situation regarding the spread of infection
continues to develop.

九州大学学生後援会
卒業ガウン貸出サービス
九州大学学生後援会では、期間限定で卒業ガウン貸出サービスを行っています。
写真撮影など卒業の記念に是非ご利用ください。
★予約受付期間・貸出料は、会員・非会員で異なりますので、ご注意ください。
★入会状況が不明な場合は、事前にメールにてお問合せください。
★１人１着貸出可。数に限りがありますので、お早めにご予約ください。

＜予約受付期間＞
会 員 ：令和４年８月２５日（木）～９月８日（木）
非会員 ：令和４年９月 １日（金）～９月８日（木）
・原則先着順ですが、同時に申し込みがあった場合は、会員の予約を優先いたします。

＜貸出料＞
会 員 ：１，０００円 / 非会員 ：３，０００円
・いずれもクリーニング代込み・ガウン貸出時に現金にてお支払いただきます。

【 予 約 方 法 】
SSO-KIDでサインインの上、以下のフォームよりお申込みください。
https://forms.office.com/r/evtq5EP8ZK
・先着順のため、ご希望に添えかねる場合もございます。
・貸出可否については、事務局よりお送りするメールを必ずご確認ください。
申込フォーム

【 貸 出 期 間 】
令和４年９月１５日（木）～９月２２日（木）
【 貸出・返却方法】
学生後援会窓口にて貸出・返却。受付時間９時～１６時（平日のみ）
・返却のみ宅配便可（送料自己負担）

【 貸出数・サイズ目安 】
Ｌサイズ １５着（身長170cm～）
Ｍサイズ ２１着（身長16０cm～）
Ｓサイズ １７着（身長150cm～）
＜貸出・返却・問合せ＞

九州大学学生後援会事務局（伊都キャンパスセンター１号館２階8番窓口）
E-Mail：gaggkouenkai@jimu.kyushu-u.ac.jp
ＨＰ：https://kouenkai.student.kyushu-u.ac.jp/

Kyushu University Students Support Association
A rental service of the graduation Gown
Kyushu University Students Support Association is providing a rental service of an academic dress gown.

*Application period and rental fee differ for members and non‐members.
*If you are uncertain about your membership status, please contact us by email in advance.
*One gown for one person only. The number of gown is limited.
We recommend your early booking.
Application Period
Member : Aug 25th(Thu) – Sep 8th(Thu),2022
Non‐member : Sep 1st(Thu)‐ Sep 8th (Fri),2022
Rental Fee
Member : ¥1,000
Non‐member : ¥3,000
*Including cleaning fee. Please pay in cash when you receive the gown.
How to apply :
Please sign in with your SSO‐KID and submit the form below.
https://forms.office.com/r/evtq5EP8ZK
Please note that requests may not be accepted if all of them have
been already fully booked. Please be sure to check the e‐mail sent
by us regarding rental availability.
Rental Period :
One week from Sep 15th (Thu) to Sep 22nd (Thu), 2022
Pick up / Return :
At the desk of Student Support Association.
*Reception hours 9:00 to 16:00 (weekdays only. Mar 21st(Mon) is closed due to holiday)
*You can return by a delivery service.(You must pay delivery charge)

Number of rental gown :
Size L (Height 170cm~) 15
Size M(Height 160cm~) 21
Size S (Height 150cm~) 17
<Rental/Return/Inquiry>

Kyushu University
Student Support Association Administration Office
Ito campus, Center No.1 Building, 2nd Floor, No.8 Counter
E‐Mail：gaggkouenkai@jimu.kyushu‐u.ac.jp
HP：https://kouenkai.student.kyushu‐u.ac.jp/

application form

