
平成29年度広島大学
各学部・研究科学位記授与式情報 平成30年3月14日現在

学部・研究科名
（学科等の単位で

集合授与する場合は、学科等）
日時・場所 保護者の方の出席の可否 問い合わせ先

【総合科学部・総合科学研究科学位記伝達
式】
日時：　3月23日　13時20分から
場所：　L102講義室

○

【各プログラム単位での伝達式】
日時：　3月23日　14時から
場所：　K棟講義室

○

【総合科学部・総合科学研究科学位記伝達
式】
日時：　3月23日　13時20分から
場所：　L102講義室

○

【各領域単位での伝達式】
日時：　3月23日　14時から
場所：　K棟講義室

○

大学院総合科学研究科
博士課程後期
論文博士取得者

【総合科学部・総合科学研究科学位記伝達
式】
日時：　3月23日　13時20分から
場所：　L102講義室

○
総合科学研究科支援室
（総務担当）
082-424-6306

文学部
人文学科

― ―
文学研究科支援室
（学士課程担当）
082-424-6613

大学院文学研究科
博士課程前期

― ―
文学研究科支援室
（大学院課程担当）
082-424-6615

大学院文学研究科
博士課程後期

日時：　3月23日　14時から
場所：　研究科長室

○
文学研究科支援室
（大学院課程担当）
082-424-6615

教育学部 ― ―
教育学研究科支援室
（学士課程担当）
082-424-6725

大学院教育学研究科 ― ―
教育学研究科支援室
（大学院課程担当）
082-424-6719

経済学部
日時：　3月23日　13時30分から
場所：　257講義室

○

社会科学研究科支援室
（経済学部担当）
082-424-7217
082-424-4646

法学部
日時：　3月23日　13時30分から
場所：　255講義室

○

社会科学研究科支援室
（法学部担当）
082-424-7215
082-424-4648

大学院社会科学研究科
法政システム専攻

日時：　3月23日　13時30分から
場所：　255講義室

○
社会科学研究科支援室
（法政システム専攻担当）
082-424-7148

大学院社会科学研究科
社会経済システム専攻

日時：　3月23日　13時30分から
場所：　257講義室

○
社会科学研究科支援室
（社会経済システム専攻担当）
082-424-7189

大学院社会科学研究科
マネジメント専攻

日時：　3月24日　16時30分から
場所：　205講義室

○
東千田地区支援室
（マネジメント担当）
082-542-6962

大学院法務研究科
日時：　3月23日　16時から
場所：　共用講義室
　　　 　 （東千田総合校舎1F)

○
東千田地区支援室
（法務研究科担当）
082-542-7087

理学部
数学科

日時：　3月23日　15時から
場所：　B707講義室
　　　　　（B棟７階）

○
（但し，会場が狭いです）

理学研究科数学専攻事務室
082-424-7351

理学部
物理科学科

日時：　3月23日　15時30分から
場所：　C212物理会議室
　　　　　（C棟2階）

○
（但し，会場が狭いです）

理学研究科物理科学専攻事務室
082-424-7381

理学部
化学科

日時：　3月23日　14時30分から
場所：　E104講義室
　　　　　（E棟1階）

×
（会場が狭いため）

理学研究科化学専攻事務室
082-424-3869

理学部
生物科学科

日時：　3月23日　14時30分から
場所：　大会議室
　　　　　（E棟2階）

○
理学研究科生物科学専攻事務室
082-424-7470

理学部
地球惑星システム学科

日時：　3月23日　15時から
場所：　B603講義室
  　　　  （B棟6階）

○
理学研究科地球惑星システム学専攻事務室
082-424-7469

大学院理学研究科
博士課程前期
数学専攻

日時：　3月23日　15時から
場所：　B707講義室
　　　　　（B棟７階）

○
（但し，会場が狭いです）

理学研究科数学専攻事務室
082-424-7351

大学院理学研究科
博士課程前期
物理科学専攻

日時：　3月23日　15時から
場所：　C212物理会議室
　　　　　（C棟2階）

○
（但し，会場が狭いです）

理学研究科物理科学専攻事務室
082-424-7381

大学院理学研究科
博士課程前期
化学専攻

日時：　3月23日　14時30分から
場所：　E104講義室
　　　　　（E棟1階）

×
（会場が狭いため）

理学研究科化学専攻事務室
082-424-3869

総合科学部
総合科学研究科支援室
（総務担当）
082-424-6306

大学院総合科学研究科
博士課程前期

総合科学研究科支援室
（総務担当）
082-424-6306
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大学院理学研究科
博士課程前期
生物科学専攻

日時：　3月23日　15時45分から
場所：　生物科学専攻大セミナー室（A306）
　　　　　（A棟3階）

○
（但し，会場が狭いです）

理学研究科生物科学専攻事務室
082-424-7470

大学院理学研究科
博士課程前期
地球惑星システム学専攻

日時：　3月23日　15時から
場所：　B603講義室
　　　　 （B棟6階）

○
理学研究科地球惑星システム学専攻事務室
082-424-7469

大学院理学研究科
博士課程前期
数理分子生命理学専攻

― ―
理学研究科数理分子生命理学専攻事務室
082-424-7326

大学院理学研究科
博士課程後期
全専攻

日時：　3月23日　14時10分から
場所：　理学研究科副研究科長室
　　　　　（E棟1階）

○
理学研究科学生支援室
082-424-7309

大学院先端物質科学研究科
博士課程前期
量子物質科学専攻（理学系）

― ―

先端物質科学研究科支援室
（学生支援担当）
082-424-7008
082-424-7009

大学院先端物質科学研究科
博士課程前期
量子物質科学専攻（工学系）
半導体集積科学専攻

日時：　3月23日　15時～17時
場所：　サタケメモリアルホール

○

先端物質科学研究科支援室
（学生支援担当）
082-424-7008
082-424-7009

大学院先端物質科学研究科
博士課程前期
分子生命機能科学専攻

― ―

先端物質科学研究科支援室
（学生支援担当）
082-424-7008
082-424-7009

大学院先端物質科学研究科
博士課程後期
全専攻

日時：　3月23日 13時30分から
場所：　302S会議室

○

先端物質科学研究科支援室
（学生支援担当）
082-424-7008
082-424-7009

生物生産学部
日時：　3月23日　15時から
場所：　C206講義室

○
生物圏科学研究科支援室
（学士課程担当）
082-424-7915

大学院生物圏科学研究科
日時：　3月23日　13時30分から
場所：　C206講義室

○
生物圏科学研究科支援室
（大学院課程担当）
082-424-7908

大学院大学院国際協力研究科
日時：　3月23日　13時30分から
場所：　国際協力研究科大会議室

○
（但し，会場が狭いです）

国際協力研究科支援室
082-424-6905

工学部 ― ―
工学研究科支援室
（学士課程担当）
082-424-7524

大学院工学研究科
博士課程前期

― ―
工学研究科支援室
（大学院課程担当）
082-424-7519

大学院工学研究科
博士課程後期

日時：　3月23日　13時30分から
場所：　工学研究科大会議室

○
工学研究科支援室
（大学院課程担当）
082-424-7519

医学部
医学科

日時：　3月23日　14時15分から
場所：　広仁会館　大講義室

○
（但し，会場が狭いです）

霞地区運営支援部学生支援グループ
（医学部担当）
082-257-5049

医学部
保健学科

日時：　3月23日　14時から
場所：　医学部第5講義室
　　　　  （臨床講義棟）

○
（但し，会場が狭いです）

霞地区運営支援部学生支援グループ
（医学部担当）
082-257-5049

歯学部
日時：　3月23日　14時から
場所：　歯学部大講義室
　　　　  （研究棟Ａ）

○
（但し，会場が狭いです）

霞地区運営支援部学生支援グループ
（歯学部担当）
082-257-5614

薬学部
日時：　3月23日　14時から
場所：　薬学部第3講義室
　　　　  （研究棟）

○
（但し，会場が狭いです）

霞地区運営支援部学生支援グループ
（薬学部担当）
082-257-5777

大学院医歯薬学総合研究科
大学院医歯薬保健学研究科
大学院保健学研究科

日時：　3月23日　16時15分から
場所：　医学部第5講義室
　　　　  （臨床講義棟）

○
（但し，会場が狭いです）

霞地区運営支援部学生支援グループ
（大学院担当）
082-257-5051
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