
令和 2 年 3 月 4 日 
卒業生 
保護者 各位 

文芸学部⻑ 
 

卒業生・修了生および保護者のみなさまへ 
〜令和元年度卒業式の中止および卒業証書・学位記授与について〜 

すでに発表しておりますとおり、近畿大学は新型コロナウイルス感染症が拡大している
現状に鑑み、令和元年度卒業式の開催中止を決定いたしました。 

しかしながら、卒業式は人生における大きな節目であり、学生やご家族の皆様はその日を
心待ちにされていたかと思います。我々教職員にとっても、学生の成⻑を見届け、人生の新
しい舞台へと送り出す大切な式典です。感染予防対策として、多くの学生が一堂に会する式
典は中止いたしますが、下記の留意事項を踏まえ、少人数規模になるように人数・時間を区
切った形での卒業証書・学位記授与を行います。なお、今後、状況の変化に応じて、大学と
して開催方法の変更や中止を含め、新たな対応を行う可能性がございますので、大学ホーム
ページで随時、最新情報を確認してください。 

記 

留意事項 

【参加できない方】 
◇卒業生以外の在学生並びに保護者 
◇風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いているまたは、強いだるさ（倦怠感） 

や息苦しさ（呼吸困難）がある場合※ 
◇授与日から逆算し、2 週間以内に外務省が定める感染症危険情報レベル２並びに３の

地域への渡航歴がある場合 
◇授与日から逆算し、2 週間以内に外務省が定める感染症危険情報レベル２並びに３の

地域に在住の方と接触がある場合 
※新型コロナウイルスの感染症対策と相談・受診の目安に該当（厚生労働省 HP より） 

【参加前の注意事項】 
◇マスクの着用（各自でご準備ください） 
◇授与会場入室時、手指の消毒・手洗いの励行 
◇食事は極力済ませた状態での参加（学内での飲食は極力控えてください。） 

【禁止行為】 
◇感染拡大が懸念される行為（握手、密集状態での写真撮影、花束贈呈、校歌⻫唱等） 
◇授与会場での滞在 
※日時・場所については次ページをご確認ください 

以 上 
 



 
文芸学部 卒業証書授与 

 
授 与 日：令和 2 年 3 月 21 日（土） 
授与方法：ゼミ単位（舞台芸術専攻除く） 
場所および時間 
≪文学科・日本文学専攻≫ 

会場 No 日時 ゼミ教員名 授与教室 
1 

3 月 21 日（土） 
11：00〜12：00 

中島 一夫 203 教室 
2 深澤 愛 204 教室 
3 桒原 丈和、奥泉 光 205 教室 
4 佐藤 秀明 206 教室 
5 八角 聡仁、谷崎 由依 207 教室 
6 藤巻 和宏、井田 太郎 306 教室 
7 大澤 聡 308 教室 
8 小森 健太郎 309 教室 
9 大田垣 仁 310 教室 

 
≪文学科・英語英米文学専攻≫ 

会場 No 日時 ゼミ教員名 授与教室 
10 

3 月 21 日（土） 
11：00〜12：00 

辻 和彦 302 教室 
11 藤澤 博康 303 教室 
12 ケリー・リチャード 304 教室 
13 藤永 史尚 305 教室 
14 吉田 朱美 312 教室 
15 松本 ユキ 313 教室 

 
≪芸術学科・舞台芸術専攻≫ 

会場 No 日時 ゼミ教員名 授与教室 

1 
3 月 21 日（土） 
13：00〜14：00 

舞台芸術専攻（全員） A-301 教室 

 
≪芸術学科・造形芸術専攻≫ 

会場 No 日時 ゼミ教員名 授与教室 

1 
3 月 21 日（土） 
13：00〜14：00 

造形芸術専攻（全員） 
D 館 2 階 
211-213 

 
 
 



 
≪文化・歴史学科≫ 

会場 No 日時 ゼミ教員名 授与教室 
1 

3 月 21 日（土） 
13：00〜14：00 

網 伸也 203 教室 
2 藤井 弘章 204 教室 
3 前田 益尚 205 教室 
4 白水 士郎 206 教室 
5 辻河 典子 207 教室 
6 新谷 和之 302 教室 
7 鈴木 拓也 303 教室 
8 髙宮 いづみ 304 教室 
9 上田 貴子 305 教室 

10 山下 雅之 306 教室 
11 松村 博史 308 教室 
12 人見 佐知子 309 教室 
13 村田 陽平 310 教室 
14 図師 宣忠 311 教室 

 
≪文化デザイン学科≫ 

会場 No 日時 ゼミ教員名 授与教室 
1 

3 月 21 日（土） 
14：00〜15：00 

柳橋 肇 302 教室 
2 後藤 哲也 303 教室 
3 岡本 清文 304 教室 
4 森口 ゆたか 305 教室 
5 井面 信行、岩城 覚久 306 教室 
6 ⻄野 昌克 308 教室 
7 梅原 宏司 309 教室 

 
≪文学科 外国語外国文学専攻（中国・韓国語文化コース）≫ 
≪英語コミュニケーション学科≫ 

会場 No 日時 ゼミ教員名 授与教室 

8 
3 月 21 日（土） 
14：00〜15：00 

本村元造（学部⻑） 101 教室 

 
 
 
 
 
 



関連リンク 
厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
国立感染症研究所(NIID)  
https://www.niid.go.jp/niid/ja/ 
外務省(MOFA)  
https://www.anzen.mofa.go.jp/ 
外務省 たびレジ  ※外務省の海外安全情報無料配信サービス 
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 
大阪府 新型コロナウイルスに関するお知らせ 
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html 
東大阪市 新型コロナウイルスに関するお知らせ 
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000026466.html  
 
 
【卒業証書・学位記授与に関わる Q&A】 
Q. 当日の在学生・保護者の参加はできますか？ 
A. 申し訳ありませんが、感染予防対策の観点から教室内への立ち入りは固くお断りさせて
頂きます。専門家の指導の下、感染が拡大しないように厳格な人数調整のもと、実施いたし
ておりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。 
 
Q. 当日、学内で卒業証書・学位記を受け取らない場合、家に送ってもらうことはできますか？ 
A. 可能です。所定の手続をおこない、必要書類と共に、学生証を本学にお送りください。 
本学で確認した後、卒業証書・学位記を郵送でお送りいたします。なお、3 月 21 日（土）
より前の発送はできません。 
詳しくは、下記の卒業証書・学位記送付願をダウンロード頂き、必要添付書類及び注意事項
をご確認の上、手続きを行ってください。 
『卒業証書・学位記送付願（PDF データ）』 
 
Q. 卒業証書・学位記等の送付はいつまでに連絡したらよいですか？ 
A. できる限り 3 月 19 日（木）までに手続を完了してください。ただし、3 月 19 日（木）
以降の手続となった場合でも順次発送いたします。 
申込締切日は令和 2 年 4 月 30 日（木）となりますのでご注意ください。  
 
Q. 卒業証書・学位記等の送付に費用はかかりますか？ 
A. 原則、本人負担となります。 


