
学 位 授 与 式 の ご 案 内 
商学研究科事務所 

3 月 25 日に下記の通り商学研究科の学位授与式を行いますので、是非ご参加ください。 

 

日     時： 2015 年 3 月 25 日（水） 16：40 （16:00 受付開始） 

場     所： 早稲田キャンパス 14 号館 2 階 201 教室 

プログラム： 式 辞 商学研究科長 坂野 友昭 

祝 辞 商学学術院教授 辻 正雄 

    吉川 智教 

学 位 記 授 与 

成績優秀者表彰 

Teaching Award 受賞者表彰 

総代学生挨拶 

（司会：ビジネス専攻教務副主任 浅羽 茂） 

 

必ずご確認ください 

＊ 学費未納の場合は修了とならず、学位は授与できません。学費支払者宛に送付された振込用紙にて 

学費を至急納入のうえ、事務所に領収書を提出してください。 

【事前に済ませておくこと】 

＊ 図書館・学生読書室等の図書が未返却の方には学位記は交付できませんので必ずご返却ください。 

＊ （口述試験日または公開審査会当日に返却されない場合は）ロッカーキーを 3 月 6 日(金) までに事務所に

ご返却ください。なお、ロックアウト期間中（2 月 5 日（木）～2 月 23 日（月））は原則として地下一階の

自習室（PC 室・ロッカールーム）を閉室しますので、集中講義受講者は御留意下さい。 

＊ Waseda-net portal 上の「キャリアコンパス」メニューにある「内定・進路の報告」への入力をお願いします。 

【当日に関するお知らせ】 

＊ 学生証は、大学に返却頂きますので、必ずご持参ください。 

＊ 16:40 以降に受付をすると、欠席とみなされて学位記授与の際に名前を呼ばれない可能性があります。余

裕をもって受付にお越しください。 

＊ 式典にて写真撮影がある場合があります。撮影した写真は商学研究科の Web やパンフレット等で使用 

する可能性がありますのでご了承ください。写りたくない方はスタッフにお声掛けください。 

 

当日の主なスケジュール 

14:50～ 早稲田大学・大学院学位授与式（合同・戸山キャンパス記念講堂)  

16:40～ 商学研究科学位授与式（14 号館 201 教室） 

学位授与式終了後 乾杯式（商学専攻：第 4 会議室、ビジネス専攻：大会議室） 

 

◆ガウンレンタル（先着順） http://www.wcoop.ne.jp/graduates/gown/gown-sho.html  

http://www.wcoop.ne.jp/graduates/gown/gown-sho.html


Invitation to GSC Commencement 
GSC Office 

You are invited to the GSC Commencement scheduled as below. 

Date and time: March 25 (Wed.), 2015 16:40-. (Registration starts at 16:00) 

Place:  Waseda Campus Bldg. 14, 2F #201 

Program: Oration   Dean, Prof. Tomoaki SAKANO 

Congratulatory message Prof. Masao TSUJI 

 Prof. Tomomichi YOSHIKAWA 

Conferment of Diploma 

Distinguished Students 

Teaching Award 

Speeches by the First Valedictorians 

Master of Ceremony  

Assistant Dean, Prof. Shigeru ASABA  

 

* Students who have not paid the tuition fee may not receive a diploma.  

Please complete the payment with a payment slip issued and submit the receipt to the GSC office as 

soon as possible. 

 

[What you should complete beforehand] 

* Students who have not returned book(s) to Waseda University Central Library or other Libraries may 

not receive a diploma; please return the books as soon as possible. 

* In the case you cannot do so on the oral examination day, please return the locker key by Friday 6th 

March. For your information, no one can use the PC and locker room because the campus will be 

closed during the entrance examination period (Thu. 5th to Mon. 23rd Feb). 

* 「進路報告確認証」(“Career Plan Report”) is available via “Career Compass” in the left column on 

“Waseda-net Portal.” You will be able to print it out after completing the report registration. 

 

[On the day] 

* You may NOT be called your name at the conferment if you arrive at 16:40 or later.  

Come to the reception a little early. You will be able to receive your diploma at GSC Office after the 

day of the commencement. 

* You cannot receive the diploma without your Student ID card. Please make sure to bring it. 

* Photos will be taken during the ceremony ant these photos will be published in the brochures and/or 

websites. If you do not want to be photographed, please tell GSC staffs. 

 

Schedule on the day 

14:50-  Waseda University General Graduation Ceremony (Memorial Hall, Toyama Campus) 

16:40-  GSC Commencement (Waseda Campus Bldg. 14, 2F #201) 

After GSC Commencement banquet (Waseda Campus Bldg. 11, 4F conference room) 

◆For renting a gown, visit http://www.wcoop.ne.jp/graduates/gown/gown-sho.html 

(first-come-first-served basis) 

http://www.wcoop.ne.jp/graduates/gown/gown-sho.html

