Pre-registration and lottery required for
the Diploma Presentation Ceremony

January 26th, 2022

Pre-registration for the AY 2021 Diploma Presentation Ceremony
We will hold the Diploma Presentation Ceremony at Yasuda Auditorium on
Thursday, March 24th, 2022.
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/current-students/diploma-presentation.html
Thursday, March 24th, 2022
[1st instance] 9:00 a.m. - 10:15 a.m.
Graduate School of Science, Engineering, Agricultural and Life Sciences, Medicine,
Pharmaceutical Sciences, Mathematical Sciences, and Information Science and Technology
[2nd instance] 11:15 a.m. - 12:30 p.m.
Graduate School of Humanities and Sociology, Education, Law and Politics, Economics, Arts
and Sciences, Frontier Sciences, Interdisciplinary Information Studies, and Public Policy

Pre-registration and lottery required to enter the main venue. For eligible
students that would like to enter the venue, please register by Monday, February 28th,
2022.
Registration Form [Deadline: Monday, February 28th 11:59 p.m., 2022]
https://forms.office.com/r/9GsZazhEdv
* Sign-in with UTokyo Account is required.
（For those who have already graduated and are not able to sign in with a UTokyo Account, please contact
us via the inquiry email address below.）

[Attention]
 The ceremony will be held in Japanese.
 The lottery results will be announced (notified by email) by Thursday, March 10th, 2022.
 We will send a test kit for COVID-19 to participants. Participants can only enter
the venue if it is determined that there are no problems with the test result. For
details, please refer to the document enclosed with the test kit sent. (The test is free.)
 For those who are unable to enter the venue, we will provide a livestream of the ceremony
via the Internet. (Anyone can watch the livestream without pre-registration.)
 Depending on the situation, ceremony details are subject to change.
Inquiries:
General Affairs Team (in charge of university ceremonies), the University of Tokyo
shikiten.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

学位記授与式で会場に入場するには
抽選のための事前登録が必要です

令和 4 年 1 月 26 日

令和 3 年度東京大学学位記授与式 事前登録について
令和 3 年度大学院修了者のための学位記授与式を令和 4(2022)年 3 月 24 日（木）に挙行
いたします。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/events/h15_04.html
令和 4(2022)年 3 月 24 日（木）
【第一部】 9:00～10:15
理学系研究科、工学系研究科、農学生命科学研究科、医学系研究科、薬学系研究科、
数理科学研究科、情報理工学系研究科
【第二部】11:15～12:30
人文社会系研究科、教育学研究科、法学政治学研究科、経済学研究科、
総合文化研究科、新領域創成科学研究科、学際情報学府、公共政策学教育部

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場に入場できる人数を制限します。入場でき
る修了者は所定の事前登録をおこなった者の中から抽選で決定しますので、希望する学生
は令和 4(2022)年 2 月 28 日（月）までに登録してください。
大講堂入場希望事前登録フォーム（期限：2 月 28 日（月）23:59）
https://forms.office.com/r/9GsZazhEdv
* UTokyo Account での認証が必要です。
（既修了者で UTokyo Account 認証を利用できない場合は、問い合わせ先メールアドレスまで
メールにてご連絡ください。
）

[注意事項]
 抽選結果は、令和 4(2022)年 3 月 10 日（木）までに発表（メールでお知らせ）します。
 会場への入場予定者に対して、事前に新型コロナウイルスの検査キットを送付します。
事前に検査を実施し、問題がないと判断された場合にのみ会場に入場できます。詳細に
ついては送付される検査キットの同封資料を参照してください。
（検査は無料です。）
 ご来場いただけない方のために、式典の様子をインターネットで映像配信いたします。
（視聴には事前の登録は必要ありません。）
 状況によっては、開催の有無・規模等を変更する可能性があります。
問い合わせ先：
東京大学本部総務課（式典担当）
shikiten.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

