論 文 審 査 の 日 程
Schedule for Doctoral Thesis Examination

令和２年度後期

課

程

2020

Second term

博

論

Course Doctors

１２月７日（月）
Dec 7(Mon)

Dissertation Doctors
･学位論文提出の締切日
･The deadline for Doctoral Thesis
Applications

↓

↓

↓
１２月１８日（金）
代議委員会
Dec 18(Fri)
Meeting of Board of
Representatives

･学位論文の受理の可否
･学位論文審査委員会委員の選出
･Acceptance of Thesis
･Eligible Nominated Thesis
Committee Members

↓

公開審査会
Thesis Presentation

･12 月 25 日(金)以降開始可
･審査結果報告締め切り
2 月 1 日(月)
･A start is possible after Dec 25(Fri)～
･Submission of Report on Results of
the Discussion
Feb 1(Mon)

↓
１１月４日（水）
代議委員会
Nov 4(Wed)
Meeting of Board of
Representatives
↓
１２月１８日（金）
代議委員会
Dec 18(Fri)
Meeting of Board of
Representatives

･学位論文提出の締切日
･The deadline for Doctoral Thesis
Applications
･学位論文申請資格審査
･学位論文の受理の可否
･Screening Thesis applications
･Acceptance of Thesis

･学位論文審査委員会委員の選出
･Eligible Nominated Thesis
Committee Members

公開審査会
Thesis Presentation

･12 月 25 日(金)以降開始可
･審査結果報告締め切り
2 月 1 日(月)
･A start is possible after Dec 25(Fri)～
･Submission of Report on Results of
the Discussion
Feb 1(Mon)

↓
・学位論文審査及び最終試験の合否判定
･Departmental Discussion of the
Applicant’s Thesis Committee
Examination and [Department
Meeting] Final Examination and
Conferment of Academic Degrees

↓
３月１５日（月）
学位記授与式
Mar 15(Mon)
Graduation Ceremony

学位論文審査手数料

１０月１６日（金）
Oct.16(Fri)

↓

↓
２月１９日（金）
研究科教授会
Feb 19(Fri)
General Academic Staff
Meeting

博

２月１９日（金）
研究科教授会
Feb 19(Fri)
General Academic
Staff Meeting

・学位論文審査及び学力確認の合否判定
･Departmental Discussion of the
Applicant’s Thesis Committee
Examination and [Department
Meeting] Final Examination and
Conferment of Academic Degrees

↓
３月１５日（月）
学位記授与式
Mar 15(Mon)
Graduation Ceremony

５９，７２０円

※ただし、以下の者は審査手数料を免除する。
・課程修了による者
・学位論文提出要件を満たし退学した者のうち、退学後 1 年以内の者
※納入時期・方法については、事務係よりお知らせいたします。
※振込手数料はご負担ください。
Thesis Examination Fee ¥59,720（Estimated amount）
※the following persons are exempted from the examination fee.
・A person who completes the program.
・A person who, less than one (1) year ago, left the university upon satisfying the requirements for thesis submission.
※The deadline and method of payment will be announced by the administration office.
※Please burden bank transfer fee at your expense.
学位論文については、紙媒体による製本に代え、インターネットによる公表が義務づけられましたので、データにより提出していただきま
す。
なお、提出方法、締切等については、本研究科ホームページの学位論文コンテンツ中、
「博士論文のインターネット公表関係」を参照くだ
さい。
As publishing the thesis online is required in lieu of binding hard copies, you are required to submit the data file.
Please refer to “Publication of Doctoral Thesis on the Internet” on the graduate school homepage for submission method, closing, etc.

このチェックリストは，申請書類と一緒に提出してください。
※ 氏名や論文題目の表記の仕方（大文字小文字の使い方、
「－」
「・」
「，」の使い方等）が様式毎に異なることのないよう、全て統一
してください。
This checklist shall be submitted with the application documents.
※ The name and title of the thesis should be consistently styled（including the use of small letters and dashes, periods, commas,
etc..）so that they do not differ in form.

チェックリスト（令和２年度後期用）
Check List

申請者氏名
連絡先電話
Name
Phone Number
E-mail
※提出書類の件で連絡をすることがありますので、連絡ができる番号を記入してください。
※Enter your contact number, as we may contact you regarding the submitted documents.

学位申請書（学位第１号様式の１）
Application form for Degree (Form 1-1)
□ 日付は記入してありますか？
Did you enter the date?
□ 氏名の後に印はありますか？
Did you affix your seal next to your name?
□ 主指導教員氏名・印はありますか？
Did the chief instructor enter the name and affix the seal?
学位論文目録（学位第２号様式）
Thesis List (Form 2)
□ 日付は記入してありますか？
Did you enter the date?
□ 氏名の後に印はありますか？
Did you affix your seal next to your name?
学位論文題目
□ 「学位論文（仮綴じ）
」
「学位論文要旨」の題目と一致していますか？
Title of Thesis
Does it match the title of “Thesis（temporary stitching）” and “Summary of Thesis”?
主論文
□ 年代の古い順に記入してありますか？
Main papers
Were they entered in order of publication?
主論文題目
□ 別刷のとおり記入してありますか？
Title of Main papers Was it entered in the same manner as the separate print?
著者氏名 □ 共著の場合，全員の氏名が記入してありますか？
Author(s)
In case of coauthorship, are all the authors’ names entered?
□ ファーストオーサーですか？
Are you the first author?
学術雑誌名□ 別刷のとおり記入してありますか？
Name of Journal Was it entered in the same manner as the separate print?
発行年月 □ 発行・発行予定 に○がついていますか？
Date of Publication Did you put ○ on “published” or “to be published”?
発行の場合
□ 別刷が２部ありますか？
Published
Do you have two copies of the separate prints?
発行予定の場合 □ 受理証明書は，ありますか？
In press
Do you have the certificate of acceptance?
□ 受理証明書は，原本（オリジナル）ですか？
Is this the original certificate of acceptance?
□ 受理証明書に，サインまたは印（私印不可）が
ありますか？
Is the signature or seal (private seal not permitted) affixed to the certificate of
acceptance?
□ 原稿の写が２部ありますか？
Do you have two copies of the manuscript?

主論文が掲載されているものに○を付してください。
If you entered in 2009 and then applied for the thesis doctorate, put ○ for which main papers were published.
主論文Ⅰ
Main
paperⅠ

主論文Ⅱ
Main
paperⅡ

主論文Ⅲ
Main
paperⅢ

主論文Ⅳ
Main
paperⅣ

主論文Ⅴ
Main
paperⅤ

主論文Ⅵ
Main
paperⅥ

主論文Ⅶ
Main
paperⅦ

PubMed
（学術雑誌）
Clarivate Analytics, Journal Citation Reports

（ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ付き学術雑誌）
(Journal with impact factor)
日本学術会議協力学術研究団体
（学会誌）
Journals published by the cooperative
research organizations of SCJ
社会科学系の場合に限り、以下の学術雑誌に掲載された原著論文は認められますので、該当するものがあれば、○を付してください
Regarding only social science articles, original articles published in the following academic journals are permitted. If you have any
articles published in the following, mark it with ○.
主論文Ⅰ
Main
paperⅠ

主論文Ⅱ
Main
paperⅡ

主論文Ⅲ
Main
paperⅢ

主論文Ⅳ
Main
paperⅣ

主論文Ⅴ
Main
paperⅤ

主論文Ⅵ
Main
paperⅥ

主論文Ⅶ
Main
paperⅦ

日本の農業
（農政調査委員会）
Nihon no Nogyo (Agricultural Policy Research
Committee Inc., screening system)
東畑四郎記念研究奨励事業報告
（農政調査委員会）
Tohata Shiro Kinen-Kenkyu Shorei Jigyo Hokoku
(Agricultural Policy Research Committee Inc., prior
screening system)
農業総合研究
（農業総合研究所）
Quality Journal of Agricultural Economics (National
Agricultural Research Center, monthly, screening
system by editorial committee)
農林水産政策研究
（農林水産政策研究センター）
Journal of Agricultural Policy Research (Policy
Research Institute Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries, quarterly, screening system by
editorial committee)
アジア経済
（アジア経済研究所）
Asian Economics (Institute of Developing
Economies, monthly, screening system by editorial
committee)
農耕の技術と文化
（農耕文化研究振興会）
Noko no Gijutsu to Bunka (Noko Bunka Kenkyu
Shinkokai, annually, prior screening system）
協同組合奨励研究報告
（全国農業協同組合中央会）
Kyodo-kumiai Shorei Kenkyu Hokokusho (Central
Union of Agricultural Cooperatives, annual, prior
screening system)
水産工学系の場合に限り、以下の国際学会の Proceedings は認められますので、該当するものがあれば、○を付してください
Regarding only fishing-engineering articles, the following international society proceedings are permitted. If you have any articles
published in the following, mark it with ○.
主論文Ⅰ 主論文Ⅱ 主論文Ⅲ 主論文Ⅳ 主論文Ⅴ 主論文Ⅵ 主論文Ⅶ
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
paperⅠ
paperⅡ
paperⅢ
paperⅣ
paperⅤ
paperⅥ
paperⅦ
International Society of Offshore and Polar
Engineering(ISOPE)
Coastal Engineering

参考論文 ※参考論文の別刷は、提出不要です。
Related papers ※You are not required to submit separate copies of reference articles.
□ 年代の古い順に記入してありますか？
Were they entered in order of publication?
参考論文題目
□ 別刷のとおり記入してありますか？
Title
Was it entered in the same manner as the separate print?
著者氏名 □ 共著の場合，全員の氏名が記入してありますか？
Author(s)
In case of coauthorship, are all the authors’ names entered?
学術雑誌名□ 別刷のとおり記入してありますか？
Name of Journal Was it entered in the same manner as the separate print?
発行年月 □ 発行・発行予定 に○がついていますか？
Date of Publication Did you put ○ on “published” or “to be published”?

学位論文目録の説明書（学位第２号様式―附属書類）
Qualification letter (Form 2-Attachement) of thesis list
□ 日付は記入してありますか？
Did you enter the date?
□ 指導教員または紹介教員氏名の氏名・捺印はありますか？
Did the chief instructor enter the name and affix the seal?
□ （学位論文申請者）が記入してありますか？
Is the name of applicant filled in?
□ 主論文ごとに作成してありますか？
Have the major article’s contents been described in each article?
□ 学術雑誌名は，省略されていませんか？
Is the name of the academic journal not omitted?
□ 学会・出版団体等名と（国名）が記入してありますか？
Are the names of the academic society, publishing organization, country name, etc., entered?
学位論文要旨（学位第３号様式）
Abstract of Thesis (Form 3)
□ 和文と英文で作成していますか？
Was it prepared in Japanese and in English?
和 文 □ 氏名は，漢字またはカタカナですか？
Japanese
Is your name written in Kanji or Katakana?
題目 □ 「学位論文目録」および「学位論文（仮綴じ）」と一致していますか？
Title
Does it match the “List of Thesis” and “Thesis (temporary stitching)”?
□ 和文題目の下に英文題目が（ ）書きしてありますか？
Was the English title written in （ ） under the Japanese title?
英 文 □ 氏名は，アルファベットですか？
English
Is your name written in English?
題目 □ 「学位論文目録」および「学位論文（仮綴じ）」と一致していますか？
Title
Does it match the “List of Thesis” and “Thesis (temporary stitching)”?
□ 英文題目の下に和文題目が（ ）書きしてありますか？
Was the Japanese title written in （ ） under the English title?
履歴書（学位第４号様式）
Curriculum Vitae (Form4)
□ ＮＯ．１とＮＯ．２がありますか？
Are Forms No. 1 and 2 included?
□ 学歴欄の卒業・修了年月日が，卒業・修了した日となっていますか？
Is the graduation/completion date listed in the academic-career column consistent with the graduation/completion date?
□ ＮＯ．２の下段に日付・氏名・印がありますか？
Are the date, name, and seal affixed in the lower line of Form No. 2?
承諾書（学位第６号様式）
Letter of Consent (for coauthored papers) (Form6)
□ 主論文ごとに共著者全員の分がありますか？
Have all the consent letters for the article’s coauthors been included?
□ 共著者の氏名の後に印はありますか？所属・職名は記入してありますか？
Is the seal affixed after the name of author? Are the affiliation and title entered?
学位論文（仮綴じ）
Thesis
□ 年が２０２１となっていますか？
Is the year listed as 2021 ?

提出書類及び部数（課程博）
Application Form (Course Doctors)

書

類

提出部数

Documents

Submission number of copies

学位申請書（学位第１号様式の１）

１部

Application form for Degree (Form 1-1)

1copy

学位論文目録（学位第２号様式）

１部

Thesis List (Form 2)

1copy

学位論文目録の説明書（学位第２号様式付属書類）

１部

Qualification letter (Form 2-Attachement) of thesis list

1copy

学位論文（和文又は英文）

仮綴じ 1 部
※学位論文審査委員会委員 5 名には、主査から配付
してください。
Temporary Stitching: one copies
※Five copies shall be sent to the Thesis
Examination Committee by the Chief Examiner.
各１部(和文・英文)

Thesis (Japanese or English)

学位論文要旨（学位第３号様式）
［和文 1,200 字及び英文 500 語以内］

1 copy each(Japnese & English)

Abstract of Thesis (Form 3)
［within 1,200 characters in Japanese and 500 words in English］

学位論文の基礎となる学術論文（主論文）

２部

Main Papers

2copies

履歴書（学位第４号様式）

事務係で作成しますので、添付不要です。
You are not required to attach this; the administration
office will prepare it.
１部

Curriculum vitae(Form4)

1 copy

承諾書（共同研究論文の場合）（学位第６号様式）

各１部
用紙不足分はコピーして使用してください。

成績証明書：平成 21 年度以降入学

Letter of Consent (for coauthored papers) (Form6)

1copy

インターネット公表申請書（別紙様式１）

If the sheet is inadequate, use the form to make
copies.
１部

On line Publication of Thesis (Exhibit Form1)

1 copy

チェックリスト

１部

Checklist

1copy

提出書類及び部数（論博）
Application Form (Dissertation Doctors)

書

類

提出部数

Documents

Submission number of copies

学位申請書（学位第１号様式の１）

１部

Application form for Degree (Form 1-1)

1copy

学位論文目録（学位第２号様式）

１部

Thesis List (Form 2)

1copy

学位論文目録の説明書（学位第２号様式付属書類）

１部

Qualification letter (Form 2-Attachement) of thesis list

1copy

学位論文（和文又は英文）

仮綴じ 1 部
※学位論文審査委員会委員には、主査から配付して
ください。
Temporary Stitching: one copies
※Five copies shall be sent to the Thesis
Examination Committee by the Chief
Examiner.
各１部(和文・英文)

Thesis (Japanese or English)

学位論文要旨（学位第３号様式）
［和文 1,200 字及び英文 500 語以内］

1 copy each(Japnese & English)

Abstract of Thesis (Form 3)
［within 1,200 characters in Japanese and 500 words in English］

学位論文の基礎となる学術論文（主論文）

2部

Main papers

2 copy

成績証明書

1部

Academic Record

1 copy

履歴書（学位第４号様式）

１部

Curriculum vitae(Form4)

1 copy

最終学校の卒業・修了証明書

１部

Certificate of highest degree issued by previously attended school

1 copy

研究歴証明書（学位第５号様式）

１部

Certificate of research history（Form5)

1 copy

承諾書（共同研究論文の場合）（学位第６号様式）

各１部
用紙不足分はコピーして使用してください。

Letter of Consent (for coauthored papers) (Form6)

1copy

学位論文申請資格審査願（学位第７号様式）

If the sheet is inadequate, use the form to make
copies.
１部

Application for Judgment of Thesis Qualification (Form7)

1 copy

インターネット公表申請書（別紙様式１）

１部

On line Publication of Thesis (Exhibit Form1)

1 copy

チェックリスト

１部

Checklist

1copy

学位論文申請書類記入上の注意
Important Matters When Submitting the Thesis Application Documents

令和２年後期用
2020 Second term
※様式が、課程博、論博、退学後３年以内の課程博では異なりますので、ダウンロードの際
は注意してください。
Since the forms differ for the Course Doctors, Dissertation Doctors, and Course Doctors within
three years of leaving the school, please be careful when downloading them.

●印の部分が記入上の注意事項です。
Portions marked with ● are important matters for submission.
※氏名や論文題目の表記の仕方（大文字小文字の使い方、「－」「・」「，」の使い方等）が様式毎に異なるこ
とのないよう、全て統一してください。
The name and thesis title should be consistently styled（including the use of small letters and dashes,
periods, commas, etc.）so that they do not differ in form.

鹿児島大学大学院連合農学研究科

（学位第１号様式）
（Form1）

学位申請書
Degree Application

年

月

日

Date

鹿児島大学大学院連合農学研究科長 殿
To Dean of The United Graduate School of Agricultural Sciences,
Kagoshima University

申

請

者

Applicant

鹿児島大学大学院連合農学研究科
The United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University

専攻
Course

年度入学
Entrance Year

氏

名

印

Name

鹿児島大学学位規則第

条第

Signature

項の規定に基づき，下記のとおり関係書類を添え学位を申請いたします。

In accordance with Sub-Section , Section of the Degree Regulations, Kagoshima University, I would like to submit the
application for the degree with the below-listed documents

記
Required particulars

１

学位論文目録
Thesis list

２

学位論文目録の説明書
Qualification letter(Form2-Attachement) of dissertation list

３

学位論文
Thesis

４

学位論文要旨（和文及び英文）
Abstract (Japanese and English)

５

学位論文の基礎となる学術論文（主論文）
Main papers

６

成績証明書
Academic record

７

履

歴

書

Curriculum vitae

８

承

諾

書

Letter of Consent (for coauthored papers)

１部
1 copy
６部
6 copy
●仮綴じは，１部を提出し、５部は直接各審査委員に配付する。
●For temporary stitching, one copy shall be submitted, and
five copies shall be directly distributed to the examination
committee members.
●年は，２０２１とする。
●The year shall be 2021.
各１部(和文・英文)
1 copy each(Japanese & English)
２部
2 copies each
１部
1 copy
●事務で作成するので添付不要。
●You are not required to attach this;
the administration office will prepare it.
１部
1 copy
各１部
1 copy each

主指導教員氏名
Major advisory professor

印
Seal

（学位第２号様式）
（Form2）

学位論文目録
Thesis List
年

月

日

Date
氏 名
Name

印
signature

●各種証明書及び学位記等に記載する氏名になります。
●The name shall be consistent in various

certificates, diploma, etc.

学位論文
題
Title

目

●日本語又は英語で記入する。
●「学位論文（仮綴じ）
」の題目及び学位論文要旨と一致させる。
（スペル・内容等の間違い・変更がないよう十分に吟味すること。
）
●Enter in Japanese or in English.
●It shall match the title of the “thesis (temporary stitching)” and the thesis summary.
（Review everything carefully to ensure no mistakes or changes in spelling, content, etc.）

主論文Ⅰ

●主論文の要件に注意する。
Main paper ●題目，著者氏名，学術雑誌名（巻，号，頁）
，発行年月日は別刷のとおり記入する。
●Pay attention to the requirements for main papers.
●Enter the title, name of author, name of academic journal（vol. number. page）, and the issue date in the same manner
as in the separate print.
●論文は古い年代順に記す。
題
目
●論文表題等の文献書誌情報に印刷段階でスペルミス等があっても，それを訂正して記入しない。
Title
●副題がある場合は，副題まで題目となる。
●Articles shall be entered in order of publication.
●Any mistakes in the literature information, such as misspellings in the article title in the printing process,
shall not be corrected.
●The subtitle shall be included in the title.
●共著の場合，全員の氏名を記入する。
著者氏名
●ファーストオーサーに限る。
Authors
●All coauthor names, if any, shall be entered.
●Regarding only the first author:
●別刷のとおり記入する。
学術雑誌名
●必要に応じ，編集者等・シリーズタイトル・発行所・発行都市名をいれる。
Name of
●雑誌名に相当する単行本のタイトルは省略しない。
journal
●編集者等を明記する。
●いわゆるプロシーディングの場合，参考論文としての扱いになるので注意する。
●Enter the same name listed on the separate print.
●Enter the editor, series title, publisher, and published city name where it is appropriate.
●Do not omit the book title equivalent to the magazine name.
●Specify the editor.
●If it is Proceedings, please cautious, as it will be treated as reference articles.

（巻，号，頁）
(Vol. No. Pages)

（

・

・

～

）

●巻，号いずれかが不要な場合は，省略してよい。
●The volume or edition number may be omitted if it is deemed unnecessary.

発行年月

年

月

Date of publication
※

（Online

発行・発行予定

←

●いずれか○で囲む。●Circle by ○ either.

published or in press

年

月）又は（DOI 番号

あるいは PMID

）

(On-line printing day) or (Number of DOI or Number of PMID)
●課程修了による者の主論文２編のうち、１編について投稿中のものがある場合は、「発行・発行予定」を二重
線で消し、その箇所の横に「投稿中」と記載すること。
●発行の場合，別刷を２部提出する。
●発行予定の場合，受理証明書（原本）及び原稿の写を２部提出する。
※
なお、発行予定だが、ON LINE 上で掲載済みの場合は、
学術雑誌の発行予定年月を記入の上、(ON LINE 掲載年月) 又は、
（DOI 番号/PMID）を記入し、論文
が掲載されているページをプリントアウトしたもの２部も一緒に提出する。
●If one of the two academic articles by the course doctorate is under submission, it shall cross out the
“Published / Publication in process” with two lines, and add the “Under submission” beside of this column.
●If it is to be published, two copies of the separate print shall be submitted.
●If it is to be published, the Certificate of Acceptance（original) and two copies of the manuscript shall be
submitted.
※
Although it is to be published, if it was already published online, enter the scheduled publication date
for the academic journal and enter the online publication date or the DOI Number/PMID, and
submit two copies of the pages in which the article is published.

●受理証明書について
単なる受付ではなく，審査終了及び掲載予定の証明書が添付可能なものに限る。
英文の場合，ACCEPTED と書いてあるか確認する。
公印またはサインがあることを確認する。
●Certificate of Acceptance
It shall not be a mere receipt but shall be limited to the document to which the certificate of examination completion and the
schedule of publication are attached.
In English, check whether “ACCEPTED” is written.
Ensure that the official seal or signature is affixed.
●主論文Ⅱ以降も主論文Ⅰと同様に記入する。
●For main paper II and thereafter, it shall be entered in the same manner as the main paper I.

参考論文Ⅰ

●別刷の提出は不要。
Related papers ●題目，著者氏名，学術雑誌名（巻，号，頁）
，発行年月日は別刷のとおり記入する。
●You are not required to submit separate copies of reference articles.
●Enter the title, name of author, name of academic journal（vol. number, page）, and the issue date in the same
manner as in the separate print.

題
Title

目

著者氏名
Authors
学術雑誌名
Name of
journal

●論文は古い年代順に記す。
●論文表題等の文献書誌情報に印刷段階でスペルミス等があっても，それを訂正して記入しない。
●副題がある場合は，副題まで題目となる。
●Articles shall be entered in order of publication.
●Any mistakes in the literature information, such as misspellings in the article title in the printing process,
shall not be corrected.
●The subtitle shall be included in the title.
●共著の場合，全員の氏名を記入する。
●All coauthor names, if any, shall be entered.
●別刷のとおり記入する。
●必要に応じ，編集者等・シリーズタイトル・発行所・発行都市名をいれる。
●雑誌名に相当する単行本のタイトルは省略しない。
●編集者等を明記する。
●Enter the same name listed on the separate print.
●Enter the editor, series title, publisher, and published city name where it is appropriate.
●Do not omit the book title equivalent to the magazine name.
●Specify the editor.

（巻，号，頁）
(Vol. No. Pages)

（

・

・

～

）

●巻，号いずれかが不要な場合は，省略してよい。
●The volume or edition number may be omitted if it is deemed unnecessary.

発行年月
Date of publication

年

月

発行・発行予定 ← ●いずれか○で囲む。●Circle by ○ either.
published or in press

●参考論文Ⅱ以降も参考論文Ⅰと同様に記入する。
●For related papers II and thereafter, it shall be entered in the same manner as the related papers I.

（学位第２号様式－付属書類）
(Form 2-Attachement)

学位論文目録の説明書
Qualification letter of Thesis List
年

月

日

Date
鹿児島大学大学院連合農学研究科長

殿

To the Dean of The United Graduate School of Agricultural Sciences,
Kagoshima University
主指導教員または主査となる教員

Major advisory professor or
Chair
（学位論文申請者）
(Applicant)
主論文に記載されている学術雑誌について，以下のように説明します。
Explain the academic journal that is entered with the main papers below.

主論文Ⅰ ●主論文ごとに記入する。
●Enter by main paper.
１ 学術雑誌名
Name of journal
●フルタイトルとし，省略しない。
●The title shall be written no omissions.
２ 学会・出版団体等名
Name of society or publisher
（国名を付記）
（Add the country name）
●学会・出版団体等の名前であって所在地ではない。
●出版地名及び国名を必ず記入する。
●Name of the academic society, publishing organization, etc.—not the address.
●Place of publication and country name are required.
３

「学位論文審査等に関する申合せ」における主論文の要件等における適用条項
Applicable provisions to the main paper requirements in the “Agreement on Thesis Examination.”
□第 1 項第 1 号(PubMed) □第 1 項第 2 号(clarivate)
□第 1 項第 3 号(日本学術会議)（SCJ）
□第 2 項(社会科学系)（Social Sciences）
□第 3 項(水産工学系)（Fishery Engineering）

４

「短報」の場合は、業績として評価できる理由を説明してください。
In case of “short articles,” explain why it is evaluated as an achievement.

●主論文Ⅱ以降も主論文Ⅰと同様に記入する。
●Follow the same procedures used for main paper I for main paper II and thereafter.

印

Seal

（学位第３号様式）
(Form3)
●この要旨は，和文・英文で作成する。
●This Abstract shall be prepared in Japanese and in English

《和 文》
《Japanese》

学
氏 名
Name

位 論 文 要 旨
Abstract of Thesis

●漢字又はカタカナで記入する。
●Enter in Kanji or Katakana.

●学位論文目録（学位第２号様式）および学位論文（仮綴じ）の題目と一致させる。
●和文題目の下に英文題目を（ ）書きする。
●The tile shall match the thesis list title （Degree Form No. 2）and the thesis title （temporary stitching）
●Enter the title in English in（ ）under the Japanese title.
●１，２００字以内で記入する。
●枚数は１枚を超えてはならない。
●The writing shall not exceed 500 words.
●The writing shall not exceed one page.

題 目
Title

《英 文》
《English》

学

位 論 文 要 旨
Abstract of Thesis

●アルファベットで記入する。
●Enter in English
●学位論文目録（学位第２号様式）および学位論文（仮綴じ）の題目と一致させる。
●英文題目の下に和文題目を（ ）書きする。
題 目 ●The tile shall match the thesis list title （Degree Form No. 2）and the thesis title （temporary stitching）
●Enter the title in Japanese in（ ）under the English title.
●５００語以内で記入する。
●枚数は１枚を超えてはならない。
●The writing shall not exceed 500 words.
●The writing shall not exceed one page.

氏

名

（学位第４号様式）
(Form4)
●No.1 と No.2 の２枚とも提出する。Submit both Forms No. 1 and No. 2.

履

書 Curriculum Vitae

歴

No.1
都
道
府
県

男

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏
名
Furigana
Name

Man

・
女

本籍
国籍

Female

生年月日

年

Date of birth

月

日生（満
(Age

〒

現 住 所

Nationality

歳）
)
電話（

）

－

Telephone No.

Present address

学 歴（高等学校卒業以後の学歴を年代順に記入すること。）
Academic back ground(List in chronological order from graduation of high school)
年 月
事
項
Year Month
Description
〈記入例〉〈Example of description〉
○○ 高等学校卒業
年 月 Graduation of ○○high school
○○大学○○学部○○学科入学
Faculty of ○○, ○○University
Entrance
同上
卒業
年 月
Faculty of ○○, ○○University
Graduate
○○大学大学院○○研究科○○専攻入学
年 月
Graduate school of ○○, ○○University Entrance
同上
修了
年 月
Graduate school of ○○, ○○University Entrance
鹿児島大学大学院連合農学研究科○○専攻入学
年 月
The United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University Entrance
同上
修了見込
年 月
The United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University Expect
●大学・大学院の入学年月を記入し、
下段に卒業・修了年月を記入する。
●修了見込みの場合の最終学歴
令和３年３月 鹿児島大学大学院連合農学研究科○○学専攻修了見込
●退学後に学位申請する場合の最終学歴
平成２０年以前入学者：平成○年○月鹿児島大学大学院連合農学研究科○○学専攻 退学
平成２１年以降入学者：平成○年○月鹿児島大学大学院連合農学研究科○○学専攻 単位取得後退学
●Year & month of university and graduate school entrance.
Enter the year & month of graduation/completion on the lower line.
●Final academic career in case of expected completion.
March 2021 Expected to complete the United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima
University, ○○Science Major
●Final academic career, if you apply for a degree after leaving the school.
A person who entered in 2008 or before：Left as of XXXX, the United Graduate School of Agricultural
Sciences, Kagoshima University, ○○Science Major
A person who entered in 2009 and thereafter：Left as of XXXX after acquiring a degree from the United
Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University, ○○Science Major

職 歴
Professional career
年 月
Year Month
年
年
年

事

項
Description

〈記入例〉〈Example of description〉
月 △△県△△試験場△△部採用
同上
月 株式会社☆☆ ☆☆部入社
月 現在に至る

退職

●記載事項が無い場合は、 なし と記入する。
●If there is no description matter, enter “none.”

研究歴（研究期間，研究内容等を年代順に記入すること。）
Research experiences（List the periods and contents of researches in chronological order）
年 月
事
項
Year Month
Description
年

●記載事項が無い場合は、なし と記入する。
月 ●If there is no description matter, enter “none.”

年

月

年

月

年

月

年

月

年

月

年

月

学会及び社会における活動状況
Scientific society and social activities
年 月
Year Month
年

月

年

月

年

月

年

月

年

月

事

項
Description

●所属学会等などを記入する。
●学会等での発表は除く。
●論文提出による場合は，学会等において評議員等をしている場合のみ記入する。
●記載事項が無い場合は、 なし と記入する。
●Enter the academic society to which you belong.
●Except for publication at academic societies.
●In case of thesis submission, only enter if you are a council member of an academic society.
●If there is no description matter, enter “none.”

賞 罰
Awards and punishment
年 月
Year Month

事

項
Description

年

●記載事項が無い場合は、 なし と記入する。
月 ●If there is no description matter, enter “none.”

年

月

年

月

上記のとおり相違ありません。
I declare that the statements written above are correct and true
年

月

日

Date
氏
Name

名

印
Seal

No.２

（学位第６号様式）
(Form6)
●主論文ごとに共著者全員の承諾書を提出する。
●Submit the consent letters for all the main paper’s coauthors.

承
諾
書
Letter of Consent (for coauthored papers)
年

月

日

Date
鹿児島大学大学院連合農学研究科長 殿
To the Dean of The United Graduate School of Agricultural Sciences,
Kagoshima University
共著者氏名
Co-author
●現在のもの
所 属
職者でない場合は、なし と記入
Division
職 名
Occupation

印
Seal

●Present
or a person not presently affiliated, enter “none.”
●現在のもの
●Present

●共著者が故人の場合は，指導教員または紹介教員が記述した理由書（任意様式）を提出する。
●If a coauthor has died, submit the statement of reason (in any form) described by the advisor
or introducing instructor.

論文題目
Title

著者氏名
Author

学術雑誌
Scientific journal

●別刷のとおり記入する。
●Enter the same name listed on the separate print.
●共著の場合，全員の氏名を記入する。
●All coauthor names, if any, shall be entered
●別刷のとおり記入する。
●Enter the same name listed on the separate print.

（巻，号，頁）
(Vol. No. Page)
発行年月
Date of publication

（
年

月

・

・

～

）

発行・発行予定
(publisher or in press)

上記論文を
氏が，鹿児島大学大学院連合農学研究科に，博士（農学・水産学・学術）の学位
申請論文として提出することを承諾します。
なお，当該論文は，学位論文として過去において使用せず，また，将来においても使用しません。
I consent that
will submit the above main paper as a doctoral thesis(Agriculture/Fisheries/Philosophy) to the
United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University.
I declare that I have not used and will not use the above thesis in any other application.

学位論文仮綴表紙
Cover of Temporary Stitching

論文題目
Thesis Title

○○○○○○○○○○
（○○○○○○○○）
論文題目が英文の場合は、和訳を付けること。
When the title is English enter Japanese in ( ),

氏

名

Name

○○

○○

○○○○
西暦年(年度ではありません)
Western Calendar
(not the academic year)

