
別紙様式１Attached Form１ 

令和  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 

 

博士論文のインターネット公表について 

Online Publication of Doctoral Theses 

 

 

入学年月Entered  年year    月month   

専攻名Course： 

連合講座名Major chair： 

氏名Name： 

 

私は、博士論文のインターネット公表について、下記のとおり申請します。 

I agree to the online publication of my doctoral thesis as follows. 

 

記 

 

○ 博士論文全文のインターネット公表については、差し支えありません。 

I grant permission to publish the entire doctoral thesis on the Internet. 

○ 博士論文全文に代えて要約をインターネット公表します。 

I will publish a summary in place of the entire doctoral thesis. 

 

（要約に代える理由）(Reason for Publication of Summary) 

 

○多重公表を禁止する学術ジャーナルに、博士論文の内容を含んだ主論文が掲載されているため。 

A major article including the content of my doctoral thesis is published in an academic journal  

that prohibits duplicate publication. 

○学術ジャーナルに投稿予定の未公表データが博士論文に含まれるため。 

 The doctoral thesis includes the unpublished data that will be submitted to the academic journals. 

○博士論文の内容を用いて特許等の申請を行っているため 

I have made a patent application, etc., using the content of my doctoral thesis. 

○その他（理由：                           ） 

Others（Reason：                           ） 

 

なお、博士論文全文の公表は、下記の時期から可能です。 

Publication of the entire doctoral thesis will be possible from the date set forth below. 

博士論文全文の公表可能時期    年   月   日 

Time of publication of the entire doctoral thesis  Year   Month   Date    

 

 

上記について同意する。      主指導教員名                  印 

I agree to the above.       Name of Advisory Prof.             Seal 

 

※注意１ インターネット公表において、博士論文全文に代えて要約を公表する場合に、正当な理由がないとみなした 

場合は、博士論文全文をインターネット公表することがある。 

※注意２ インターネット公表は、鹿児島大学リポジトリに登録し、公表する。 

※注意３ 主論文がジャーナル等に掲載予定又は掲載された後、当該論文の内容を含んだ学位論文を公表することにな 

るので、ジャーナル等の出版社の規約等を事前に確認しておくこと。 

※注意４ 本申請は、連合農学研究科教授会の議を経て連合農学研究科長が決定する。 

* Note1: If it is deemed that there is no reasonable cause to publish only the summary on the Internet  

in place of the entire doctoral thesis, the entire doctoral thesis may be published on the Internet. 

* Note2: Publication on the Internet shall be registered in the Repository of Kagoshima University and 

published. 

* Note3: A doctoral thesis including the content of an article to be published, or after publication of the 

major article in a journal, etc., will comply with the terms and conditions of the journal publishers. 

* Note4: The application shall be submitted to the Dean of the United Graduate School of Agricultural Sciences 

through a resolution of the Faculty Meeting of the United Graduate School of Agricultural Sciences. 


