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博士論文のインターネット公表（大学機関リポジトリ掲載）確認書 

Agreement for Electronic Publication of Doctoral Dissertation in 

the University Institutional Repository 

 年 月 日 

 Year  Month Day 

北九州市立大学長 様 

To the President of The University of Kitakyushu 

  
 

学位の区分： 課程 ・ 論文 

Doctorate by way of: 
□Advanced Course 
□Dissertation 

学位の種類： 博士（ ） 

Type of degree: Doctor of  

氏 名 
Name 

 

学位授与予定日 
Expected date of 
conferment 

 年 月 日 （予定） 

 Year Month Day (expected) 

論文題目 

Dissertation title 
 

学位取得後 
の連絡先 
Contact information after 
completing your degree 

住所 Address: 

Phone: Email: 

 

※以下の□にチェックしてください。また必要箇所には記入してください。 
*Please check the appropriate boxes below and complete the required fields. 

【全文の公表】[Publication of the full text] 

私が執筆した博士論文（全文）について、「北九州市立大学学術リポジトリ」に登
録することを依頼します。 
I hereby request that the full text of my dissertation be deposited in the “Repository of the University of 

Kitakyushu.” 

《著作権に関する確認事項》< Concerning Copyright > 

リポジトリ登録にあたり、下記について確認しました。 

（参照規程：公立大学法人北九州市立大学学術リポジトリ運営要綱） 
I have confirmed the following matters regarding registration in the repository. 

(Reference rules: “公立大学法人北九州市立大学学術リポジトリ運営要綱”)



 

（必須）(Required) 
私は、リポジトリでの公開に際して、著作権法に定める複製権及び公衆送信権につ

いて、学術情報課に許諾を与えます。 
I hereby grant the Information Technology Department the rights of reproduction and public transmission as 

defined by the Copyright Act with respect to publishing in the repository. 

（該当する場合は、下記事項の□欄にチェックをしてください。） 
(Please check the appropriate boxes below where applicable.) 

□ 私は、成果物をリポジトリに登録するにあたり、共著者あるいは出版社等の他者に、
その成果物の利用許諾を得ています。 

 In registering the full text or the summary of my dissertation, in the repository, I have obtained permission for 

use of the dissertation from my co-author(s) or other organizations including the publisher. 

□ 私は、成果物をリポジトリに登録するにあたり、成果物内で使用している図表等に
ついて、その著作権者に利用許諾を得ています。 

 In registering the full text or the summary of my dissertation, in the repository, I have obtained permission for 

use of the figures and tables which are included in the dissertation from any copyright owners of the 

aforementioned. 

 

□【要約の公表希望】[Request for the publication of summary] 
私が執筆した博士論文（全文）について、下記事由のため、インターネット公表が

できないため、要約での公表を希望します。 
なお、下記事由が消滅した場合には、「博士論文（全文）のインターネット公表が

できない事由の消滅届」を必ず提出いたします。 
I hereby request that a summary of my dissertation be published because I cannot publish the full text on the 

Internet due to the following reason(s). 

If the reason(s) described below become(s) invalid, I will, without fail, notify the university using the specified 

form. 

全文の公表が困
難な事由 
Reason for not 
publishing the full text 

（具体な事由を記載してください）(Please provide specific reason(s).) 

全文の公表が 

可能となる時期 
Date when the full 
text will become 
available 

（該当する□欄にチェックをしてください。また必要箇所には記入してください。） 

(Please make a check in the appropriate box and enter the required information.) 

 □ 年 月   □ 未定 

 Year Month  Not yet determined 

 

研究科委員会承認欄 
Approved by Graduate School Committee 

 年 月 日 
 Year Month Day 

可 ・ 否 
Approved / Denied 

 

著者(自署)  
Author (Signature)  

 


