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学位申請関係書類作成上の注意 

１． 用紙はすべてＡ４判を用いること。 

２． 履歴書，論文目録はそれぞれ１頁以内にまとめること。やむを得ず２頁にわたる場

合は，Ａ３判の用紙で袋とじ印刷後に押印し，中央部を山折りすること。 

３． 記入例の外枠は必要な余白の目安として入れてあるので，書類作成時には入れない

こと。ただし，左側の綴じ代及び上側の決裁スペースは，３５mm 程度以上の余白

を取ること。なお，袋とじの場合は，右側も綴じ代になるので左側と同じ十分な余

白をとること。 

４． 申請区分，添付書類等，記入例中に複数の選択肢がある場合は，必要な項目のみを

記入すること。 

各書類記入例の内容は，関係規程等上必要最小限と思われるもの及び一般的な事

例を記載したが，文章例はひとつの事例にすぎないので，趣旨及び注意書きに沿っ

て各自作成すること。 

５．「＊網かけ部分」は，記入者の整理照合用又は注記なので，提出書類には記載しな

いこと。 

博士論文のインターネット公表における注意 

 出版刊行や学術ジャーナルへ掲載（を予定）している場合は，博士論文全文の HUSCAP

による公表に当たって，事前に権利関係（出版社の著作権ポリシーを含む）の確認を行

う必要がある。この確認は，学位被授与者自身が責任をもって行うこととし，著作権の

処理が必要になる場合は，指導教員と相談の上，適切に処理すること。 

＊ 学位論文の審査における謝礼等について 

学位論文の申請にあたり，学位論文の審査に謝礼等は一切必要ありません。 

 また，謝礼等の強要などがあった場合は、北海道大学ハラスメント防止等対策室や

各部局等のハラスメント相談員に相談願います。 

※北海道大学ハラスメント防止等対策室 

相談日時 ：毎週金曜日（祝日を除く） 8：30～17：00 

電話番号 ：011-706-5582 

FAX 番号 ：011-706-5582 

  E-mail  ：soudan@general.hokudai.ac.jp 
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学位申請手続きの流れ ＜課程博士＞ 

申請区分  Ⅰ．論文審査を除き修了要件を満たした（見込み）者  Ⅲ．単位修得退学後 1年以内の者 
Ⅱ．在学期間短縮による申請者 

提出者・宛先 提出書類・時期 記入例№等 備考 

修了予定者から 

指導教員（主査予定者）あて 

① 博士論文執筆計画書の提出

② 学位論文等の提出
ア） 学位論文 
イ） 履歴書（学位規程様式準用） 

ウ） 論文目録（学位規程様式準用） 
エ） 研究業績目録 

オ） 学位論文内容の要旨 

様式 １ 

仮製本 
記入例 １ 

記入例 ２ 
記入例 ３ 

記入例 ４ 

・2冊＋（審査委員と学位授与審議委
員会委員の数） 

・学位論文提出期限等については，予
め提出資格審査する関係から指導教
員の指示に従うこと。 

・海大様式４ ＊3,000字以内 

主査予定者から専攻長あて ③資格認定の報告 記入例 6-1 

（所属専攻） ④修了予定者の論文提出資格審査

所属専攻長から 
研究科長あて 

⑤提出資格審査結果報告，審査委員推薦及び学位
授与審議委員会の設置申請（受理の専攻長会議開
催の 10日前まで（1月については 18日前）） 

ア） 審査委員候補者の推薦及び学位授与審議
委員会の設置申請等 
（資格審査結果報告を含む） 

イ）博士の専攻分野の名称（博士(工学)の場合のみ） 
ウ）学位論文 
エ）履歴書（学位規程様式準用） 

オ）論文目録（学位規程様式準用） 
カ）研究業績目録 
キ）学位論文内容の要旨 

ク）チェックリスト 

記入例 ６ 

記入例 6-2 
仮製本 2冊 
（記入例 １） 

（記入例 ２） 
（記入例 ３） 
（記入例 ４） 

専 攻 長 会 議 

 学位論文の受理および審査委員の決定，学位授
与審議委員会の設置。原則として，1，4，7，10
月の専攻長会議 

配布資料：提出資格結果報告等（記入例 6,6-2），
学位論文内容の要旨，履歴書・研究業績目録 

・受理決定後，当該専攻長は，学位授
与審議委員長に仮製本の学位論文（委
員数分），提出資格結果報告等（記入

例 6,6-2），学位論文内容の要旨，履
歴書・研究業績目録を送付する。 

⑥主査・副査による論文審査

主査から修了予定者あて ⑦試験の日程等の通知・実施 記入例７－１ 

学位授与審議委員長から 
研究科長及び専攻長あて 

⑧公開論文説明会開催通知 記入例 12－1 

学位授与審議委員長から 
学位授与審議委員あて 

⑨学位授与審議資料の配布

（受理の専攻長会議終了後速やかに） 
ア） 学位論文 
イ） 研究業績目録 

ウ） 学位論文内容の要旨 
エ） 審査結果報告書 
オ） 試験の結果 

カ） 学位論文審査の要旨 
（ｴ）～ｶ）は，主査から審査報告があり次第速や
かに） 

仮製本 
（記入例 ３） 

（記入例 ４） 
（記入例 ８） 
（記入例 9－1） 

（記入例１０） 

・区分Ⅱの者は，履歴書（記入例 1）
を併せて配布する。 

主査から 
研究科長あて 

(学位授与審議委員長あて) 

⑩論文審査結果の報告
（研究科長へは審査報告の研究科教授会開催の 10

日前まで）（3月授与については 2週間前） 
（学位授与審議委員長へは審査終了後速やかに） 
ア）審査結果報告書 

イ） 試験の結果 
ウ） 学位論文審査の要旨 
＊学位論文（2冊） 

  論文全文アップロード 

記入例 ８ 

記入例９－１ 
記入例１０ 
仮製本（確定版） 

学位申請システム 

＊学位授与審議委員長へは，審査が終
了した旨報告するとともに，ア），イ），

ウ）を送付する。 
・海大様式 5 ＊2,000字以内 
・研究科長あて 

公 開 論 文 説 明 会 ＊審査委員の審査中に開催すること

ができる。 

学位授与審議委員長から 

学位授与審議委員あて 

⑪学位授与審議委員会開催通知 記入例 12－2 ・学位授与審議委員会は，以後，必要

に応じ適宜開催。 

学 位 授 与 審 議 委 員 会 

学位授与審議委員長から 

研究科長あて 

⑫学位授与審議結果の報告
（審査報告の研究科教授会開催の 10日前まで） 

（3月授与については 2週間前） 
ア）学位授与審議結果報告書 記入例１３ 

主査から専攻長あて ⑬学位論文審査の報告 記入例１４ 

⑭専 攻 長 会 議

学位論文の審査報告および課程修了認定 
原則として，3，6，9，12月の研究科教授会 
配布資料：審査結果報告書，試験の結果，学位論

文審査の要旨，学位授与審議結果報告書 

内規 10 条第 2項（委員の 3 分の 2 以
上の出席，3分の 2以上の賛成を要す
る） 

研究科長から 

総長あて 

⑮学位授与の進達

学 位 記 授 与 式 学位規程運用細則第 2条 

１）⑥～⑪までについては，順序は弾力的に行うことができる。 

２）学位論文は⑭の専攻長会議で回覧する。ただし，情報科学研究科事務課において常時閲覧できる。 
３）学位授与日程については，２９頁から３２頁の授与予定表参考のこと。 
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おおまかな日程
（3月授与の場合）

 提出（博士論文執筆計画書）

　提出（①(仮製本）～⑤）

　資格認定

　　提出（①（仮製本2冊）～⑤,⑥（⑦））

※チェックリスト

　資格審査

　審査申請（①（仮製本2冊）～⑤,（⑦）,⑯）

説明 　　　受理審査付議（②,④,⑤,(⑦),⑯）

　設置 　設置 報告

審査付託

　　審議資料配布（①,③～⑤,(⑦),⑯）

　公開論文説明会通知（⑬）

試験

　論文審査

論文審査及び試験結果報告（⑨～⑪）

授与審議　

２月上旬 　公開論文説明会

　学位授与審議

　①（仮製本2冊（確定版）） 審議結果報告（⑮）

　　　　学位論文審査報告（⑫）

　審議依頼（⑨～⑫,(⑦),⑮）

報告

　上申

３月２４日 　学位授与

課程博士の学位授与手順

研究科長専攻
（専攻長）

申請者 審査委員
（主査・副査）

授与審議
委員会

専攻長会議
（各専攻長）

受理審議

１２月上旬 指導教員

専攻長会議開催の
１０日前

１月中旬

授与審議委員会開催通知（⑭）

専攻長会議開催の
１０日前

受理決定

学位授与の議決

各委員へ

審査委員

⑧試験の日程等の通知・実施
（記入例７－１）

⑨審査結果報告書
（記入例８）

⑩試験，試験・試問の結果
（記入例９－１）

⑪学位論文審査の要旨
（記入例１０）

⑫学位論文審査の報告
（記入例１４）

申請者

①学位論文
②履歴書（記入例１）
③論文目録（記入例２）
④研究業績目録（記入例３）
⑤学位論文内容の要旨

（記入例４）

授与審議委員会

⑬公開論文説明会開催通知
（記入例１２－１）

⑭学位授与審議委員会開催
通知 （記入例１２－２）

⑮学位授与審議結果報告書
（記入例１３）

専攻長

⑯学位論文審査委員候補者
の推薦及び学位授与審議
委員会の設置について

（申請）（記入例６）

審議資料配布（⑨～⑪）

議決

主査（予定者）

⑥博士論文提出者の資格認
定について（記入例６－１）

⑦学位の専攻分野の名称に
ついて（申請） （記入例６－２）
（博士(工学)で申請する場合のみ）

試験通知（⑧）

９月下旬 指導教員
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学位申請手続きの流れ ＜論文博士＞ 

申請区分  Ⅰ．博士後期課程単位修得退学後１年を超える者  Ⅲ．大学卒業者で研究歴６年以上の者 

Ⅱ．修士課程修了者で研究歴５年以上の者 Ⅳ．その他同等以上の研究歴を有する者 

提出者・宛先 提出書類・時期 記入例№等 備考 

学位申請者から 
関係する当該専攻あて 

① 学位論文等の提出
ア）学位論文 

イ）履歴書（学位規程様式） 
ウ）研究業績目録 

エ）学位論文内容の要旨 

仮製本 

記入例 １ 
記入例 ３ 

記入例 ４ 

・2 冊＋（審査委員と学位授与審議

委員会委員の数） 
・研究機関以外における研究歴につ
いては証明書を添付 

・海大様式４ ＊3,000字以内 

主査予定者から専攻長あて ②資格認定の報告 記入例 6-1 

（当該専攻） ③学位申請者の論文提出資格審査 学位規程運用細則第３条 

当該専攻長から 

研究科長あて 

④提出資格審査結果報告，審査委員推薦及び学位授与
審議委員会の設置申請（受理の専攻長会議開催の 10日
前まで(1月については 18日前）） 

ア）審査委員候補者の推薦及び学位授与審議委員会
の設置申請等（資格審査結果報告を含む） 

イ）博士の専攻分野の名称（博士(工学)の場合のみ） 

ウ）学位論文 
エ）研究業績目録 
オ）学位論文内容の要旨 

記入例 ６ 

記入例 6-2 

仮製本 
（記入例 ３） 
（記入例 ４） 

学位申請者から 

総長あて（情報科学研究科 
事務課経由） 

⑤学位授与の申請（③の直後）
ア）学位申請書（学位規程様式）

イ） 論文目録（学位規程様式） 
ウ） 履歴書（学位規程様式） 

記入例 5-1 

記入例 5-2 

学位規程第 4，5，18条および同運用
細則第 4，5条 

・学位論文審査手数料 180,000円 
または 90,000円（教務担当で振込用
紙を受け取る） 

専 攻 長 会 議 
 学位論文の受理および審査委員の決定，学位授与審

議委員会の設置。 
配布資料：提出資格結果報告等（記入例 6），学位論
文内容の要旨，履歴書・研究業績目録 

・受理決定後，当該専攻長は，学位
授与審議委員長に仮製本の学位論文

（委員数分），提出資格結果報告等
（記入例 6），学位論文内容の要旨，
履歴書・研究業績目録を送付する。 

⑥主査・副査による論文審査

主査から学位申請者あて ⑦試験・試問の日程等の通知・実施 記入例７－２ 学位規程第 6条，同細則第 7条 

学位授与審議委員長から 
研究科長及び専攻長あて 

⑧公開論文説明会開催通知 記入例 12－１ 

学位授与審議委員長から 

学位授与審議委員あて 

⑨学位授与審議資料の配布
（受理の専攻長会議終了後速やかに） 

ア）学位論文 
イ） 履歴書（学位規程様式） 
ウ） 研究業績目録 

エ） 学位論文内容の要旨 
オ） 審査結果報告書 
カ） 試験・試問の結果 

キ） 学位論文審査の要旨 
(ｵ）～ｷ）は，主査から審査報告があり次第速やかに) 

仮製本 
（記入例 １） 
（記入例 ３） 

（記入例 ４） 
（記入例 ８） 
（記入例 9－2） 

（記入例１０） 

主査から 
研究科長あて 
(学位授与審議委員長あて) 

⑩論文審査結果の報告
（研究科長へは審査報告の研究科教授会開催の 10 日
前まで）（3月授与については 2週間前） 

（学位授与審議委員長へは審査終了後速やかに） 
ア）審査結果報告書 
イ）試験・試問の結果 

ウ）学位論文審査の要旨 
＊学位論文（2冊） 

  論文全文アップロード 

記入例 ８ 
記入例９－２ 

記入例１０ 
仮製本（確定版） 
学位申請システム 

＊学位授与審議委員長へは，審査が

終了した旨報告するとともに，ア），
イ），ウ）を送付する。 

・海大様式 5 ＊2,000字以内 
・海大様式 2 ＊800字以内 
・研究科長あて 

公 開 論 文 説 明 会 ＊審査委員の審査中に開催すること
ができる。 

学位授与審議委員長から 
学位授与審議委員あて 

⑪学位授与審議委員会開催通知 記入例 12－２ ・学位授与審議委員会は，以後，必
要に応じ適宜開催。 

学 位 授 与 審 議 委 員 会 

学位授与審議委員長から 
研究科長あて 

⑫学位授与審議結果の報告
（審査報告の研究科教授会開催の 10日前まで）（3月
授与については 2週間前） 

ア）学位授与審議結果報告書 記入例１３ 

主査から専攻長あて ⑬学位論文審査の報告 記入例１４ 

⑭専 攻 長 会 議
学位論文の審査報告および学位授与の議決 

原則として，3，6，9，12月の研究科教授会 
配布資料：審査結果報告書，試験・試問の結果，学位
論文審査の要旨，学位授与審議結果報告書 

学位規程第 11 条，内規 10 条第 2 項

（委員の 3 分の 2 以上の出席，3 分
の 2以上の賛成を要する） 

研究科長から 
総長あて 

⑮学位授与の進達
学 位 記 授 与 式 学位規程運用細則第 2条 

１）⑥～⑩までについては，順序は弾力的に行うことができる。 
２）学位論文は⑭の専攻長会議で回覧する。ただし，情報科学研究科事務課において常時閲覧できる。 
３）学位授与日程については，２９頁から３２頁の授与予定表参考のこと。 
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博士論文執筆計画書 
※ 指定された項目の順に４頁以内で記述してください．各項目が複数頁にまたがっても構いません， 

※ 修了予定の６ヶ月前までに指導教員に提出してください． 

提出日 年 月 日 提出者氏名（自筆署名） 

専 攻 名 学 生 番 号 

学生氏名 指導教員名 

副指導教員名 

入学年月 年    月 修了予定年月 年    月 

博士論文題目（仮題） 

研究の背景と目的及び方法 

①本研究の背景（社会的背景，研究対象，研究課題，研究動向，本研究の着想等），②目的（何をどこまで明らかにするか），
及び③研究の方法（具体的にどのような理論や実験によって結論を得ようとしているか）について記述してください．

これまでの研究成果の要約及び今後の展望 

これまでの研究成果を箇条書きにして説明し，今後の展望を記述してください．
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博士論文の執筆計画 

博士論文の構成（各章のタイトル）及び各章の記載内容の計画を記述してください

博士論文の内容の新規性と有効性 
新規性（特色や独創的な点）及び有効性（学術的あるいは産業的な観点からの有用性）について記述してください 
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研究業績リスト 
博士論文に関連のある主要な研究業績（学術雑誌に掲載（採択）された査読付き論文，国際会議で発表した査読付き論文）を，

その分類毎に，標準的な書式で年代順に古いものから記載してください．投稿中のものを含めて良いが，該当項目の末尾に（○
○年○月○○学会論文誌投稿）のように，投稿年月と投稿先を明記すること．

１．学術雑誌に掲載（採択）された査読付き論文 

２．国際会議で発表した査読付き論文 
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（記入例１）【課程博士・論文博士】【専攻長会議配布資料】＜学位規程別表第2，申合せ第４条関係＞ 

外枠は、必要な余白の目安として入れてあるので、書類作成時には入れないこと。 

履  歴  書 
本 籍 地  都道府県名（外国人留学生は、国名） 
現 住 所  札幌市○○区○○町○丁目○の○○ 

ふりがな   ほく   だい びっ  と 
氏 名  北  大 微 斗

  平成○○年○○月○○日生 
（*留学生は西暦で記入すること。） 

学  歴（＊研究生・聴講生の期間については学歴に記入しないこと。研究生の期間は研究歴に記入すること。） 
平成○○年３月３１日 ○○県立○○○○高等学校 卒業 
平成○○年４月 １日 北海道大学工学部情報エレクトロニクス系 入学 
平成○○年４月 １日 同大学 ○○学部○○学科 進学 
平成○○年３月２５日    同    上    卒業 
平成○○年４月 １日 △△大学大学院△△学研究科△△△△専攻修士課程 入学 
平成○○年３月２５日    同    上               修了 
平成○○年４月 １日 △△大学大学院△△学研究科△△△△専攻博士後期課程 入学 
平成○○年３月２５日    同    上    修了見込 

職  歴（＊現在の職を必ず記入すること。非常勤の職は記入しないこと。同一部署の昇任等を記入しないこと。） 
平成○○年４月 １日 株式会社◎◎◎◎◎◎に 入社 
平成○○年１０月１日 同社△△△△研究所に  配属 
平成○○年４月 １日 同社△△△△研究部に  異動 
平成○○年４月 １日 □□□□□□株式会社△△△△研究部に  社名変更 
平成○年１２月３１日    同    上   退社 
平成○年 １月 １日 ▽▽▽▽株式会社▽▽研究開発部に  入社 
平成○○年４月 １日 ▽▽▽▽株式会社□□研究所に  異動 

現在に至る 

研 究 歴 （*研究生期間があれば以下研究歴に記入すること。） 
平成○○年４月１日 △△大学大学院△△学研究科△△△△専攻修士課程にお 

  ～  平成○○年３月２５日  いて，△△△△△△△△に関する研究に従事 
平成○○年４月１日 同専攻博士後期課程において，同研究を継続 

  ～  平成○○年３月２５日  
平成○○年４月１日 (株)◎◎◎◎◎◎△△△△研究所において，△△△△△ 

  ～  平成○○年３月３１日  △△の◎◎◎◎◎◎に関する研究に従事 
平成○○年４月１日 (株)◎◎◎◎◎◎△△△△研究部及び□□□□□□(株) 

  ～  平成○○年３月３１日  △△△△研究部において□□□□に関する研究に従事 
平成○○年４月１日 △△大学大学院△△学研究科△△△△専攻において， 

  ～  平成○○年３月３１日  研究生として□□□□に関する研究に従事 
平成○○年４月１日 ▽▽▽▽(株)□□研究所において，□□に関する研究開 

  ～  現在 発及び◎◎◎◎◎◎に関する研究に従事 

賞  罰 
平成○○年○○月○○日 論文「○○○○○○○○○○○○○○○○」により， 

○○○○国○○○○学会から「◎◎◎◎年度◎◎◎ 
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎賞」を受賞 

上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。 

平成 年 月 日 （＊申請年月日は空欄とすること。） 

（氏 名）  （自署） 

＊学位論文提出資格の研究歴を十分超えている場合は，主な研究歴３つ程度にまとめて記入することができる。ただし，大学院の期間は必ず記
入する。研究機関以外における研究歴又は研究職以外の職種としての研究歴については、当該所属機関等の長の研究歴証明書を添付すること。 

＊日本学術振興会特別研究員への採用については、研究歴に記載すること。 

 （記載例） 

平成○○年４月１日 △△大学大学院△△学研究科△△△△専攻博士後期課程において、 

～平成○○年３月２５日   △△△△△△△△に関する研究に従事（平成○○年○月○日より日本学術振興会特別研究員に採用） 
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（記入例２）【課程博士】，（記入例２）【論文博士】＜学位規程別表第 2，申合せ第４条関係＞ 

（＊学位論文ならびにそれを構成する論文を記載すること。） 

外枠は、必要な余白の目安として入れてあるので、書類作成時には入れないこと。 

論  文  目  録 

学位論文題目 

（＊学位論文題目が外国語で表示されている場合には日本語訳を（ ）を付して記入すること。） 

Study on Factors ○○○○○○ the ○○○○ ○○○○○○ on ○○○○○○ 

（□□□□に作用する□□□□□□への□□□因子に関する研究） 

参考論文題目 

な し 

  又は （＊学位論文に添えて参考論文を提出する場合に記載すること。） 

１．□□□に作用する□□□□への□□□因子に関する研究 

２．○○の○○による○○に関する○○○○の研究 

  （＊参考論文が２種以上あるときは，列記すること。） 

平成 年 月 日 （＊申請年月日は空欄とすること。） 

学位申請者   （自署） 

＊「学位論文」の目録であるので，研究業績目録とは区別すること。 
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（記入例３）【課程博士・論文博士】 
【専攻長会議配布資料】＜申合せ第４条関係＞ 

外枠は、必要な余白の目安として入れてあるので、書類作成時には入れないこと。 

研 究 業 績 目 録 

氏 名 北 大 微 斗 

（＊研究業績は，代表的なものとし，A4判３頁以内にまとめること。） 

（＊発表論文が冊子等の一部である場合は，「○○～○○頁」，｢pp．○○－○○｣等と記入すること。共同研究の場合は，発表者を 

   連名で記入すること。） 

１．論 文（学位論文関係） 

Ｉ 査読付学会誌等 

（１）北大微斗，北大情二，北大情三：「○○○の○○○依存性に関する研究」，○○○○

論文誌，○○巻○号，pp. oo-oo (20○○)  （IF=○, TC=○ ※） 

（２）B.Hokudai, J1.Hokudai, and J2.Hokudai: ｢Investigation on ○○○○○ for ○

○｣, Rev. Sci. ○○○.  Vol.○○,  No.○,  pp○-○○ (20○○) （IF=○, TC=○ ※） 

（３）B.Hokudai, J1.Hokudai, and J2.Hokudai: “Studies on ○○○○○○”, J. of ○○

○. （20○○年○巻○号掲載決定)  （IF=○ ※）

II 査読付国際会議プロシーデイング 

（１）B.Hokudai, J1.Hokudai, and J2.Hokudai: ｢A study on ○○○○○｣, Proc. of Int. 

Conf. on ○○○○○○, Greifswald, France, June ○-○○, pp.○-○○(20○○) 

（２）B.Hokudai, J１.Hokudai, and J2.Hokudai: ｢Investigation on ○○○○○ for ○

○｣, Proc. of Int. Conf. on ○○○○, Roma, Italy, July ○-○○, pp.○-○○ (20○○)

（採択率 ○% ※) （※掲載決定のものは記載し，投稿中で未確定のものを除く） 

（※IF，TC，採択率については，記載することが望ましい。） 

（※IF : Impact Factor［インパクトファクター］ 

  TC : Times Cited［被引用回数］） 

２．論 文（その他） 

（１）J2.Hokudai, B.Hokudai, and J1.Hokudai: “A study on ○○○○○”, J. of ○○○○, 

Vol.○○,  No.○, pp. ○○-○○ (20○○) 

（２）北大微斗，北大情二，北大情三：「○○○方式による○○○の○○○に関する研究」，

○○○○誌，○○巻○号，pp. oo-oo (20○○) 

（＊「平成○年度○学術講演会（平成○年○月）」，「平成○年度○部門○○ｼﾝﾎ゚ ｼ゙ ｳﾑ（平成○年○月）」など会議等が特定でき 

  るように記入すること。） 

３．講 演（学位論文関係） 

（１）北大微斗，北大情一：「○○方式による○○の○○○○に関する特性」 

 ○○○学会，昭和○○年度○○部門○○○○学術講演会（１９○○） 

（２）北大微斗，北大情二：「○○による○○の○○を用いた○○○の検討」 

 ○○○学会，昭和○○年度○○部門○○○シンポジウム（１９○○） 

（３）北大情三，北大微斗：「○○の○○による○○に関する○○○の研究」 

○○○学会，平成○○年度○○部門○○○○学術講演会（２０○○） 

４．特 許 

  本論文に関係した特許○○件 

以 上 
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（記入例４）＜海大様式４＞【課程博士・論文博士】 
【専攻長会議配布資料→印刷公表原稿】＜学位規程第１２条・第１４条，申合せ第４条関係＞ 

外枠は、必要な余白の目安として入れてあるので、書類作成時には入れないこと。 

学 位 論 文 内 容 の 要 旨 

博士の専攻分野の名称  博士（情報科学）（＊又は博士（工学）） 氏名 北 大 微 斗 

学 位 論 文 題 名 

Study on Factors ○○○○ the ○○○ ○○○○ on ○○○○○ 

（□□□□に作用する□□□□□□への□□□因子に関する研究） 

（＊博士（工学）の該当となる場合には，予め審査員候補者が検討を行い，主査から専攻長あてに報告書 
(記入例６－１)を提出しておくこと。） 

   （＊学位論文題名が外国語で表示されている場合には，日本語訳を（ ）を付して記入すること。） 

   （＊内容の要旨は 3,000字以内，A4判 2頁以内にまとめること。英語でもよく，この場合の文字制限はないが，

A4判 2頁以内を厳守すること。） 

   （＊専攻長会議配布資料の印刷原稿及び本学の印刷公表原稿となるので，鮮明な印刷に留意すること。） 

 近年○○において○○が○○しており，○○が問題となっている。本研究は，○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

（ 以 下 中 略 ） 

最後に，○○が○○であること，又，○○が○○であることを明らかにした。 
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（記入例５－１）【論文博士】＜学位規程第４条・別表第２，学位規程の運用に関する細則第４条関係＞ 

外枠は、必要な余白の目安として入れてあるので、書類作成時には入れないこと。 

学 位 申 請 書 

  貴学学位規程第４条第１項の規定により学位論文，論文目録， 

履歴書及び論文審査手数料１８万円を添え博士（情報科学） 

（＊又は博士（工学））の学位の授与を申請します。 

  平成 年 月 日 （＊申請年月日は空欄とすること。） 

氏名 （自署） 

  北海道大学総長  殿 

（＊１．博士（工学）の該当となる場合には，予め審査員候補者が検討を行い，主査から専攻長あてに報告書 

（記入例６－１)を提出しておくこと。） 

（＊２．論文博士の申請者は，学位論文の学位受理決定後，速やかに提出すること。） 

（＊３．論文審査手数料は，改定されることがある。） 

※論文審査手数料は教務担当から交付される振込用紙により銀行（ゆうちょ銀行を含む）の窓口で払い込むこと。（ATM

不可） 
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（記入例５－２）【論文博士】＜学位規程第４条・別表第２，学位規程の運用に関する細則第４条関係＞ 

※なお、本学関係者には、本学の学部を卒業した者、本学の大学院に在籍していた者、本学の職員または職員であった

者が該当する。（その場合は、卒業/修了証明書、あるいは在職証明書も共に提出すること。） 

外枠は、必要な余白の目安として入れてあるので、書類作成時には入れないこと。 

学 位 申 請 書 

  貴学学位規程第４条第１項の規定により学位論文，論文目録， 

履歴書及び論文審査手数料９万円を添え博士（情報科学） 

（＊又は博士（工学））の学位の授与を申請します。 

  平成 年 月 日 （＊申請年月日は空欄とすること。） 

氏名 （自署） 

  北海道大学総長  殿 

（＊１．博士（工学）の該当となる場合には，予め審査員候補者が検討を行い，主査から専攻長あてに報告書 

（記入例６－１)を提出しておくこと。） 

（＊２．論文博士の申請者は，学位論文の提出資格審査結果が報告された後，速やかに提出すること。） 

（＊３．論文審査手数料は，改定されることがある。） 

※論文審査手数料は教務担当から交付される振込用紙により銀行（ゆうちょ銀行を含む）の窓口で払い込むこと。（ATM

不可） 
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論文博士論文審査手数料 

受付証明書貼付用紙 

（＊課程博士は審査手数料不要） 
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平成２８年６月 学位授与日程（予定）表 

手順 課 程 博 士 論 文 博 士 提 出 書 類 等 

① ３月上旬 
(４月の専攻長会議開催日
の概ね 1 ヶ月前まで) 

通例１２月下旬 
(1 月の専攻長会議開催
日の概ね 1ヶ月前まで) 
＊授与までの期間は審査に
要する期間により異なる。 

〔学位申請者から学位論文等の提出〕 
ア）学位論文（仮製本） イ）履歴書（記入例 1） 
ウ）論文目録（記入例 2） 
エ）研究業績目録（記入例 3） 
オ）学位論文内容の要旨 

〔所属・該当専攻で論文提出資格審査〕（記入例 6-1） 

② 
(４月の専攻長会議開催日
の１０日前まで) 

平成２８年 
３月２８日(月)まで 

(１月の専攻長会議開
催日の１８日前まで) 

平成２７年 
１２月２１日(月)まで 

〔学位授与の申請〕 
ア）学位論文審査委員候補者の推薦及び学位授与審議委員会

の設置について（申請）（記入例６） 
イ）博士の専攻分野の名称（＊博士（工学）の場合のみ）（記

入例 6－2） 
ウ）学位論文（仮製本：２冊）（上記①） 
エ）学位申請書（記入例 5－1，2）（論文博士のみ） 
オ）履歴書（上記①） 
カ）論文目録（上記①） キ）研究業績目録（上記①） 
ク）学位論文内容の要旨（上記①） 
ケ）チェックリスト（課程博士のみ） 

４月 ４日(月) 
平成２８年 
１月 ４日(月) 

〔学位論文受理審議資料の事前配布（専攻長会議用）〕 
ア）学位論文内容の要旨（上記①） イ）履歴書（上記①） 
ウ）研究業績目録（上記①） 

４月 ７日(木) １月 ７日(木) 
《専攻長会議》 
〔学位論文受理及び審査委員（主査・副査）の決定〕 
〔学位授与審議委員会設置の承認〕 

③ 上記の直後～ 上記の直後～ 〔試験・試問の日程等の通知〕（記入例 7－1，2） 
〔審査委員（主査・副査）による論文審査〕 

④ 上記の直後～４月下旬 （同 左） 〔公開論文説明会開催の通知〕（記入例 12－1） 

⑤ ４月下旬 （同 左） 〔学位論文審査結果の報告〕 
(研究科長及び(学位授与審議委員会委員長)へ審査結果を報告) 
ア）学位論文審査結果（記入例８） 
イ）試験，試験・試問の結果（記入例 9－1，2） 
ウ）学位論文審査の要旨（記入例 10） 
＊ 学位論文（仮製本２冊（確定版） 5月中旬まで） 
（学位授与審議委員長へは，ｱ）～ｳ）を送付する） 
（研究科長へは 6月の専攻長会議開催日の 10日前まで） 

⑥ ４月下旬 （同 左） 〔学位授与審議資料の配布〕 
ア）学位論文（仮製本）（上記①） 
イ）学位論文内容の要旨（上記①） 
ウ）研究業績目録（上記①） 
エ）履歴書（上記①） 
オ）審査結果報告書（上記⑤） 
カ）試験，試験・試問の結果（上記⑤） 
キ）学位論文審査の要旨（上記⑤） 
(上記ｱ)～ｴ)は専攻長から，ｵ)～ｷ)は審査委員(主査)から送付
された資料を委員に配布する） 

⑦ 論文受理決定後～５月中旬 （同 左） 〔公開論文説明会開催〕 

⑧ ４月下旬 （同 左） 〔学位授与審議委員会開催の通知〕（記入例 12－2） 

⑨ ５月中旬 （同 左） 〔学位授与審議委員会開催〕 
学位授与に関する議決する学位授与審議委員会 

⑩ (６月の専攻長会議開催日
の１０日前まで) 

  ５月３０日(月)まで 

（同 左） 

（同 左） 

〔学位授与審議委員会の審議終了後〕 
〔学位授与審議結果の報告〕 
学位授与審議結果報告（記入例 13） 
学位論文審査報告（記入例 14）  
※学位論文仮製本(確定版)２冊提出・論文全文アップロード 

  ６月６日（月) （同 左） 
〔学位論文審査等資料の事前配布（専攻長会議用）〕 
ア）審査結果報告書（上記⑤） 
イ）試験，試験・試問の結果（上記⑤） 
ウ）学位論文審査の要旨（上記⑤） 
エ）学位授与審議結果報告（上記⑩） 

６月 ９日(木) （同 左） 
《専攻長会議》 
〔博士後期課程修了者の認定〕 
〔学位論文の審査報告及び学位授与の議決〕 

  ６月 ９日(木)まで （同 左） 【学位授与の進達（課程），学位論文の審査報告（論文）】 

  ６月３０日(木) （同 左） 【学位記授与】 

（備考）④～⑨までについては，順序等は弾力的に行うことができる。＊本手引きの２頁及び４頁を必ず参照すること。 
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平成２８年９月 学位授与日程（予定）表 
手順 課 程 博 士 論 文 博 士 提   出   書  類  等 

① ６月上旬 

(７月の専攻長会議開催日
の概ね 1 ヶ月前まで) 

通例３月下旬 

(４月の専攻長会議開催
日の概ね 1 ヶ月前まで) 

＊授与までの期間は審査に
要する期間により異なる。 

〔学位申請者から学位論文等の提出〕 
ア）学位論文（仮製本） イ）履歴書（記入例 1） 
ウ）論文目録（記入例 2） 
エ）研究業績目録（記入例 3） 
オ）学位論文内容の要旨 

〔所属・該当専攻で論文提出資格審査〕（記入例 6-1） 

② 

(７月の専攻長会議開催日
の１０日前まで) 

平成２８年 
  ６月２７日(月)まで 

(４月の専攻長会議開催
日の１０日前まで) 

平成２８年 
３月２８日(月)まで 

〔学位授与の申請〕 
ア）学位論文審査委員候補者の推薦及び学位授与審議委員会

の設置について（申請）（記入例６） 

イ）博士の専攻分野の名称（＊博士（工学）の場合のみ）（記
入例 6－2） 

ウ）学位論文（仮製本：２冊）（上記①） 

エ）学位申請書（記入例 5－1，2）（論文博士のみ） 

オ）履歴書（上記①） 

カ）論文目録（上記①） キ）研究業績目録（上記①） 

ク）学位論文内容の要旨（上記①） 

ケ）チェックリスト（課程博士のみ） 

  ７月 ４日(月) ４月 ４日(月) 
〔学位論文受理審議資料の事前配布（専攻長会議用）〕 
ア）学位論文内容の要旨（上記①） イ）履歴書（上記①） 

ウ）研究業績目録（上記①） 

  ７月 ７日(木) ４月 ７日(木) 
《専攻長会議》 
〔学位論文受理及び審査委員（主査・副査）の決定〕 
〔学位授与審議委員会設置の承認〕 

③ 上記の直後～ 上記の直後～ 〔試験・試問の日程等の通知〕（記入例 7－1，2） 
〔審査委員（主査・副査）による論文審査〕 

④ 上記の直後～７月下旬 （同 左） 〔公開論文説明会開催の通知〕（記入例 12－1） 

⑤ ７月下旬 （同 左） 〔学位論文審査結果の報告〕 
(研究科長及び(学位授与審議委員会委員長)へ審査結果を報告) 
ア）学位論文審査結果（記入例８） 
イ）試験，試験・試問の結果（記入例 9－1，2） 
ウ）学位論文審査の要旨（記入例 10） 
＊ 学位論文（仮製本（確定版）２冊 8月中旬まで） 
（学位授与審議委員長へは，ｱ）～ｳ）を送付する） 
（研究科長へは 9月の専攻長会議開催日の 10日前まで） 

⑥ ７月下旬 （同 左） 〔学位授与審議資料の配布〕 
ア）学位論文（仮製本）（上記①） 
イ）学位論文内容の要旨（上記①） 
ウ）研究業績目録（上記①） 
エ）履歴書（上記①） 
オ）審査結果報告書（上記⑤） 
カ）試験，試験・試問の結果（上記⑤） 
キ）学位論文審査の要旨（上記⑤） 
(上記ｱ)～ｴ)は専攻長から，ｵ)～ｷ)は審査委員(主査)から送付
された資料を委員に配布する） 

⑦ 論文受理決定後～8 月中旬 （同 左） 〔公開論文説明会開催〕 

⑧ ８月上旬 （同 左） 〔学位授与審議委員会開催の通知〕（記入例 12－2） 

⑨ ８月中旬 （同 左） 〔学位授与審議委員会開催〕 
学位授与に関する議決する学位授与審議委員会 

⑩ (９月の専攻長会議開催日
の１０日前まで) 

  ８月２２日(月)まで 

（同 左） 

（同 左） 

〔学位授与審議委員会の審議終了後〕 
〔学位授与審議結果の報告〕 
学位授与審議結果報告（記入例 13） 
学位論文審査報告（記入例 14） 
※学位論文仮製本(確定版)２冊提出・論文全文アップロード 

  ８月２９日(月) （同 左） 

〔学位論文審査等資料の事前配布（専攻長会議用）〕 
ア）審査結果報告書（上記⑤） 
イ）試験，試験・試問の結果（上記⑤） 
ウ）学位論文審査の要旨（上記⑤） 
エ）学位授与審議結果報告（上記⑩） 

９月 １日(木) （同 左） 

《専攻長会議》 
〔博士後期課程修了者の認定〕 
〔学位論文の審査報告及び学位授与の議決〕 

  ９月 １日(木)まで （同 左） 【学位授与の進達（課程），学位論文の審査報告（論文）】 

９月２６日(月) （同 左） 【学位記授与式】 

（備考）④～⑨までについては，順序等は弾力的に行うことができる。 ＊本手引きの２頁及び４頁を必ず参照すること。 
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平成２８年１２月 学位授与日程（予定）表 
手順 課 程 博 士 論 文 博 士 提   出  書   類  等 

① ９月上旬 

(１０月の専攻長会議開催
日の概ね 1 ヶ月前まで) 

通例６月下旬 

(７月の専攻長会議開催
日の概ね 1 ヶ月前まで) 

＊授与までの期間は審査に
要する期間により異なる。 

〔学位申請者から学位論文等の提出〕 
ア）学位論文（仮製本） イ）履歴書（記入例 1） 
ウ）論文目録（記入例 2） 
エ）研究業績目録（記入例 3） 
オ）学位論文内容の要旨 

〔所属・該当専攻で論文提出資格審査〕（記入例 6-1） 

② 

(１０月の専攻長会議開催
日の１０日前まで) 

平成２８年 

９月２６日(月)まで 

(７月の専攻長会議開催
日の１０日前まで) 

平成２８年 
６月２７日(月)まで 

〔学位授与の申請〕 
ア）学位論文審査委員候補者の推薦及び学位授与審議委員会

の設置について（申請）（記入例６） 

イ）博士の専攻分野の名称（＊博士（工学）の場合のみ）（記
入例 6－2） 

ウ）学位論文（仮製本：２冊）（上記①） 

エ）学位申請書（記入例 5－1，2）（論文博士のみ） 

オ）オ）履歴書（上記①） 

カ）論文目録（上記①） キ）研究業績目録（上記①） 

ク）学位論文内容の要旨（上記①） 

ケ）チェックリスト(課程博士のみ) 

１０月 ３日(月) ７月 ４日(月) 
〔学位論文受理審議資料の事前配布（専攻長会議用）〕 
ア）学位論文内容の要旨（上記①） イ）履歴書（上記①） 

ウ）研究業績目録（上記①） 

１０月 ６日(木) ７月 ７日(木) 
《専攻長会議》 
〔学位論文受理及び審査委員（主査・副査）の決定〕 
〔学位授与審議委員会設置の承認〕 

③ 上記の直後～ 上記の直後～ 〔試験・試問の日程等の通知〕（記入例 7－1，2） 
〔審査委員（主査・副査）による論文審査〕 

④ 上記の直後～１０月下旬 （同 左） 〔公開論文説明会開催の通知〕（記入例 12－1） 

⑤ １０月下旬 （同 左） 〔学位論文審査結果の報告〕 
(研究科長及び(学位授与審議委員会委員長)へ審査結果を報告) 
ア）学位論文審査結果（記入例８） 
イ）試験，試験・試問の結果（記入例 9－1，2） 
ウ）学位論文審査の要旨（記入例 10） 
＊ 学位論文（仮製本（確定版）２冊 11月中旬まで） 
（学位授与審議委員長へは，ｱ）～ｳ）を送付する） 
（研究科長へは 12月の専攻長会議開催日の 10日前まで） 

⑥ １０月下旬 （同 左） 〔学位授与審議資料の配布〕 
ア）学位論文（仮製本）（上記①） 
イ）学位論文内容の要旨（上記①） 
ウ）研究業績目録（上記①） 
エ）履歴書（上記①） 
エ）審査結果報告書（上記⑤） 
オ）試験，試験・試問の結果（上記⑤） 
カ）学位論文審査の要旨（上記⑤） 
(上記ｱ)～ｴ)は専攻長から，ｵ)～ｷ)は審査委員(主査)から送付
された資料を委員に配布する） 

⑦ 論文受理決定後～11月中旬 （同 左） 〔公開論文説明会開催〕 

⑧ １１月上旬 （同 左） 〔学位授与審議委員会開催の通知〕（記入例 12－2） 

⑨ １１月中旬 （同 左） 〔学位授与審議委員会開催〕 
学位授与に関する議決する学位授与審議委員会 

⑩ (１２月の専攻長会議開催
日の１０日前まで) 

１１月２８日(月)まで 

（同 左） 

（同 左） 

〔学位授与審議委員会の審議終了後〕 
〔学位授与審議結果の報告〕 
学位授与審議結果報告（記入例 13） 
学位論文審査報告（記入例 14） 
※学位論文仮製本(確定版)２冊提出・論文全文アップロード 

１２月 ５日(月) （同 左） 

〔学位論文審査等資料の事前配布（専攻長会議用）〕 
ア）審査結果報告書（上記⑤） 
イ）試験，試験・試問の結果（上記⑤） 
ウ）学位論文審査の要旨（上記⑤） 
エ）学位授与審議結果報告（上記⑩） 

１２月 ８日(木) （同 左） 

《専攻長会議》 
〔博士後期課程修了者の認定〕 
〔学位論文の審査報告及び学位授与の議決〕 

１２月 ８日(木)まで （同 左） 【学位授与の進達（課程），学位論文の審査報告（論文）】 

１２月２６日(月) （同 左） 【学位記授与】 

（備考）④～⑨までについては，順序等は弾力的に行うことができる。 ＊本手引きの２頁及び４頁を必ず参照すること。 
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平成２９年３月 学位授与日程（予定）表 
手順 課 程 博 士 論 文 博 士 提   出   書  類  等 

① １２月上旬 

(１２月又は１月の専攻長
会議開催日の概ね 1ヶ月前
まで) 

通例９月下旬 

(１０月の専攻長会議開催
日の概ね1ヶ月前まで) 

＊授与までの期間は審査に
要する期間により異なる。 

〔学位申請者から学位論文等の提出〕 
ア）学位論文（仮製本） イ）履歴書（記入例 1） 
ウ）論文目録（記入例 2） 
エ）研究業績目録（記入例 3） 
オ）学位論文内容の要旨 

〔所属・該当専攻で論文提出資格審査〕（記入例 6-1） 

② (１２月の専攻長会議開催
日の１０日前まで又は１
月の専攻長会議開催日の
１８日前まで) 

平成２８年  

１１月２８日(月)まで 
 又は 

１２月２６日(月)まで 

(１０月の専攻長会議開
催日の１０日前まで) 

平成２８年 
９月２６日(月)まで 

〔学位授与の申請〕 
ア）学位論文審査委員候補者の推薦及び学位授与審議委員会

の設置について（申請）（記入例６） 

イ）博士の専攻分野の名称（＊博士（工学）の場合のみ）（記
入例 6－2） 

ウ）学位論文（仮製本：２冊）（上記①） 

エ）学位申請書（記入例 5－1，2）（論文博士のみ） 

オ）履歴書（上記①） 

カ）論文目録（上記①） キ）研究業績目録（上記①） 

ク）学位論文内容の要旨（上記①） 

ケ）チェックリスト（課程博士のみ） 

１２月 ５日(月) 
 又は 

１月１０日(火) 
１０月 ３日(月) 

〔学位論文受理審議資料の事前配布（専攻長会議用）〕 
ア）学位論文内容の要旨（上記①） イ）履歴書（上記①） 

ウ）研究業績目録（上記①） 

１２月 ８日(木) 
 又は 

平成２９年 
１月１２日(木) 

１０月 ６日(木) 
《専攻長会議》 
〔学位論文受理及び審査委員（主査・副査）の決定〕 
〔学位授与審議委員会設置の承認〕 

③ 上記の直後～ 上記の直後～ 〔試験・試問の日程等の通知〕（記入例 7－1，2） 
〔審査委員（主査・副査）による論文審査〕 

④ 上記の直後～１月下旬 （同 左） 〔公開論文説明会開催の通知〕（記入例 12－1） 

⑤ １月下旬 （同 左） 〔学位論文審査結果の報告〕 
(研究科長及び(学位授与審議委員会委員長)へ審査結果を報告) 
ア）学位論文審査結果（記入例８） 
イ）試験，試験・試問の結果（記入例 9－1，2） 
ウ）学位論文審査の要旨（記入例 10） 
＊ 学位論文（仮製本（確定版）２冊 2月中旬まで） 
（学位授与審議委員長へは，ｱ）～ｳ）を送付する） 
（研究科長へは 3月の専攻長会議開催日の 2週間前まで） 

⑥ １月下旬 （同 左） 〔学位授与審議資料の配布〕 
ア）学位論文（仮製本）（上記①） 
イ）学位論文内容の要旨（上記①） 
ウ）研究業績目録（上記①） 
エ）履歴書（上記①） 
オ）審査結果報告書（上記⑤） 
カ）試験，試験・試問の結果（上記⑤） 
キ）学位論文審査の要旨（上記⑤） 
(上記ｱ)～ｴ)は専攻長から，ｵ)～ｷ)は審査委員(主査)から送付
された資料を委員に配布する） 

⑦ 論文受理決定後～2月中旬 （同 左） 〔公開論文説明会開催〕 

⑧ ２月上旬 （同 左） 〔学位授与審議委員会開催の通知〕（記入例 12－2） 

⑨ ２月中旬 （同 左） 〔学位授与審議委員会開催〕 
学位授与に関する議決する学位授与審議委員会 

⑩ (３月の専攻長会議開催日
の２週間前まで) 

  ２月１５日(水)まで 

（同 左） 

（同 左） 

〔学位授与審議委員会の審議終了後〕 
〔学位授与審議結果の報告〕 
学位授与審議結果報告（記入例 13） 
学位論文審査報告（記入例 14） 
※学位論文仮製本（確定版)２冊提出・論文全文アップロード 

  ２月２７日(月) （同 左） 

〔学位論文審査等資料の事前配布（専攻長会議用）〕 
ア）審査結果報告書（上記⑤） 
イ）試験，試験・試問の結果（上記⑤） 
ウ）学位論文審査の要旨（上記⑤） 
エ）学位授与審議結果報告（上記⑩） 

３月 １日(水) （同 左） 

《専攻長会議》 
〔博士後期課程修了者の認定〕 
〔学位論文の審査報告及び学位授与の議決〕 

  ３月 １日(水)まで （同 左） 【学位授与の進達（課程），学位論文の審査報告（論文）】 

３月２３日(木) （同 左） 【学位記授与式】 

（備考）④～⑨までについては，順序等は弾力的に行うことができる。 ＊本手引きの２頁及び４頁を必ず参照すること。 
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