
宮崎大学大学院農学研究科の学位論文審査及び最終試験に関する取扱い要項 
Guidelines for the handling of the master’s thesis review and final exam for the Graduate School of 

Agriculture, University of Miyazaki 
 

 
 

 

 平成 16年４月１日 
 制       定 

   

改正 平成 18年６月 20日 平成 20年 10月 21日 
                                                     平成 21月７月 21日  平成 22年７月 20日 
                                                     平成 25年５月 25日 平成 30年 3月 20 日 
 （目的） 
第１条 宮崎大学学務規則第 77条及び第 78 条に基づく学位論文（以下「論文」という。）の審査及び

最終試験の取扱いは、この要項の定めるところによる。 
(Objectives) 

Article 1. The handling of the review and final exam for the master’s thesis (subsequently, “thesis”) 

shall be provided for by the following guidelines, based on Article 77 and Article 78 of University 

of Miyazaki Educational Affairs Regulations.  

 
 （論文の提出） 
第２条 論文を提出できる者は、所定の授業科目について 30単位以上を修得した者又は修得見込みの

者とする。 
(Submission of the thesis)  

Article 2. Persons able to submit a thesis are those who have acquired 30 credits or more in the 

prescribed class subjects or who are expected to acquire them.  

 
第３条 論文の審査を受けようとする者は、論文１部を別紙の学位論文作成要領に基づいて作成しな

ければならない。 
Article 3. Persons wishing to have their thesis reviewed must prepare one copy of the thesis, following 

the instructions given in the attachment (Guidelines for Preparing a Master’s Thesis).  

 
第４条 論文の審査を受けようとする者は、「学位論文概要」（様式第１号）１部及び「学位論文審査

申請書」（様式第２号）１部を作成し、指導教員の承認を得た後、論文を添え、コース長を経由して
所定の期日までに教務・学生支援係に提出しなければならない。 

Article 4. Persons wishing to have their thesis reviewed must prepare one copy of the Master’s Thesis 

Abstract (Form 1E) and one copy of the Application for a Master’s Thesis Review (Form 2E), and 

after obtaining the approval of their principal advisor, attach the thesis to these forms and submit 

them to the Academic Affairs and Student Services Office via the head of the course before the 

prescribed deadline.  

 
 （審査の方法） 
第５条 研究科長は、提出された論文の審査を審査委員に付託する。 
(Review method) 

Article 5. The head of the graduate school shall entrust the review committee with reviewing the 

thesis submitted.  

 
第６条 審査委員は、論文を審査する。 
Article 6. The review committee shall review the thesis.  

 
第７条 審査委員は、当該コースの研究指導を担当する資格を有する教員(助手を除く。以下同じ。)を

主査、関連する専門の教員２名以上を副査とする。ただし、必要に応じ、他の大学院又は研究所等の
教員等を加えることができる。 

Article 7. The review committee shall be comprised of one principal re viewer and two or more 

associate reviewers. The principal reviewer shall be a professor qualified to provide research 

guidance in the relevant course, and the associate reviewers shall be professors in the relevant 

course. However, if requested, professors or other qualified persons from another university or  

institution can be added to the review committee.  



 
第８条 コース長は、審査委員についてコース会議に諮り、研究科長に報告する。研究科長は、研究科

委員会に報告し承認を得る。 
Article 8. The head of the course shall consult with the course meeting regarding the revi ew committee 

and report to the head of the graduate school. The head of the graduate school shall report to the 

Graduate School of Agriculture Committee and obtain its approval.  

 
 （公開発表） 
第９条 コース長は、論文審査終了後、次の要領で論文発表会（以下「発表会」という。）を開催する。 
(Thesis presentation) 

Article 9. The head of the course shall hold a thesis presentation (subsequently, “the presentation”) after the 

completion of the thesis review according to the following outline. 

 
（1) 発表会は公開とし、その日時・場所はコース長が告示する。ただし、特別な事情により非公開と

する論文がある場合は、主指導教員の申請に基づいて、コース会議の議を経て当該論文の発表を非
公開とすることができる。 

(1) The presentation shall be open to the public and the head of the course shall announce the date and place. 

However, in the case of special circumstances, the presentation of a thesis may not be made open to the public, 

based on an application by the principal advisor and following discussions by the course meeting,. 
 
 (2)  論文の審査を受けようとする者は、発表会においてその論文の内容を発表し、必要に応じて、 
    質疑に答えなければならない。 
(2) Persons wishing to have their thesis reviewed must present the content of their thesis in the presentation and if 

requested, answer questions. 

 
 (3) 審査委員は、当該論文の発表会に出席する。 
(3) The review committee shall attend the presentation of the relevant thesis. 

 
第１０条 審査委員は、論文審査終了後、口頭試問による最終試験を行う。その内容は論文並びにこれ
に関連する科目についての試問とする。なお、発表会における発表をもって最終試験にかえることが
できる。 

Article 10. After the thesis review is completed, the review committee shall carry out the final exam in the form 

of an oral exam, the content of which will be questions about the thesis and also related subjects. It is possible 

to replace the final exam by the thesis presentation. 

 
 （報告） 
第１１条 主査は、論文の審査及び最終試験について、審査要旨及び最終試験結果を記した「学位論文
及び最終試験審査報告書」（様式第３号）を研究科長に提出する。 

(Reporting) 

Article 11. The principal reviewer shall submit to the head of the graduate school the Master’s Thesis and Final 

Exam Review Report (Form 3E), which shall include a summary of the review and the results of the final exam. 

 
第１２条 研究科長は、論文及び最終試験の結果を研究科委員会に報告する。 
Article 12. The head of the graduate school shall report to the Graduate School of Agriculture Committee on the 

results of the thesis review and the final exam with their summary. 

 
 （その他） 
第１３条 学位論文は、審査終了後１部を宮崎大学附属図書館に保存する。 
(Other items) 

Article 13. After the completion of the review, one copy of the master’s thesis shall be stored at University of 

Miyazaki Library. 

 
第１４条 この要項の運用は各コースの状況を考慮して行うことができる。なお、論文審査及び最終試
験に関して、この要項に定める以外の事態が生じたときは、その都度、研究科委員会の決するところ
による。 

Article 14. The administration of these guidelines can be carried out while taking into consideration the conditions 

for each course of the Graduate School of Agriculture. When conditions other than those provided for by these 

guidelines occur regarding the thesis review and/or the final exam, in every case they shall be resolved upon by 

the Graduate School of Agriculture Committee. 

 



   附 則 
 この要項は、平成 16年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この要項は、平成 18年６月 20日から施行し、平成 17年４月１日から適用する。ただし、７につい
ては、平成 16年度以前に入学した者には、本要項の規定にかかわらず、なお従前の定めるところに
よる。 

 
   附 則 
 この要項は、平成 20年 10月 21日から施行する。 
 
   附 則 
 この要項は、平成 21月７月 21日から施行する。 
 
   附 則 
 この要項は、平成 22月７月 20日から施行する。 
 
   附 則 
 この要項は、平成 26年４月１日から施行する。ただし、平成 25年度以前に入学した者には、本要項
の規定にかかわらず、なお従前の定めるところによる。 

 
附 則 

 この要項は、平成 30年４月１日から施行する。 
 


