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鳥取大学大学院連合農学研究科の人材養成と教育目的

　農学は生物資源の生産から流通、人間を含めた生物の生存環境の保全・利用、生命現象の

解明と生物資源の利用など多様な分野に関わる学問分野である。現在、人類は地球規模での

環境問題や食糧問題に直面しており、これらの問題の解決に果たす農学の役割は大きい。

　本研究科は、中国地方の鳥取大学、島根大学、山口大学の3大学が連合して、一大学のみ

ではなしえない広範かつ専門性の高い教育研究分野を組織し、水準の高い農学系博士課程の

教育研究体制を作っている。

　本研究科では、農学及びその関連分野に関しての課題探求能力と豊かな学識、高度な技術

を備え、国際社会に貢献できる教育者、研究者、技術者を養成することを目的としている。

　また、本研究科は産業社会人に対する教育も重視しており、社会人学生を積極的に受け入

れている。さらに、外国人、特に開発途上国からの留学希望者を積極的に受け入れている。

生物生産科学専攻

　人類の生存を支えるための安全で安心な食糧の効率的生産および有用な生物資源の生産

技術の開発およびその生理・生態や遺伝子資源に関する基礎と応用研究を行うとともに、生

産力を強化するための技術を作出する。また、技術、経営の経済評価、並びに生産物の流通・

消費と情報処理に関する科学を深めことによって、高度な課題と技術を探求し、地域社会に

貢献し、また国際的に活躍できる能力を備えた人材を養成する。

生物環境科学専攻

　農業生産に関係する諸環境の解析、改善、および制御について、高度な理論と技術を教育

研究することにより、国内だけでなく国際的な生物環境科学分野の諸問題に対応できる専門

技術者および研究者を養成する。

生物資源科学専攻

　生命現象や生物機能に関する総合的理解、および、これらの生物資源や生物機能の活用・

開発についての教育研究を行うことにより、卓越した研究能力と幅広い見識を備えたバイオ

サイエンス分野の専門技術者および研究者を養成する。

国際乾燥地科学専攻

　乾燥地農学に関する個別研究分野を横断的に統合した教育研究を行うことにより、乾燥地

農学領域において、国際的で先導的な役割を果たし、世界的な農業地の砂漠化と緑化及び乾

燥地における食料生産等の乾燥地農学問題を解決することが可能な高度で実践的な人材を養

成する。
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　　　　　　　　　　　　　　Aim　and　Scope　in　Education

for　the　United　Graduate　School　of　Agricultural　Sciences

　　　The　United　Graduate　School　of　Agricultural　Sciences，　Tbttori　University　was　fbunded　in

　　1989as　an　independent　three－year　Doctoral　Course　at］R）ttori　University．　The　participating

　　u血versities　are　the　graduate　schools（Master†s　Course）of　three　universities，丑）ttori，　Shimane

　　and　Yamaguchi，　in　the　Chugo㎞district　6f丁apan．

　　　This　graduate　school　aims　to　tum　out　educators，　researchers　and　technical　experts，　who　have

・　the　ability　to　find　assignエner並s，　scholarly　acquaintances　and　professional　skills　about

　　agricultural　sciences　and　the　related　field．　The　School　accepts　not　only　admissions　ofgraduate

　　students　and　qualified　researchers　ffom　private．and　pUblic　organizations　in　Japan，　but　a1So

　　fbreign　students　and　reseaエchers，　especially　those丘om　developing　countries．
．

The　Course　of　Bioproduction　Science　　　　　　　　　　　　．

　　The　goal　ofthis　course　is　to　establish　basic　and　applied　researches　regarding　manufacturing

techniques，　physiology　and　ecology　of　an　ef壬icient　production　of　safe　fbod　fbr　supPorting

h㎜an　bemgs孤d　use血l　biological　resources．　Moreove抽e　co皿se剖so　t肛gets　in　educ劔ing

potential　scientists　that　can　search　fbr　fnture　prob至emS　of　science　and　technology　conceming

c壮culation㎝d　cons㎜ption　of　a餌cu1加ral　prodUcts　as　well　as　i曲㎜就i皿tec㎞010gies．

Therefbre，　the　course　is　of丘red　in　three　divisions：Agricultuエal　Production　Science，　Forest

Resources．Science，　and　Managerial　Economics，　which　are　cooperating　mutually　fbr　research

and　education．

The　Co‘urse　of　Bioenvironme耐al　Science

　　This　cou」rse　o飽rs　education　and　research　programs　on　advanced　level　of　theories　and

tec㎞010gies　concemmg㎝垣ysis，　improveme斑，　and　co血ol　of　env丘o㎜e血s　rel劔ing　to

agricultural　production；thereby　experts　and　reseaTchers　who　can　cope　with　both　domestic　and

i血em鉱ional　enviro㎜ent瓠problems　relaing　to　a印cul岨production田e仕ained　in血e

course．

The　Course　of　Bioresources　Science

　　This　course　of驚rs　education　and　research　on　the　basic　and　applied　studies　in　life　sciences：

e．g．，　scientific　understanding　ofbiological　aspects　and　fUnctions　through　biological，　chemica1，

biochemical，　physiologica1，　molecular　biologica1，　and　physicochemical　approaches，　and

application　of　those㎞owledge飴r　bio－production，　mξm曲ctu血gξmd　processing　of

chemicals；thereby　exper亡s　and　researchers　hl　the　bioscience　field　who　have　a　greater　potential

research　are　trained　in　this　couエse．

The　Co川se　of　Global　Arid　Land　Science

　　This　course　of〕ers　education　and　research　on　the　global　level　ofbasic　and　applied　studies　m

肛id　e㎜辻Ons：e．g．，　scienti丘c㎜derst姐ding　of　the　na加e　and　dynamics　of　enviro㎜e㎡s　on

land．　This　course　covers　crop　science　in　an　aエid　land，　irrigation　and　sewage　system，　agricultural

meteorologジsoil　science　and　other　related　fields；thereby　experts　and　researchers　who　have　a

greater　potential　reseaエch　are　trained　in　this　course．

2



単位制教育課程の概要

鳥取大学連合農学研究科は、平成20年度から学部や大学院修士課程と同様に単位制の教育

課程に移行しました。入学者は、連合農学研究科の教育課程表（別表）にある科目のうちか

ら、必修科目　（9単位）と選択科目　（3単位以上）、合計12単位以上を取得することが必要

です。学部や修士課程と異なるのは、時間割で定められた毎週の講義ではなく、ほとんどが

集中講義形式で実施されることです。授業科目は、研究科共通科目と専攻科目の二つに大別

されますが、詳しくは教育課程表と授業科目概要を参照して下さい。また、授業科目とは別

に学位論文指導が主および副指導教員により実施されます。

Credit　System　Curriculum

The　United　Graduate　School　of　Agricultural　Sciences，　Tottori　University　has　changed　its

curricul㎜to　credit　system　since　FY　2008，　as　in　Faculty　of　Agricultuエe　and　the　Graduate

School　ofAgricu1眠S加dents　shodd　re飴r　to℃㎜icu1㎜s飴r血e　United　Graduate　School

of　Agricultural　Sciences，　Tottori　University’on　page　5　and　complete　more　than　12　credits　in

tota1（required　sφlects：9credits　and　elective　subjects：3credits　or　more）．　UnlO（e　the　Faculty　or

GTaduate　Schoo1，　most　of　the　s両ects　are　given　as　seminar　style（not　given　as

weeHy－schedωed　lec血es）．　The　c㎜ic司㎜m血y　consists　of℃o㎜on　Su句ects’㎝d

‘Adv紐ced　Su句ects　of　each　co田ses’as　is　sho㎜in℃Wcd㎜s鉛r血e　U垣tedαaduate

School　of　Agricultural　Sciences，　Tbttori　University’on　page　5　and‘Syllabus’on　page　6－17．

Addition　to　the　su吋ects　above，　the　guidance　to　complete　your　doctoral　thesis　will　be　provided

by　your　m勾or　and　sub　supervisoL

履修の手続き

　皆さんは、入学月（4月または10月）の月末までに1年次に履修を予定している科目を申

告して下さい。2年次、3年次の履修については各学年始めの月（4月または10月）の月末

までに当該年次の予定を申告していただきます。科目の中には指導教員の許可を必要とする

ものもありますので、授業科目概要の内容を確認して下さい。また、履修計画の内容は必ず

主指導教員の確認を受けて下さい。

　履修の申告は、この冊子の末尾にある履修計画届用紙に必要事項を記入し、各構成大学の

連大担当者（鳥取大学の場合は連大学務係）に提出して下さい。

Procedures　to　register　the　subjects

All　the　students　should　submit　the　registration　card　to　complete　procedures　to　register　the

su句ects　by　the　end　ofApril　or　October（the　first　month　ofeach　grade）．　Ybu　should　refer　to　the

‘Syllabus，　and　ask　your　m司or　supervisor　to　check　your　registration　card　befbye　submitting　it　to

the　Academic　A飽hs　Section　ofthe　United　Graduate　School　ofAgricu正tural　Sciences，工bttori

Universi取
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鳥取大学大学院　連合農学研究科（博士課程）教育課程表

履修年次
区分 授業科目

1年次2年次3年次
単位数

開講
條

必修・

I択
担当教員 備考

農学特論1 ◎
1

前期 選択 6連大教員12名

農学特論n ◎
1

後期 選択 6連大教員12名

生物生産科学特論1 ◎
1

前期 選択 専攻教員3名 隔年開講

生物生産科学特論皿 ◎
1

前期 選択 専攻教員3名 隔年開講

生物環境科学特論1 ◎
1

前期 選択 専攻教員3名 隔年開講
研
究
科
共
通

生物環境科学特論皿 ◎
1

前期 選択 専攻教員3名 隔年開講

生物資源科学特論1 ◎
1

前期 選択 専攻教員3名 隔年開講

生物資源科学特論皿 ◎ 1
前期 選択 専攻教員3名 隔年開講

国際乾燥地科学特論1 ◎
1

前期 選択 専攻教員3名 隔年開講

国際乾燥地科学特論皿 ◎ 1
前期 選択 専攻教員3名 隔年開講

科学コミュニケーション ◎
1

後期 必修
専任教員および
e専攻より1名

生物生産科学教育指導 ◎
1

前期又は後期 選択 主指導教員　生
@物
齔ｶ
U産
@科
@学

生物生産科学特別実験 ◎ ◎
2 前期又は後期 必修 主・副指導教員

生物生産科学特別演習 ◎ ◎ ◎ 6
通年 必修 主・副指導教員

生物環境科学教育指導 ◎
1

前期又は後期 選択 主指導教員　生
@物
鼕ﾂ
U境
@科
@学

生物環境科学特別実験 ◎ ◎
2

前期又は後期 必修 主・副指導教員

生物環境科学特別演習 ◎ ◎ ◎
6

通年 必修 主・副指導教員

生物資源科学教育指導 ◎
1

前期又は後期 選択 主指導教員　生
@物
齊総

U源
@科
@学

生物資源科学特別実験 ◎ ◎ 2
前期又は後期 必修 主・副指導教員

生物資源科学特別演習 ◎ ◎ ◎
6

通年 必修 主・副指導教員

国際乾燥地科学教育指導 ◎
1

前期又は後期 選択 主指導教員

　閨

X
藷
　
き

海外実習 ◎
1

前期又は後期 選択 主・副指導教員

海外における調査
､究，研究機関での

､修，国際会議等へ

ﾌ参加など

国際乾燥地科学特別実験 ◎ ◎
2 「前期又は後期 必修 主・副指導教員

国際乾燥地科学特別演習 ◎ ◎ ◎
6

通年 必修 主・副指導教員

1）修了に必要な最低単位数は12単位（必修9単位，選択3単位）．

2）OO科学特論1（日本語），　OO科学特論皿（英語）は交互に隔年開講とする．また，　OO科学特論1（日本語），　OO
科学特論II（英語）は8月に開講する，10月入学の学生にあっては1年次から受講できる．

3）履修年次は目安を示したもので，主指導教員と相談した上で適宜変更してもよい．



Curriculums　for　the　United　Graduate　School　of　Agricultural　Sciences，Tottori　University

Class　Schedule
Depa戊ment

Sublects
1st 2nd 3rd

Credit Term
Required

^Elective

Academic

≠р魔撃唐盾

Remarks

CO市Pr6hcn．siveA留iCultural．．

rcienCβ．1　　　　　　　　　　　　．
．◎ 1

・Form．8r

Ebc酌e．
1．

Q1eCt鵬rs
in　Ja　anese

Com：preh巴nsive　AgriCultural．

r6i：ehCo匝．
◎ 1 Latter

Eb．ctive 121eCt鵬rS
in　En！ish

Advanced　Bioproduction　Science
h ◎ 1 Former Ebctive 3｜ectureres　from

@　each　course

every　2　years

奄氏@Japanese．

Advar〕ced　BioproduotiOn　Science
M ◎

1 Former Eleotlve 31ectureres　fわm

@　each　course

every　2　years

@in　English

Advanced　Bioenvironmental
rcience　I

◎
1 Former 目ective

31ec加reres什om
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every　2　years

奄氏@Japanese

⑩
一
〇
Φ
ヨ
コ
の
c
o
E
日
o
o

Advanced　Bioenvironmental
roienceI ◎

1 Former Electlve 31ectureres廿om
@　each　course

eve了y　2　years

@in　English

Advanced　Bioresources　Science
h ◎

1 Former 日ective
31ectureres　fbm

@　each　oourse

every　2　years

?iapanese

Advanced　Bioresources　Science
M ◎

1 Former Elective 31ectureres　fmm
@　each　course

every　2　years

@in　English

Advanced　G！obal　Arid　Land

roience正
◎ 1 Former Elective 31ectureres什om

@　each　course

every　2　years

奄氏@Japanese

Advanced　Global　Arid　Land
roience皿　　　　，

◎
1 Former 目eotive

31ectureres什om
@　each　coUrse

every　2　years

@in　English

Academic　Communication　of
rcience ◎

1 Latter Required Professor　Wom
@each　course

3－day－

唐モ?盾盾撃

t　Da｜sen

＝　丁ut。rial句r　Teachlng。nΦ

D9　　　Bioproduct｜on　Science�
� � ormer　or　

katter�
ective� 　　　　　．y盾普um剤O「　　　　　．supe（11SO「�

ち
8
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c
コ
露
§
�

dvanced　Research　onB
b垂窒盾р浮モ狽奄盾氏@Science�
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浮b唐浮垂?窒魔撃唐盾窒�

dvanced　Seminar　onB
奄盾垂窒盾р浮モ狽奄盾氏@Science�
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決
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o
●
　
o
o
さ
の
痒
田
�
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katter�

equired� our　m司or　ands
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ﾕsupervisors�
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　∫）Astudent　must　acquire　at　least∫2　cred比s　accumulated　by　required　suhjects（9　credits）and　elective　subjects（at　least　30red辻s）．

　2）The　common　sublects　scheduled　on　the　2nd　grade　named　as”Science　I”（in　Japanese）and”Science　l”Gn　English）are

　alternatively　held　e∨ery　2　year．　A‖of　them　are　lectured　in　every　August．　The　new　oomer　in　October　can　tak硲them　in　your窮rs土grade．

3）Each◎mark　of　the”Required／Elective”sublects　in　each　box　indicates　the　typical　choices　in　completing　12cred忙s　in　total．　Each

　student　shou｜d　consider　your　3－year－schedule　w忙h　your　m司or　supervisor　fbr　your　betヒer　convenience．



授業科目概要

【研究科共通科目】

○農学特論1【日本語】

　期　　別：前期（6月中旬）

○農学特論皿【英　語】

　期　　別：後期（11月中旬）

担当教員：6連合農学研究科の教員12名

履修年次：1年次以上

単位数：1単位（選択科目）

授業の目的と概要：農学における広汎な専門的知識の習得を目的とする。また、他の連大

　の学生と講義を共有させることにより、広い視野が持てるようにする。講義内容は、実

　施の1ヶ月前までに、文書・連大ホームページ等を用いて連絡する。

授業の形式：6連合農学研究科の構成大学から選出された教員により多地点制御遠隔講義

　システムを用いて、90分間の講義を12コマ実施し、それぞれ質疑応答を行う。

成績評価方法：講義への出席記録と、講義中に講師が課した課題についてのレポートの内

　容により評価する。8コマ分の講義にっいてレポートを提出すること。

○生物生産科学特論1

0生物生産科学特論兀

O生物環境科学特論I
O生物環境科学特論皿

O生物資源科学特論I
O生物資源科学特論江
○国際乾燥地科学特論1

0国際乾燥地科学特論皿

【日本語】

【英　語】

【日本語】

【英　語】

【日本語】

【英　語】

【日本語】

【英　語】

担当教員：各専攻教員3名

履修年次：2年次以上（10月入学生は1年次から受講可）

期　　別：前期（8月上旬）　隔年開講

単位数二1単位（選択科目）

授業の目的と概要：各分野に関する知識の幅を広げるとともに、より専門的な知識を習得

　させる。各構成大学の当該専攻の教員3名が各1回（135分）講義を行う。講義内容は、

　実施の1ヶ月前までに、文書・連大ホームページ等を用いて連絡する。

授業の形式：講義および質疑応答。本講義に先立ち、講師より事前に指示された基礎的知

　識を自習により修得しておくこと。

成績評価方法：講義中に講師が課した課題についてのレポートの内容を評価する。
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Syl labus

【Common　Subjects】

「

OComprehensive　Agricultural　Science　I　［In　Japanese］

　　Term：The　former　term　（middle　of　June）

OGomprehensive　Agricultural　SGienceI［　［In　English］

　　Terln：The　latter　terll1（middle　of　November）

．

Academic　advisor：Twelve　faculty　me皿bers　from　the　6　graduate　schools　of　agricultura1

　　　　コ
　　SClences

Acadelnic　year：1st　year　or　above

Credit：1　Credit　（Elective　subject）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

Ai皿and　outline：Twelve　faculty　members　from　the　6　graduate　schools　of　agricultural

　　sciences　give　lectures　on　advanced　agricultural　sciences　for　the　purpose　of

　　expanding　the　knowledge　of　agricultural　sciences．　It　isalso　expected　that　students

　　can　broaden　their　horizons　to　share　the　same　］ecture　with　students　of　the　other
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ

　　graduate　schools．　Titles　of　lectures　and　names　of　lecturers　are　opened　by　docu皿ent，

　　home　pages　of　the　United　Graduate　School　of　Agricultural　Sciences．

Lecture：Twelve　lectures　（each　90　minutes）　are　given　by　the　remote］ecture　system．

　　After　each　lecture，　short　discussion　is　opened　for　students．

Grading：The　record　of　the　attendance　to　each　lecture　and　the　report　on　the　subject

　　which　each　lecturer　i㎎｝oses　during　his　lecture　are　evaluated．

OAdvanced　Bioproduction　Science　I

OAdvanced　Bioproduction　ScienceI［

OAdvanced　Bioenvironmental　Science　I

OAdvanced　Bioenvironmental　Science．江

OAdvanced　Bioresources　SGience正

OAdvanced　BioresourGes　SGience　II

OAdvanGed　Global　Ar「id　Land　Science　I

OAdvanced　Global　Arid　Land　ScienGe皿

［ln　Japanese］

［ln　English］

［In　Japanese］

［ln　English］

［ln　Japanese］

［ln　English］

［In　．Japanese］

［ln．Eng日sh］

Academic　advisor：3．Lecturers　of　the　each　Course

Acadelnic　year：2nd　year　or　above　（1st　or　above　for　students　entered　October）

Term：The　for皿er　ter皿　（early　August）　every－2years

Credit：1　Credit　（Elective　subject）

Aim　and　Outline：Three　lecturers　of　the　each　Course　from　each　participating　university

　　give　a　lec七ure　（135　minutes）．　The　aim　of　this　lecture　is　to　expand　and　specialize

　　the　knowledge　of　each　science．

Lecture　：Lecture　and　short　discussion　on　each　topic．　The　detail　program　will　be

　　annouロced　until　early　July．
　　　　
Grading：The　contents　of　the　report　about　the　subject　which　the　lecturer　presented

　　during　the　lecture　are　evaluated．
．
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O科学コミュニケーション

　担当教員：外部からの特別講師，連大専任教員および各専攻教員（合計6名）

　履修年次：2年次以上

　期　　別1後期（10月中旬）

　単位数：1単位（必修科目）

　授業の目的と概要：3構成大学の2年次学生が、合宿形式で生活を共にしながら、構成大

　　学の教員、JIRCASの協力の下に、共通の講義を聴き、各学生による研究課題内容のプレ

　　ゼンテーション、ポスター発表、そして交流会を通じて、広い視野と研究発表・意識伝

　　達能力、表現能力、また他の学生の研究発表内容を聞き、質疑・応答することによりお

　　互いが議論できる能力を養うことによって、研究方法・論文作成、課題探索能力の向上、

　　創造性を養うことを目的とする。大山桝水原（中国・四国地区国立大学大山共同研修所）

　　で2泊3日の合宿形式で実施する。連合農学研究科についてのアンケート調査も行う。

　授業の形式：①特別講義【英語】②専攻別口頭発表　③ポスター発表　④学術論文の書き

　　方・博士論文のとりまとめ方　⑤アンケート回答である。②および③では履修者の研究

　　課題の進捗状況を発表し質疑応答に応じる、受動的・能動的授業の形式を取る。

　成績評価方法：3日間を通して，参加出席状況によって評価する。
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OAcademic　Gommunication　of　Science　（3－day－school　at　Daisen）

　Academic　advisor：Professor　from　each　course，　Dean　and　Vice　Dean　（6　皿embers）

　　Acadelnic　year；2nd　year　or　above

　　Term：The　latter　term　（middle　of　October）

　　Credit：　1　Credit　（Required　subject）

　Aim　and　outline：The　research．presentation　is　in　support　of　students’　abi］ity　to

　　express　the　conten七s　of　their　research　thesis　in　foriロ　of　oral　and　poster

　　presentations．　In　addition，　it　aims　to　support　mutual　understanding　among　students

　　on　presented　papers　through　question　and　answer　sessions．　The　presentation　is

　　regularly　executed　in　Daisen　Mas㎜izuhara（Chugoku　and　Shikoku　National　University

　　Daisen　Cooperative　Training　Institute）．　Sτudents　must　stay　in　the　training　camp　for

　　three　days．

Lecture　etc．：During　their　stay　at　the　training　camp，　each　student　attends　the　following
　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　エ

　　seSSlons・

　　①Special　lecture　by　an　invited　guest　speaker［ln　English］

　　②Oral　presentation　in　your　c・urse［ln　Japanese・r　English］

　　③Poster　presentati。n。f　y。ur　research

　　④Sh・rt　lecture　f・r　kn。w－how　on　writing　a　Ph．　D　Dessertati・n

　　⑤Questi。nnaires　to　the　Ph．　D　course　students

Details：Astudent　presents　the　progress　of　his／her　study　and　we　adopt　a　passive　and

　　active　class　form　depending　on　questions　and　answers　against　the　student’s

　　　　　　　　　　　ひ　　presentatlon．　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Grading：We　eva］」uate　each　student’　s　perfor皿ance　by　his／her　attendance　situation，

　　presentation，　poster　contents，　and　the　report　after　ending　the　seminar．
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【生物生産科学専攻科目】

○生物生産科学教育指導

　担当教員：主指導教員

　履修年次：3年次

　期　　別：前期又は後期

　単位数：1単位（選択科目）

　授業の目的と概要：主指導教員の演習（ゼミ）等の一部を分担することにより、教育者と

　　しての素養を身につける。演習（ゼミ）等を分担するにあたり主指導教員と事前に打合

　　せを行い、また終了後は講義内容改善のための方策を検討する。

　成績評価方法：演習（ゼミ）等の準備状況ならびに講義内容で総合的に評価する。

　備考：必ず主指導教員と事前に相談して履修してください。15時間以上実施すること。

○生物生産科学特別実験

　担当教員：主・副指導教員

　履修年次11年次・2年次
　期　　別：前期又は後期

　単位数：2単位（1単位×2年）（必修科目）

　授業の目的と概要：履修者の研究課題に関連する専門分野の知識を教授するとともに、実

　　験、調査、解析などの実践的な教育を行う。

　授業の形式：主指導教員と副指導教員がそれぞれ個別に担当する。

　成績評価方法：出席状況によって評価する。

O生物生産科学特別演習

　担当教員1主・副指導教員

　履修年次：1年次・2年次・3年次

　期　　別：通年

　単位数：6単位（2単位×3年）（必修科目）

　授業の目的と概要：履修者の研究課題と専攻分野の研究との相互関係を明確にする目的で

　　専攻分野の最新の知見について学術論文、専門の著書、学術資料などを利用して討論し、

　　研究課題の位置付けを明確にする。

　授業の形式：原則として主指導教員の指導のもとに第1副指導教員が開講する。

　成績評価方法：出席状況によって評価する。
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丁he　Gourse　of　Bioproduction　Science

OTutorial　for　Teaching　on　Bioproduction　Science

　　Academic　advisor：Your　Inajor　supervisor

　Academic　year：the　3rd　year

　　Term二The　former　or　latter　terr【l

　　Credit　：1　Credit　（Elective　subject）

　Ai皿and　outline：The　ailn　of　this　tutorial　is　to　provide　you　with　the　experience　in

　　　teaching　on　lectures　and　se皿inars　for　preparing　future　faculty．　You　can　take　partial

　　　charge　of　the　lecture　and　seminar　that　your　Inajor　supervisor　is　in　charge．　Your

　　　major　suPervisor　gives　you　time　for　preparation　of　your　lecture　contents　and

　　　thereafter　for　discussion　on　how　to　improve　your　lecture　contents．

　Grading：Agrade　is　evaluated　by　the　preparation　for　your　lecture　and　its　content．

　Remarks：You　can　take　this　tutorial　under　your　major　supervisor，　s　instruction．

　　　（More　than　15　hours　attendance　should　be　needed．）

OAdvanced　Research　on　Bioproduction　Science

　　Academic　advisor：Your　major－　and　sub－supervisor

　　Academic　year：the　lst　and　2nd　year

　　Term：The　forlner　or　latter　term

　　Credit：2　Credits　（1　Credit×2years）　（Required　subject）

　　Aim　and　outline：Students　can　expand　and　specialize　the　knowledge　on　the　fieldrelating

　　　to　their　research　theme　by　discussion　with　professor　and　h．is　advice　about　research

　　　can　assist　to　complete　their　Ph．　D　thesis．

　　Outline：Three　professors　discuss　and　decide　the　contents　of　this　lecture　considering

　　research　theme　of　student．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　Details：Discussion　with　each　professor．

　　Grading．：The　contents　of　t｝1e　report　about　the　subject　which　each　professor　presented

　　are　evaluated．

、

OAdvanced　Seminar　on　Bioproduction　Science

　　Academic　advisor：Your　major－and　sub－supervisor

　　Academic　year：throughout　the　course　　　　　　　，

　　Term：Year－round

　　Credit：6　Credits　（2　Credits×3years）　（Required　subject）

　Aim　and　outline：Professor　advices　research　on　the　experiments，　investigations，

　　　analysis　in　the　major　field．　Professor　keeps　teaching　Preparation　of　manuscripts

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　for　Ph．　D　thesis．

　　Grading：Agrade　is　evaluated　by　approach　attitude　and　study　data　for　manuscripts

　　　and　by　presentation　of　Ph．　D　thesis．

　Remarks：This　subゴect　is　a　major　element　for　advising　Ph．　D　thesis．　You　should　consult

　　　with　your　professor　from　lst　year　to　third　year．　Presentations　of　progress　report

　　　and　Ph．　D　are　conducted　besides　above　subject．

11
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【生物環境科学専攻科目】

O生物環境科学教育指導

　担当教員：主指導教員

　履修年次：3年次

　期　　別：前期又は後期　　　　　　　　　　　　　　　’

　単位数：1単位（選択科目）

授業の目的と概要：主指導教員の演習（ゼミ）等の一部を分担することにより、教育者と

　　しての素養を身にっける。演習（ゼミ）等を分担するにあたり主指導教員と事前に打合

　　せを行い、また終了後は講義内容改善のための方策を検討する。

　成績評価方法：演習（ゼミ）等の準備状況ならびに講義内容で総合的に評価する。

　備考：必ず主指導教員と事前に相談して履修してください。15時間以上実施すること。

O生物環境科学特別実験

　担当教員：主・副指導教員

　履修年次11年次・2年次

　期　　別1前期又は後期

　単位数：2単位（1単位×2年）（必修科目）

授業の目的と概要：履修者の研究課題に関連する専門分野の知識を教授するとともに、実

　　験、調査、解析などの実践的な教育を行う。

　授業の形式：主指導教員と副指導教員がそれぞれ個別に担当する。

　成績評価方法：出席状況によって評価する。

○生物環境科学特別演習

　担当教員：主・副指導教員

　履修年次：1年次・2年次・3年次

　期　　別：通年

　単位数：6単位（2単位×3年）（必修科目）

　授業の目的と概要：履修者の研究課題と専攻分野の研究との相互関係を明確にする目的で

　　専攻分野の最新の知見について学術論文、専門の著書、学術資料などを利用して討論し、

　　研究課題の位置付けを明確にする。

授業の形式：原則として主指導教員の指導のもとに第1副指導教員が開講する。

　成績評価方法：出席状況によって評価する。
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【The　Course　of　Bioenvironmental　Science】

OTutorial　for　Teaching　on　Bioenvironmental　Science

　Academic　advisor：Your　major　supervisor

　Academic　year：the　3rd　year

　Term：The　former　or　latter　ter皿

　Credit：1　Credit　（Elective　subject）

　Aim　and　outline：The　aim　of　this　tutorial　is　to　provide　you　with　the　experience　in

　　　teaching　on　lectures　and　seminars　for　preparing　future　faculty．　You　can　take　partial

　　　charge　of　the　lecture　and　seminar　that　your　major　supervisor　is　in　charge．　Your

　　　major　supervisor　gives　you　time　for．preparation　of　your　！ecture　contents　and

　　　thereafter　for　discussion　on　how　to　improve　your　lecture　contents．

　Grading：Agrade　is　evaluated　by　the　preparation　for　your　lecture　and　its　content．

　Remarks：You　can　take　this　tutorial　under　your　major　supervisor’　s　instruction．

　　　（More　than　15　hours　attendance　should　be　needed．）

OAdvanced　Research　on　Bioenvironmental　Science

　　Acade皿ic　advisor：Your　major－　and　stlb－supervisor

　Acade皿ic　year：the　lst　and　2nd　year

　Term：The　former　or　latter　term

　Credit：2　Credits　（1　Credit×2years）　（Required　subject）

　Aim　and　outline：Students　can　expand　and　specialize　the　knowledge　on　the　fieldrelating

　　to　their　research　theme　by　discussion　with　professor　and　his　advice　about　research

　　can　assist　to　complete　their　Ph．　D　thesis．

　　Out］ine：Three　professors　discuss　and　decide　the　contents　of　this　lecture　considering

　　research　theme　of　student．

　Details：Discussion　with　each　professor．

　Grading：The　contents　of　the　report　abou七the　subject　which　each　professor　presented

　　are　evaluated．

（）Advanced　Seminar　on　Bioenvironmental　Science

　　Academic　advisor：Your　major－　and　sub－supervisor

　　Academic　year：throughout　the　course

　　Te釦m：Year－round

　　Credit：6　Credits　（2　Credits×3years）　（Required　subject）

　Ai皿arld　outline：Professor　advices　research　on　the　experiments，　investigations，

　　　analysis　in　the　rnajor　field．　Professor　keeps　teaching　preparation　of孤anuscripts

　　　for　Ph．　D　thesis．

　　Grading：Agrade　is　evaluated　by　approach　attitude　and　study　data　for　manuscripts

　　　and　by　presentation　of　Ph．　D　thesis．

　Re皿arks：This　subject　is　a　major　element　for　advising　Ph．　D　thesis．　You　shou］d　consult

　　　with　your　professor　from　lst　year　to　third　year．　Presentations　of　progress　report

　　　and　Ph．　D　are　conducted　besides　above　subject．
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【生物資源科学専攻科目】

○生物資源科学教育指導

　担当教員：主指導教員

　履修年次：3年次

　期　　別：前期又は後期

　単位数：1単位（選択科目）

　授業の目的と概要：主指導教員の演習（ゼミ）等の一部を分担することにより、教育者と

　　しての素養を身につける。演習（ゼミ）等を分担するにあたり主指導教員と事前に打合

　　せを行い、また終了後は講義内容改善のための方策を検討する。

　成績評価方法：演習（ゼミ）等の準備状況ならびに講義内容で総合的に評価する。

　備考：必ず主指導教員と事前に相談して履修してください。15時間以上実施すること。

○生物資源科学特別実験

　担当教員：主・副指導教員

　履修年次：1年次・2年次

　期　　別：前期又は後期

　単位数：2単位（1単位×2年）（必修科目）

授業の目的と概要：履修者の研究課題に関連する専門分野の知識を教授するとともに、実

　　験、調査、解析などの実践的な教育を行う。

　授業の形式：主指導教員と副指導教員がそれぞれ個別に担当する。

　成績評価方法：出席状況によって評価する。

O生物資源科学特別演習

　履修年次：1年次・2年次・3年次

　期　　別：通年

　単位数：6単位（2単位×3年）（必修科目）’

　授業の目的と概要：履修者の研究課題と専攻分野の研究との相互関係を明確にする目的で

　　専攻分野の最新の知見について学術論文、専門の著書、学術資料などを利用して討論し、

　　研究課題の位置付けを明確にする。

　授業の形式：原則として主指導教員の指導のもとに第1副指導教員が開講する。

　成績評価方法：出席状況によって評価する。
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【The　Gourse　of　Bioresources　Science】

OTutor　ial　for　Teaching　on　Bioresources　SGience

　　Academic　advisor：Your皿ajor　supervisor
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　Academic　year：the　3rd　year

　　Term：The　former　or　latter　term

　　Credit：1　Credit　（Elective　subject）

　Aim　and　outline：The　ai皿of　this　tutorial　is　to　prQvide　you　with　the　experiencb　in

　　　　teaching　on　lectures　and　seminars　for　preparing　future　faculty．　You　can　take　partial

　　　charge　of　the　lecture　and　seminar　that　your　major　supervisor　is　in　charge．　Your

　　　major　suPerv．isor　gives　you　time　for　preparation　of　your　lecture　contents　and

　　　thereafter　for　discussion　on　how　to　improve　your　lecture　contents．

　Grading：Agrade　is　evaluated　by　the　prθparation　for　your　lecture　and　its　content．

　Remarks：You　can　take　this　tutoriaユ　under　your　major　supervisor’　s　instruction．

　　　（More　than　15　hours　attendance　should　be　needed．）

OAdvanGed　Research　on　Bioresources　ScienGe

　Acade皿ic　advisor：Your　major－　and　sub－supervisor

　Acade皿ic　year：the　lst　and　2nd　year

　Term：The　former　or　latter　term　　‘

　Credit　：2　Credits　（1　Credit×2yθars）　（Required　subject）

　Aim　and　outline：Students　can　expand　and　specialize　the　knowledge　on　the　fieldreユating

　　to　their　research　theme　by　discussion　with　professor　and　his　advice　about　research

　　can　assist　to　complete　their　Ph、　D　thesis、

　Outline：Threeprofessors　discuss　and　decide　the　contents　of　this　lecture　considering

　　research　theme　of　student．

　Details：Discussion　with　each　professor．

　Grading：The　contents　of　the　report　about　the　subject　which　each　professor　presented

　　are　evaluated．

OAdvanced　Seminar　on　BioresourGes　Science

　Academic　advisor：Your皿ajor－　and　sub－supervisor

　Acadelnic　year：throughout　the　course　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　Term：Year－round

　　Credit：6　Credits　（2　Credits×3years）　（Required　subject）

　Ailn　and　outline：Professor　advices　research　on　the　experi皿ents，　investigations，

　　　analysis　in　the　Inajor　field．　Professor　keeps　teaching　Preparation　of　Inanuscripts

　　　for　Ph．　D　thesis．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　Grading：Agrade　is　evaluated　by　approach　attitude　and　study　data　for　rnanuscripts

　　　and　by　presentation　of　Ph．　D　thesis．

　Remarks：This　subject　is　a　major　element　for　advising　Ph．　D　thesis．　YOu　should　consult

　　　with　your　professor　fro皿1st　year　to　third　year．　Presentations　of　progress　report

　　　and　Ph．　D　are　conducted　besides　above　subject．
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【国際乾燥地科学専攻科目】

○国際乾燥地科学教育指導

　担当教員：主指導教員

　履修年次：3年次

　期　　別：前期又は後期

　単位数：1単位（選択科目）

　授業の目的と概要：主指導教員の演習（ゼミ）等の一部を分担することにより、教育者と

　　しての素養を身につける。演習（ゼミ）等を分担するにあたり主指導教員と事前に打合

　　せを行い、また終了後は講義内容改善のための方策を検討する。

　成績評価方法：演習（ゼミ）等の準備状況ならびに講義内容で総合的に評価する。

　備考：必ず主指導教員と事前に相談して履修してください。15時間以上実施すること。

○海　外　実　習

　担当教員：主・副指導教員

　履修年次12年次以上

　期　　別：前期又は後期

　単位数：1単位（選択科目）

　授業の目的と概要：調査研究によって砂漠化の実態を認識させる。また、研修や国際会議

　　等をとおして、海外の当該分野の研究者と交流させるとともに、国際的な感覚を養わせ

　　る。主指導教員と副指導教員及び学生が協議して，実習計画を立てる。

　成績評価方法：指導教員が同行する場合は、調査研究への取り組み態度、研修の受講態度、

　　国際会議等での対応を評価する。指導教員が同行しない場合は、調査研究の結果、研修

　　機関における受講評価、国際会議等への発表論文の内容を評価する。

　履修上の注意事項：費用の負担や安全対策等について、事前に、主指導教員及び副指導教

　　員と十分に協議する必要がある。なお、実質的な時間が45時間に達すれば、1単位とす

　　る。

○国際乾燥地科学特別実験

　担当教員：主・副指導教員

　履修年次：1年次・2年次

　期　　別：前期又は後期

　単位数：2単位（1単位×2年）（必修科目）

　授業の目的と概要：履修者の研究課題に関連する専門分野の知識を教授するとともに、実

　　験、調査、解析などの実践的な教育を行う。

　授業の形式：主指導教員と副指導教員がそれぞれ個別に担当する。

　成績評価方法：出席状況によって評価する。

O国際乾燥地科学特別演習

　履修年次：1年次・2年次・3年次　　　　　　　＼

　期　　別：通年

　単位数：6単位（2単位×3年）（必修科目）

　授業の目的と概要：履修者の研究課題と専攻分野の研究との相互関係を明確にする目的で

　　専攻分野の最新の知見について学術論文、専門の著書、学術資料などを利用して討論し、

　　研究課題の位置付けを明確にする。

　授業の形式：原則として主指導教員の指導のもとに第1副指導教員が開講する。

　成績評価方法：出席状況によって評価する。
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、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【The　Course．of　610bal　Ar　id　Land　Science】

OTutorial　for　Teaching　on　Global　Arid　Land　SGience

　　Academic　advisor：Your　major　supervisor

　　Academic　year：the　3rd．　year

　　Term：The　former　or　latter　term

　　Credit：1　Credit　（Elective　subject）

　　Aim　and　outline：The　aim　of　this　tutorial　is　to　provide　you　with　the　experience　in　teaching　on　lectures

　　　　and　seminars　for　preparing　future　fabulty．　You　can　take　partial　charge　of　the　lecture　and　se皿1nar

　　　　that　your　major　supe玄visor　is．in　charge．　Your　major　supervisor　gives　you　time　for　preparation　of

　　　　your　lecture　contents　and　thereafter　for　discussion　on　how　to　improve　your　lecture　contents．

　　Grading：A　grade　is　evaluated　by　the　preparation　for　your　lecture　and　its　content．

　　Relnarks：You　can　take　this　tuto士ial　under　your　匝ajor　supervisor，　s　instruction，

　　　（More　than　15　hours　attendance　should　be　needed．）

00verseas　activities　on　Global　Arid　Land　ScienGe

　　Academic　advisor：Your皿ajor－and　sub－supervisor

　　Academic　year：the　2nd　year　or　above

　　Term：The　former　or　latter　term

　　Credit：1　Credit　（Elective　subject）

　　Ai皿and　outline：Students　can　expand　and　specialize　the　knowledge　on　the　fieldrelating　to　their　research

　　　theme　by　making　your　activities　abroad　to　obtain　an　interrlational　experience　through　the　experiment

　　　in　developing　countries　or　attenting　the　international　conference　or　workshop　etc．

　　Details：Discussion　with　your　major－and　sub－supervisoL

　　Grading：The　report　about　the　subject　which　you　have　experienced　are　evaluated．

　　　（More　than　45　hours　experience　should　be　needed　to　get　the　credit，）

OAdvanGed　Research　on　Globa［　Ar　i　d　Land　SGience

　　Academic　advisor：Your　major－　and　sub－supervisor

　　Academic　year：the　lst　and　2nd　year

　　Term；The　former　or　latter　term

　　Credit：2　Credits　（1　Credit×2years）　（Required　subject）

　　Ai皿and　outline：Students　can　expand　and　specialize　the　knowledge　on　the　fieldrelating　to　their　research

　　　theme　by　discussion　with　professor　and　his　advice　about　research　can　assist　to　complete　their　Ph．　D

　　　thesis．

　　Outline：Three　professors　discuss　and　decide　the　contents　of　this　lecture　considering　researCh　theme

　　　of　student．

　Details：Discussion　with　each　professor．

　　Grading：The　contents　of　the　report　about　the　subject　which　each　professor　presented　are　evaluated．

OAdvanced　Seminar　on　Global　Arid　Land　Science

　Academic　advisor：Your　major－　and　sub－supervisor

　Academic　year：throughout　the　course

　Term：Year－round

　Credit：6　Credits　（2　Cre（三its×3years）　（Required　subject）

　　Ai凪and　outline：Professor　advices　research　on　the　experiments，　investigations，　analysis　in　the　major

　　　　field．　Professor　keeps　teaching　preparation　of　manuscripts　for　Ph．　D　thesis．

　　Grading：Agrade　is　evaluated　by　approach　attitude　and　study　data　for　manuscripts　and　by　presentation

　　　　of　Ph．　D　thesis．

　　Re皿arks：．This　subject　is　a　major　element　for　advising　Ph．　D七hesis．　You　should　consult　with　your　professor

　　　　fro皿　1st　year　to　third　year．　Presentations　of　progress　report　and　Ph．　D　are　conducted　besides　above

　　　　subject．

．
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成績評価ガイドライン

鳥取連大では、学生の成績評価について、以下のようなガイドラインを定めています。

成績判定は、「A」「B」「C」「D」「F」の5段階で行われ、合格は「A」「B」「C」「D」

の判定で単位が認定されます。「F」と判定された場合は認定されません。

1．講義については、一部（教育研究指導、特別実験、特別演習）を除き、ペーパー試験あ

　　るいはレポート課題のいずれかで評価します。

2．ペーパー試験の場合、その評価点数と5段階評価の関係は以下のとおりです。

A：90点以上　　B。89～80点　　C　79～70点　　D・69～60点
Fl59点以下

3．レポート課題の場合、5段階評価は概ね以下の基準によります。

　　A：教員が求めるレポート課題に十分に答える内容であり、かつ、教員がレポートに求

　　　　める内容以上に、与えた課題から派生するすぐれた理論展開や新たな知見の記述が

　　　　見出せること。

　　B：教員が求めるレポート課題に十分に答える内容であること。

　　Cl教員が求めるレポート課題にほぼ十分に答える内容であるか、もしくは十分に答え

　　　　る内容ではないがレポートの作成に一定程度の努力が認められること。

　　D：教員が求めるレポート課題に十分に答える内容にはなっていないが、的確な回答が

　　　　レポートに含まれていること。

　　F：教員が求めるレポート課題に的確に答える内容にまったくなっていないこと。

4．ペーパー試験、レポート課題以外の評価（受講の態度、講義への参加度など）は教員の

　判断で加点要素として採用されます。ただし、Aについては上記2および3の基準を満
　　たす場合のみ与えられます。

5．教育研究指導、特別実験、特別演習については、主指導教員、副指導教員が、学生の研

　究力量、教育力量の強化を図る実地指導であるため、評価は各教員の判断にゆだねられ
　　ます。
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■取大学大学院連合農学研究科履修規程

（趣旨）

第1条鳥取大学大学院連合農学研究科における授業科目の履修については、鳥取大学大学

　　　院学則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。　　　〉

（教育課程）

第2条各専攻の教育課程は、別表のとおりとする。

（指導教員）

第3条連合農学研究科長（以下「研究科長」という。）は、入学した学生にそれぞれ主指導

　　　教員及び副指導教員を定める。

　2　主指導教員は、授業科目の履修、学位論文の作成等に関し指導助言を行う。

　3　副指導教員は、教員2人とする。

（履修方法）

第4条学生は、「科学コミュニケーション」と専攻の「特別実験」及び「特別演習」を必修

　　　　とし、合計12単位以上を履修しなければならない。ただし、他の専攻に開設してあ

　　　る「教育指導」は履修ずる’ことができない。

（履修科目の届出）

第5条学生は、履修しようとする授業科目を、毎学年始めの月の月末までに、主指導教員

　　　の指導により履修計画届に必要事項を記入の上、研究科長に届出なければならない。

（単位の認定）

第6条授業科目の単位の認定については、別に定める。

　附　則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。
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鳥取大学大学院連合農学研究科単位認定規程

〔平成20年2月15目連合農学研究科規則第3号〕

第1条　授業科目の単位認定の基礎となる1単位当たりの授業時間数は、鳥取大学単位認定

規則（平成5年鳥取大学規則第2号）による。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

第2条単位の認定は、履修した授業科目について筆記試験、論文、報告書等によって行う。

第3条単位の認定は、100点満点で採点して60点以上をもって合格とする。

　2　成績は、A、　B、　C、　D、　Fをもって表す。　Aは90点以上、　Bは80点～89点、

　　　Cは70点～79点、Dは60点～69点、　Fは59点以下とする。
　3　科学コミュニケーション、教育指導、特別実験、特別演習、海外実習は、合否で判定

　　　し、S、　Fをもって表す。　Sは合、　Fは否とする。

第4条　定期試験を実施する場合は、原則として毎学期の終わりに実施する。

第5条病気その他特別の事情により前条の定期試験を受けられなかった者は、追試験を受

　　　けることができる。

　2　追試験を受けようとする者は、当該試験終了後にできるだけ速やかに追試験願を当該

　　　授業科目担当教員の承認を得て、研究科長に提出しなければならない。

　3　追試験を受けた者については、当該授業科目担当教員から成績が提出された時をもっ

　　　て単位の認定が行われたものとする。

　附　則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。
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鳥取大学大学院連合農学研究科学位論文提出の手引（課程博士）

1．提出資格

　①本研究科に3年以上在学し、12単位以上を修得し，かっ，必要な研究指導を受けた者。

　②本研究科に2年以上在学し、12単位以上を修得し，かっ，必要な研究指導を受け、特

　　に優れた研究業績をあげ主指導教員が推薦した者。

　③上記①、②のほか、学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文（共著論文の場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　合は、申請者が筆頭著者であること。）を2編以上有する必要がある。

2．提出時期

　①標準修業年限内に学位を取得しようとする者

　　　最終年次の12月中旬（後期入学者は6月中旬）までに提出すること。

　②標準修業年限を超えて在学する者

　　　随時提出することができる。ただし、学位が授与されるのは、毎年2回、9月と3月

　　　（学位記授与式の日）である。

3．提出書類等

　①学位申請書（別紙様式第1号の1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部

　②論文目録（別紙様式第2号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8部

　③学位論文（和文又は英文）　　　　　　　　　　　正1部、副（コピーで可）7部

　④学位論文要旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1部及び電子ファイル

　　（別紙様式第3号：和文の場合は2，000字程度、英文の場合は1，200語程度で記載し、

　　A4版2枚以内におさめること。また、電子ファイルはWord形式とする。）

⑤学位論文の基礎となる学会誌等に発表された学術論文及び参考論文

⑥成績証明書（連合農学研究科で作成するので添付の必要なし）

⑦履歴書（別紙様式第5号）

⑧学位論文の基礎となる学術論文が未発表の場合は、印刷公表することを

予約した学会発行の掲載承諾書又は出版契約書

⑨学術論文が共著の場合は、申請者の研究範囲を明記した共著論文研究要旨

　及び共著者の承諾書（様式第1，2号）

各　8部

　　1部

　　8部

1部

8部、承諾書は1部

（注意事項）：別紙様式はすべてワープロ等で作成し、印刷したものでよい。

4．提出方法

　　（1）鳥取大学農学部連大学務係に直接持参し提出するか、又は郵送により提出すること。

　　（2）論文を提出するときは、必ず主指導教員の承認を得ておくこと。
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5．学位論文、学位論文要旨、学位論文の基礎となる学術論文及び参考論文の作成要領

　　（1）学位論文

　　　①A－4判洋白紙に左横書きで印刷（タイプ又はワープロ）したものが望ましいが、

　　　　手書きによる場合は、A－4判400字詰原稿用紙に左横書きで黒又は青インクを用

　　　　い、楷書体で記入すること。

　　　②最初の申請時は仮製本でよい。審査に合格した後に、本製本したものを学位記授与

　　　　式の1週間前までに5部提出する。本製本の体裁は次の様式とする。1
　　　　‘　　　　　　表紙の色：　指定なし

　　　　　　寸　　法：　縦30cm，横21cm　　（A4版）

　　　　　　文　　字：　黒文字

　　　③論文が和文の場合には、表紙に和文題目と共に英文題目を、また、英文の場合には、

　　　　表紙に英文題目と共に和文題目をカッコ書きで記入すること。

　　　④表紙には氏名及び審査に合格した後に本製本として提出する年（西暦）を記入する

　　　　こと。

　　　⑤論文の最後に和文・英文両方の摘要をっけること。

　　　⑥学位論文の基礎となる学会誌公表論文のリストを巻末に付すこと。この場合、学会

　　　　誌公表論文が学位論文のどの部分（第何章）かを明記すること。

　　　⑦写真はプリントしたもの又はカラーコピーを用いる。

論文題目

氏　　名

○○○○○○

k○○○○〕

宦@○　○

@○○∞

論文題目が英文の場合は、和訳を

付けること。　　　　　　　　．

西暦年（アラビア数字）

200X（学位が授与される年を

印刷すること）

＊　学位論文を本　本する際の表紙は上記のとおりにしてください。

（2）学位論文要旨

　①本研究科所定の様式により印刷（タイプ又はワープロ）したもの。

　②図表、化学記号等を用いる場合は、明瞭に印刷又は複写すること。

　③電子ファイルは必ずWord形式で作成すること。

（3）学位論文の基礎となる学術論文及び参考論文

　①学位論文の基礎となる学術論文は、一冊にまとめて左綴じに仮綴じし、表紙に「学

　術論文」と明記の上、氏名を記入する。

　　　＊学術論文は、申請者が鳥取大学大学院連合農学研究科に入学後に、博士論文

　　　　のテーマに関連して学会誌に発表した論文で、原則として申請者がその論文の

　　　　筆頭著者となっているもの。
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　　＊上記の学術論文は印刷公表したもの又は印刷予定のものとし、印刷予定の場

　　　合は印刷公表することを予定した掲載証明書又は出版契約書を添付する。（印

　　　刷予定のものは、印刷公表後別刷3部を鳥取大学農学部連合大学院へ提出す

　　　る）

②上記の学術論文のうち共著のものにっいては、申請者が共同研究において主たる役

割を努め、かつ共著者が過去において、いずれの大学に対しても学位論文として

　申請をしていないものとする。また、申請のときに次の書類を同時に提出しなけれ

　ばならない。

　　　　　1．申請者の研究範囲を明記した共著論文研究要旨（様式第1号）

　　　　2．共著者の承認書（様式第2号）

③参考論文を提出する必要がある場合は、一冊にまとめて左綴じに仮綴じし、表紙に

　「参考論文」と明記の上、氏名を記入する。

6．審査

　　審査は、原則として主査（主指導教員）が所属する構成大学で、学位論文の内容にっい

　　て公開の発表により行う。試験日時、場所等は別に通知する。

＊　　学位論文提出については、必ず主指導教員と連絡をとり、指導を受けること。
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The　United　Graduate　School　ofAgricultural　Sciences，　Tottori　Univeτsity
　　　　　　　　　　　　Guide　fbr　submittmg　a　Doctor垣thesis（Course　DoctoraD

1
Requ丘ements　fbr　8ubmitting　a　thesis

（1）Students　who　have　studied　fbr　three　years　or　over血．　UGSAS　under　tUition丑）r　the　doctor‘s

　　program　a耳d　ge七more七han　12　credits．

（2）Students　Who　have　studied．more　than　2years　and　achieve　very　high　standards　in　thehご

　　research　activities，　and　are　recommended　by　their　major　supervisors．

（3）Students　who　in七end　to　submi七their　Doctoral　Thesis　should　have　two　or　more

　　papers　pubhshed血1’Journals”issued　by　the　profbssional　Societies．　Johlt

　　authorship　is　pemlitted：in　this　case，　the　student　must　be　the　first　authoL

H　　Sul）mission　period

（1）students　who　in七end．to　obtain　a　Doctor’s　Degree　within　the　years．　required　lbr　completing．

　the丘course　of　S七udy（3　years）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　App五cants　should　submit七hehご七hesis　belbre　the　middle　of　December丘）r　Ap五1
　　　　　admission（the　middle　ofJune　Ibr　October　admission）of七he　third　year　of　UGSAS．

（2）students　who　are　studying　over　three　years

　　　　　Apphcations　call　be　sub皿itted　at　any　time，　and　doc七〇ral　degrees　are　confbrred七wice　a　yeaち

　　　　　i且September　and　March．

皿　Documents　to　submit

（1）A卯hcatioll　fbr　doctoral　degree（Forln　No．1・1）

（2）List　ofpubHcations（Form　No．2）

（3）Doctoral　thesis（m　Japanese　or　in　EngHsh）

（4）Sum皿ary　of　doctoral　thesis

　　（Form　No．3：About　2，000　characters　m　Japanese　or

　　about　1，200　words　in　English．

　　Elec七ronic丘le　should　be　an　MS・DOS　text五1e　or　Word　fae．）

（5）Aエticles　related　to　the　doctoral七hesis　pubhshed　in　academic

　　journals，　and　other　articles　that　serve　as　refbrences．

（6）Certificate　of　semmar　attendance（Prepared　by　UGSAS）

（7）Cuniculum　vitae（Form　No．5）

（8）If　papers　related　to　the　thesis　have　not　yet　l）een　pub五shed，

　　Submi七〇f丘cial　letters　confirmil1ぎthat　the　articles　wil　be

　　pubhshed　or　the　pul）1isher’s　contract．

（9）If　papers　related　to　the　thesis　have　co・authors，　summaries

　　of　the　research　reported　in　the　co・authored　articles，　clearly

　　indicathlg　the　part　and　extent　undertaken・by　the　apphcant，

　　and　letters　of　consent＆om　co・authors　must　be　submit七ed

　　　（Forms　No．1and　2）

1copy
8copies

loriginal　and　7　copies

lcopy　and　electronic　fae

8copies　each

1copy
8copies

lcopy　each

8copies　each
lcopy　each　of

letter　ofconsent

（Notes）

1．All丘）rms　should　be　typed　and　prmted．

IV　Submission　procedures

（1）All　documents　should　be　submitted　in　Person　or　by　mail　to　the　Educationa1雄ah！s　O伍ce　of

　　the　United　Graduate　School　ofAgricultural　Sciences，　Tb七七〇ri　University

（2）Students　intending　to　submit　thesis　must　consult　with　and　obtain　the　per皿ission　of　the

　　majOr　SuperviSer丘rS七．
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VGuideh血es　fbr　doctoral　thesis，　Su皿ma巧r　of　doctoral　thesis，　and　related　ana　refbrence　papers

（1）Doctoralちhes姪

A

①The　thesis　should　be　p血七ed　on　A4　size　white　papeエAtyped　version　is　pre』red，　but

　　handwritten　veτsions　are　acceptal）le．（lf　handwritten　in　Japanese，　use　blue　or　black　j血k　on

　　400・character　per　page　papeち．writhlg　horizontaUy　in　regular　script．）

②“mpora主y　binding　is　acceptable　ibr　the　thesis　when血st　submitted．雄er　pass垣g　the

　　examination，　five　hardcover・bound　copies　of　the　thesis　mus七be　sub皿it七ed　at　least　one　week

　　befbre　the　doc七〇ral　degree　confer皿ent　ceremolW．　The　haTdcoveエ・bound七hesi■shouM　mee七the

　　Ibllowing　requhごements．

　　　　　　Color　of　coyer：　　　not　specif］ed

　　　　　　Size：　　　　　　　　30cm（10ng）×21c皿（wide）（s七andardA4　size　pape∂

　　　　　Font　color：　　　　　Black

③lf七he　thesis　is　wri七ten　in　Japanese，　the　Japanese　title　on　the丘ont　cover　should　be　fblowed　by

　　an　EIlglish　title　in　paエentheses．　If　the　thesis　is　written　in　Eng五sh，　the　Enghsh　title　on　the

　　宜ont　cover　shollld　be丘〕110wed　by　a　Japanese　title　in　parentheses．

④The　cover　must　also　have　the　nalne　of　the　author　ahd七he　year　of　the丘nal　submissk｝n　of　the

　　thesis（i．e．，　submission　of　hardcovef・bound　copy　after　passmg七he　examination）、

⑤Eng五sh　and　Japanese　summaries　should　be　provided　on　the　last　page　ofthe　thesis．

⑰he　Ust　of　papers　published　related　to　the　thesis　should　be　appended．　Clearly　indicate　the

　　section　of　the　thesis（which　chapter）that　relates　to　the　pubhshed　articles．

⑦Photographs　should　be　reproduced量n　color　in　all　copies　of七he　bound　thesis．

Title　of
Thesis

Name

○
○
　
　
　
○
○

○○○○○○

k○○○○〕

宦@○　○

@○○OO

If　the　title　iS　in　English，　provide

aJapanese　translation．

Year｛in　Arabicnumerals）
20fx（year　in　which　doctoral　degree

will　be　co耐erred）’

★Please　ensure　tha七the　fmnt　cover　of　the　hardcoverbound　co of　our　thesis　is　in　the負）rmat

shown　above．

（2）Summaヱy　ofthesお

①The　summary　should　be　p血ted　on　the｛brm　provided　by　the　Un氏ed　Graduate　School　of

　　Agricu1七ural　Sciences．

②Figures　or　chemical　symbols　should　be　clear】y　printed　or　copied．

③Aseparate　summary　should　be　prepared　in　an　electronic丘1e（MS・DOS　text　or　Word　fbr皿aO．

（3）Paper8　related　to　thes鎗

①Rep血ts　of　papers　rela七ed　to七he　thesis　should　be　bOund　together　at　the　left　side　with　a　cover

　　shee七1abeled　wit力七he　name　of血e　apPhcant　and七he　title，“Acade皿ic　pdblication〆’．

　★Related　papers　are　pubHcations　in　academic　journals　that　are　related　to　the七heme．of　the

　　　thesis　and　they　should　be　accepted　after　the　appHcants’elltrance　of　UGSAS．　In　princlple，　the

　　　candidate　should　be　the丘rst　au七hor　ofthese　pul）五cations．
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★The　related　papers　should　already　have　been　pul〕hshed，　or　should　have　been　accepted　fbr

publication．　Eor　a汁icles　not　yet　published，　of丘cial　letters　confir皿i皿g　tha七七he　articles　wj丑be

pubhshed　or　a　pul）五sher’s　contract　should　be　attached．（For　articles　not　yet　pubhshed，　three

rep亘nts　of　each　article　should　be　submitted　to　the　United　Gradua七e．Schoo1・of　Agricultural

　Sciences　after　pub五cation．）

②For　related　papers　pubhshed　with　co・authors，　the　app五cant　must　have　had　a　major　roie　in　the

　　research，　and　the　publications　must　not　have　previously　beeエ1　submitted　to　any　unive主sity　fbエ

　　the　pulposes　of　ol〕taining　an　academic　degree　by　any　of　the　co・authors．　In　the　case　of

　　co・au七hored　papers，七he丘）lowing　documents　must　also　be　submit七ed：

　　　　　1．Summaries　of　the　research　reported　in　the　co・authored　ar七icles，　clear］y　spec晦ing七he

　　　　　　　part　and　extent　undertaken　by　the　applicant（Form　No．1）

　　　　　2工etter（s）of　consen七丘om七he　co・authors（Form　No．2）

③When　re飴rence　papers　are　necessary　as　supPor七ing　documents　to　the　thesis，　reprints　of　these

　　papers　should　be　bound　together　at　the　lef㌃side　wi七h　a　cover　sheet　labeled　with　the　name　of

　　the　candidate　and七he　ti七le，‘‘Refbrence　papers”．

VI　Exalnination

ρ

In　princlple，　the　examination　should　be　an　open　oral　examination　rela七ed　to　the　content　of　the

thesis，　held　at　the　participating　university　to　which　major　supervisor　is　af丘1iated．

Candidates　wi皿be　i皿丘）rmed　individually　of七he　date　and　time　of七he　examinati叫．
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　　　　　　　　　　　　　　　担　当　窓　ロ

Windows　inthe　Administration　Bureau　for　Acquiring　Gertificates　and　for　Submitting　Documents

鳥取大学配属学生：Students　at　Tottori　University

【証明書発行】　Gertificate

　O在学証明書　　　Certificate　of　Enrollment

　　修了見込証明書　Certificate　of　Graduation　Expectati。n

　　　　学生部教育支援課証明書発行窓口　　　宕0857－31－5574

　　　　Education　Support　Division，　Student　Affairs　Department

　O成績証明書　　　Academic　Rec。rd

　　　　　農学部連大学務係　　　ao857－31－5446

　　　　　Academic　Affairs　Section　of　the　United　Graduate　Schooユ　of　Agricultural　Sciences

　O学割証明書　　　Certificate　f。r　student’sdiscount

　　　　　学生部生活支援課学生支援係　　　ao857－31－5058

　　　　Student　Welfare　Planning　Section，　Student　SupPort　Division，

　　　　Student　Affairs　Department

　O国費奨学金受給証明書　Certificate　of　Scholarship

　　　　国際交流課学生交流係　　　80857－31－5056

　　　　Student　Exchange　Section，　International　Exchange　Division

【各種届出】　Others

O住所変更届　　　Change　of　Address　Notificati。n

O旅行届（私用による海外渡航）

　Travel　Notification　　（domestic　or　overseas　trave1）

○海外渡航届・海外安全対策届（授業・研究活動・課外活動等による海外渡航）

　Report　of　Overseas　Trave1・Report　on　Oversea　Security　Measures

　　（Study／Research／Extracurricular　Activity　etc）

○休学願・退学願　Applica七i。n　for　absent　and　leave　schoo1

　　　　農学部連大学務係　　　ao857－31－5446

　　　　Academic　Affairs　Section　of　the　United　Graduate　School　of　Agricultural　Sciences

島根大学・山ロ大学配属学生：鳥取大学の各窓ロもしくは以下の窓口へ連絡して下さい。

Students　at　Shimane　and　Yamaguchi　University

　　Please　contact　to　each　section　of　Tottori　University　or　the　section　below．

島根大学生物資源科学部事務グループ　　　80852－32－6494

General　Affairs　Office，　Facuユty　of　Life　and　Environmental　Science，　Shimane　University

山口大学農学部学務係　　　8083－933－5811

Student　Welfare　Planning　Section，　Faculty　of　Agriculture，　Yamaguchi　University
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学生生活の援助について

1．入学料、授業料免除（入学手続時に配付済）

　　　経済的理由により納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合には、全額
　　又は半額が免除される制度があります。

2．日本学生支援機構（有資格者には生活支援課より案内予定）

　　　経済的理由により修学困難な者に学資を貸与するための制度です。希望する者は

　　指定された期日までに関係書類を提出して下さい。　（外国人留学生は貸与の対象と

　　なりません。）

　　　なお、在学中に特に優れた業績を挙げた者に対する日本学生支援機構大学院第一種奨

　　学金の返還免除制度があります。詳細については、連大学務係へ問い合わせてください。

3。その他の奨学金

　　　その都度、対象者個々に通知しますが、各大学の学生掲示板等にも注意してくだ
　　さい。

附属図書館利用について

　構成大学間の申し合わせにょり、配属された大学のいかんにかかわらず、各構成大学の

附属図書館で貸出し・文献複写等のサービスを受けることができます。

　また、構成大学以外の国立大学図書館を利用したい場合は、配属大学の附属図書館で

「国立大学図書館共通閲覧証」の発行を受ける必要があります。

　なお、学生証は鳥取大学図書館利用者カードとして使用できますが、他の構成大学図書館

の利用の際には別途図書館利用者カードの交付を受けて下さい。

保健・健康管理について

1．健康診断、健康相談及び診断書の発行は所属する大学で行います。

2．学生教育研究災害傷害保険には、全員加入してください。ただし、社会人学生は必

　ずしも加入する必要はありません。

大山会について

　鳥取大学大学院連合農学研究科における学生の親睦を図る行事等のため、入学時に3年分

の会費として3，000円を納入することとなっています。この会費は次のようなことに使用
します。

　　　　1、入学式写真代

　　　　2．共通セミナー懇親会

　　　　3．修了式写真代

　　　　4．学位記授与祝賀会
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SUPPORT　OF　STUDENT　DAILY　LIFE
　　（1）Entrance　and　tuition　fees：Halfor　total　amo㎜t　are　available　to　be　exe項）ted，　dependmg

　　　　　students’economical　situation，　if　you　keep　excellent　level　of　research　work．　’

　　（2）Scholarship：Vi泊ous　scholarships　except　fbr　Monbukaga㎞syo　will　be　almomced　on

　　　　　the　bullet伍boards　m　eVery　campus　of　Constituent　Universities．

UTILIZATION　OF　UBRARY
　　Through　fhe　agreement　among　the　constituent　Universities，　book－renting　and　taking－copies

　　丘om　every　libraries　are　available．　　　　，

SELF・INSURANCE　AND　HEALTH　MA掴TENANCE
　　（1）Health　check，　health　consultant，　and　certificate　ofhealth　are　available　at　the　Health

　　　　　Center　ofevery　Constituent　University．

　　（2）To．join　the　Personal　accident　insurance　fbr　students　pursuing　education　and

　　　　　research．

DAISEN　ASSOCIATION
　　We，　the　U垣ted　GTaduate　School　ofAgricultuτal　Sciences，　have　established　the‘‘Tbttori

　　University　United　Graduate　School　ofAgricultural　Sciences　Daisen　Association”，　which

　　6」1f姐s　a　suppor血g　role　in　con血元buting　to　the　smooth　management．and　operation　of也e馳

　　GTaduate　Schoo1．　This　is　used　fbr　having　events　such　as　party　fbr　graduation，　photo　of

　　entrance／graduation　ceremony　and　so　on．

　　For　this　purpose，　we　would　be　gratefhl　ifyou　could　pay　the　3，000　yen　membership　fbe

　　when　you　come　to　UGSAS　fbr　entrance　ceremony　or　completing　entrance　procedures．

‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

i　　　　　　　一案内（INFORMATION）－　　　　　
l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

1　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i　鳥取大学大学院連合農学研究科学務係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

：　　　Academic　Affairs　section　of　the　UIコited　Graduate　School　of　Agricultural　Sciences，　　　　　　　　　　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

：　　　Tottori　University　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

i　　　　　　　〒680－8553鳥取市湖山町南4丁目101番地　　　　　　　　　　　　　i
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

｝　　　　　　　　　　　　　4－101：　Koyama－Minami，　Tottori，　680－8553　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

’」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　O857－31－5446　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　　O857－31－5683　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ
エ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E－mail　　a　－ren　aku＠adln．　tottori－u．　ac．’　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

l　　　　　　　　　　　　　　　URL－　　　　　　　i
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J

，．，＿7，一一一．・一・㊨一・，＿．エー・．＿．．一．φ＿叩＿・．一．．一．㊨一．．＿．．＿．7r．・＿・．－7．一・・＿・．一．・，．■－7■＿7r＿・7r－一一一㊨●≡■■一一一．．一・・一．．一．・一■●一㊨●←●．＿・7r7・r－一㊨・，■●≡■●一■■一■．＿．7＿．．一一一■㊨一●●≡■●一＾一一r・．一・■一㊨■■■■一●．＿7．一．．一．．一●■」
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証明書交付願

　　App】血don　Fo㎝ofα）r6丘cates

・　　　　　　　，　　　　　申込日
　　　　　　　　　　　　Date　ofApphca廿on

　年　月　日
ye泣　皿onth　day

入学年度
x｝ar　ofentrance

年
y
e
a
r

研究科・専攻

ma皿e　ofdoc歓）ral　oourse

連合農学研究科

i　　　　　　　　　　　　　　　　　）　軟　　Sdenoe

学生番号
rtudent　number

電話番号
ohone　number

氏　　　　名
mame

姓（Fam丑y）　　　　　　　　　　　　i名（Givemniddle）

生年月　日
ca岳ofbh土h

　年　　　月　　　日生

凾?≠秩@　month　day

使用　目　的
she　puxpose

提　　出　　先

撃?吹x㏄ωsubmit
．

必要書類にチェックをして下さい。↓

olease　che（士肥quh↑ed　d㏄u皿ents．

　部　数
meoessa工ynu皿ber

必要事項を記入して下さい。↓

olease丘皿血the　b㎞s．

口和文Japanese 通 在学期間Peri〔｝d　ofe㎜皿ment

i　　　年　　月　　日

@～　　年　　月　　日　）

口在学証明書

@Cer随cate　ofE㎜1］皿ent
ｦ鳥取配属学生は自動発行機を利用し自分で作成

rtudentsa班U加口Uhiversi旬should姪sue

撃?高b凾`utoma百c姪sumgmad血1e

口英文Eng廊h C・pyぐies）

口修了見込証明書（要指導教員印） 口和文Japanese 通

Cer肖血caねofGradua萄on　Expectatbn

槙嘯普@鵬e己価e8㎞σf　　’ 口英文En9臨h C・pyぐies）

指導教員が修了見込年月日の記入・押印下さい。

＊ｼ　　　　　　　　　　印

@　　年　　月　　日　修了見込

口和文Japanese 通口在籍期間証明書

@Cer雌〔泡te　ofRe…口s加r 口英文En9山h Copyぐies）

修了年月（　　　年　　　月）
cate　ofGraduation（year　month）

．口修了証明書

@Cer垣丘cate　ofGradua廿on

口和文Japanese 通

口英文Eng晦h ㏄pyぐies）

口和文Japanese 通口学位授与証明書

ber伍（崩ofD㏄ωralDe…ロee　C。n免㎜d 口英文『En9臨h Copyぐies）

口成績証明書

@Academic　Reco】辻

口和文Japanese 通 平成20年度以降の入学生

eor　S七udents　who　enten］after　2008
口英文Enghsh Cqpyぐies）

［コ共通セミナー受講証明書

@Ce唖cate　ofLe（血皿es　c陀dited

口和文Japanese 通

口英文E㎎恥h CopyGes） 平成19年度以前の入学生

eor　S加dents　who　enterd　be品re　2007口和文Japanese 通口　成績証明書の発行について

@Statement　on　Grad血g　PoH（y

@長〕rDoctora1　Couエse
口英文E㎎恥h Copyぐies）

口その他Others
i　　　　　　　　　　　）

口和文Japanese 通

口英文En9臨h C・Pyぐies）

＊、証明書発行の目安は、申込日から1日後です』証明書の種類によっては、発行に3日程度かかる場合があります二‘

　It　w皿u8ua皿y　take　one　day　or皿鵬加㎜ive　oer鑓bate8　a輪r　you　apPly」br　the1孔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受領印またはサイン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pkハase　signyour　name　he㏄a」』詑ce減㎎．

③o



Change　of　Address　Notification

、

鳥取大学大学院連合農学研究科長　殿

To　the　Dean　of七he　United　Graduate　School　of

Agricultural　Sciences，　Tottori　University

　
　
記

　
　
汲

　
　
c
o

　
e
　
泣
　
r

度
㎜
㌫
・
孟
・

年
鋤
品
番
皿
．

　
㎡
　
o
　
㎡

時，

ﾞ
専
』
甦
輌
氏
…

下記のとおりお届けします。
　　　　　　　　　　　　　　’Alternation　is　as　fb且oI刃s：

　　　F　　　　　　　記
　　　　　　　　　Descriptions

年　月　日　’
year　month　　day

変更年月目 年　　月　　日

Date　alternated year　　month　　day

〒

新　住　所
・

New　address TeL（　　　　）

〒

旧　住　所

Previous　address Tel．（　　　　）

備　　　考
Remarks
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旅 行 届

Travel　Notification
・

　　年　　月　　日

year　　month　　day

鳥取大学大学院連合農学研究科長　殿

To　the　Dean　of　the　United　Graduate　School　of

　AgTicultural　Sciences，　Tottori　University
、

入　学　年　度

Year　of　entrance

専　　　　　攻

Name　of　doctoral　course

学　生　番．号

Student　number
氏　　　　　　名

Name

下記のとおりお届けします。
　　　My　travel　plan　is　as｛blows：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Descriptions

旅　行

@　Place

先

期　　Period間 　　年

凾?≠

　　月

高盾獅狽

　日

р≠

～ 　　年

凾?＝u

　　　月

高盾獅狽

　　日

р≠

目Purpose的

備Re皿ark 考

工t　is　necessary　for　you　to　submit　this　form　to　the　Academic　Affairs　Section　of

the　United　Graduate　School　of　Agricultural　Sciences　when　you　are　p］anning　to

domestic　or　overseas　travel．
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鳥取大学長 殿

海　外　渡　航　届

絨 年

所属（研究科）　連合農学研究科

学籍番号

月

（20076改正…）

日

氏　　名

　私は、個人的な旅行を除く海外渡航に際し，別紙「海外安全対策届」を添えて，下記のと

おりお届けします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記
1　期間（日本出国から入国までの期間）

　　　平成年月日～平成年月日2　海外渡航先（国名）

（都市名）

3　渡航目的

4　渡航内容

①（該当の口にチェック）

　　口　鳥取大学主催プログラム　ロ　授業・研究

　　口　学外団体プログラム　　　ロ　その他（

②プログラム等名称：

口課外活動
）

　③担当等教員（主催団体）名：

5　加入している海外旅行傷害保険

　名　　称：
保険会社：

保健管理センター確認欄（該当の□にチェック）

上記の学生は，学生教育研究災害障害保険；口加入済　口未加入

　　　　　　　　　（島根・山口配属学生は鳥取大学で加入の確認をします）

　　　　　　定期健康診断；口受検済　口未受検　であることを確認します。

確認日

確認者名

特記事項

職 年 月 日

㊥

（風疹等感染症に係る抗体検査・予防接種その他について記入）

担当等教員（主催団体）確認欄

上記のとおり、学生の海外渡航については承知及耐旨導しています。

　なお、渡航前に、健康診断未受験者については健康診断を受診させ、保険未加入者につい

ては学生教育研究災害傷害保険に加入したことを確認します。

　また、上記プログラム中に万一事故等が発生した場合は、その対応等に全力を尽くします。

確認日

確認渚名

平成 年 月・　　日

㊥
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．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Revised　in　June　2007）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Repor†of　Overseas　Travel
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　．　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　Year　　Month　　Day

lR）the　Preside斑of　Tbttori　University

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　united　Graduate　sch。ol。f　Agricultural　sciences

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Student　ID　No．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　Name

Ireport　my　overseas　trave1，　excluding　traveling　fbr　personal　purpose，　by　attaching”Report　on

Oversea　Security　Measures，ll　as　Ibllows：

1．　Duration（fyo亘1　departure　to　ret㎜1）

　　　　　Year　　Month　　Day　　－

2．Destination（Country）

Year Month Day

（City）

3
4
丁

5

Purpose　ofthe　Trave1：

Detail　ofthe　T十avel（Check　the　appropriate　box）

①口〕bttori　University　Sponsored　Progr㎜□Study／Research

　　　　口Extracu］Ticular　Activity　　　　　　　口Other　Organization　Sponsored　Program

　　　　口Other（　　　．　　　　）
②Name　ofthe　Program：

③Person　in　Ch叙ge：　　　　　　　’
Oversea　Travel　Accident　Insurance

　　　　Name　ofthe　Insurance：

Name　of　the　Insurance　Comparエ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

For　Health　Center　Use　Only（Applicable　blocks　must　be　checked．）

Regarding　the　above－mentioned　student，　we　have　con血med　as　Ibllows：

　　　Personal　Accident　Insurance　fbr　Students　Pursuing　Education　and　Research

　　　（Gα吻ぷε∫巡ンoμ元吻K診城γμ8ω9α」勘09ω刀bたθη）□jointed　　　□not　joined

　　　Reghlar　Health　Check　　　　　　　口had　　　口not　yet

　　　　　Confirmation　Day　Yeaτ　　　Mo斌h　　Day　　　・

　　　　　Name

　　　　　Special　Af克irs

（Please晒ite出e狙tibody　test孤d　i㎜輌tion　agamst　i曲c60n　such　as　mbella皿d　o血ers　you　had　m　the　past）

For面structor　Sponsoring　Organization　Use　Only

Ihave　ac㎞owledged　and　instructed　the　above－mentioned　studentfs　traveling　abroad．

Ih研e　co頑㎜ed屹he　had　already　taken　a　medical　check　and　joined　Personal　Accident

Insurance　fbr　Students　Pursuing　Education　and　Research（Gα吻ぷθ》Xγoμ∫顧砲酩γμ品∫goj

脇09α匡・θb舵ηノ

　　Ifperchance　an　accident　occurs　during　the　trave1，　I　will　make　an　all　out　efR）rt　to　solve　it．

　　　　　　　　　　　　　　Confh㎜ation　Day　．Year　　Month　Day

　　　　　　　　　　　　　　Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（seal）
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大学院学生用

海外安全対策届

私は、平成　　年　　月　　日付け「海外渡航届」に記載の海外渡航に当た

り、下記のとおり大学が定めた海外安全対策を実行します。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

鳥取大学海外安全対策

1　海外渡航に当たり，予め：学生教育研究災害傷害保険及び海外旅行傷害保

　険に加入すること。

2　外務省発行の「海外安全虎の巻」で事前学習すること。

3　外務省海外安全ホームページ（htt：〃www　ubanzen．mofa．　o’）

　厚生労働省ホームページhtt．〃wwwmhlw　o．

　感染症情報センターホームページhtt：／／1dsc．mh　o　！mdex・htm

で事前確認を行い、危険情報のレベルに応じて渡航の判断を行うこと。

4　渡航先の法令等を守り、渡航先での自らの安全に努めること。

5　自らの責による事故を起こした場合，自ら責任を取ること。

平成　　年　　月　　日

氏名 口巨

渡航時における日本国内の緊急連絡先

氏名 本人との関係

住所 電話番号
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For　Graduate　Students

Report　on　Oversea　Security　Measures

n
n
S

I
O
a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

皿y　travel　abroad，　as　I　mentioned　in　the　　“Report　of　Overseas　Trave1”　　dated

　　　　　　　　　　　　　　，　Iwill　take　Oversea　Security　Measures　made　by　Tottori　University

follows．

．

ottori　Univers琵　Oversea　Securit　Measures

　1．　Join　the　Personal　Accident　Insurance　for　Students　Pursuing　Education　and　Research

　　　　（6穎丘αSθゴη0σゴ左〃陥ノ7妙μ5どゴ留ゴ去わ左θη）　and　Overseas　Trave］Accident　Insurance　prior

　　　　to　departure．

　2．　Thoroughly　read　the　　Kaigai　Anzen　Tora　no　Maki　（handbook　for　oversea　travelers），，

　　　　issued　by　Ministry　of　Foreign　Affairs　before　departure．

3．　Visi七　the　following　Web　sites　and　get　enough　information　about　the　country　of

　　　　destination，　and　then皿ake　apPropriate　decisions　on　the　trave］．　depending　on　its

　　　　security　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　information　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　leve1．

　　　　　　　　　Ministry　　of　　Foreign　　Affairs　　（　http　　：／／www．　pubanzen．皿ofa、　go．　jp　　　）

　　　　　　　　　Health，　Labor　and　Welfare　Ministry　　（http：／／www．　mhlw．　go、　jp　）

　　　　　　　　工nfectious　　　　　　　　　　Disease　　　　　　　　　　Surveillance　　　　　　　　　　Center

（http：／／idsc．　nih．　go．　jp／index－j．htm1　）　　　　　　　　、

　4．　Obey　the　ruleS　and　regulations　of　the　destinatiorl　country　and　behave　in　a

　　　　responsible　manner　for　self　safety．

　5．　Take　full　responsibility　for　any　self－caused　accident．

Year Month Day

〆Name Sea1

Elnergency　Contact　Information　in　Japan

　　Name Relationshi

Address Phone

、
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