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上記論文の公表の方法及び時期については、本学学位規則第 14 条の規定による 

公表に該当する旨確認する。 

I confirm that the method and date of publication of papers described above meet the provisions of Article 14 

of the Degree Regulations of Nagaoka University of Technology. 

 

令和  年  月  日 
Year  Month  Day 

審査委員主査             ㊞ 
Chief Examiner of the Examination Panel     Seal 

 

 



【記入例】 

論   文   目   録 
List of Papers 

報告番号 
Report No. 

甲第      号 
No. 

氏  名 
Name 

○  ○  ○  ○ 

 
 論文題目 Title of Dissertation 

 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する研究 

   （和訳 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○） 

 

 

 
 公表の方法及び時期 Method and Date of Publication 

 

   （１）○○年○○月  ○○○学会誌  第○○号  pp○○～○○ 

      「○○○○○○○○○○○○」 （○○，○○，○○） 

                       本人を含め著者順に記入 

 

   （２）○○年○○月  ○○○雑誌  第○○号 印刷中 

      「○○○○○○○○○○○○○○○○○」 

 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

 
 参考論文 Associated Publications 

 

   （１）○○年○○月  ○○○学会誌  第○○号  pp○○～○○ 

      「○○○○○○○○○○○○」 （○○，○○，○○） 

                       本人を含め著者順に記入 

 

上記論文の公表の方法及び時期については、本学学位規則第 14 条の規定による 

公表に該当する旨確認する。 

I confirm that the method and date of publication of papers described above meet the provisions of Article 

14 of the Degree Regulations of Nagaoka University of Technology. 

 

令和  年  月  日 
Year  Month  Day 

審査委員主査             ㊞ 
Chief Examiner of the Examination Panel     Seal 

 

［備考］ 

(1) 公表の方法及び時期については、公表予定の場合も記入すること。 

(2) 論文題目が外国語の場合は、和訳を（   ）で付記すること。 

公表の確認欄は、記入しないでください。 

参考論文が無い場合は

「なし」と記入 



[Example] 

論   文   目   録 
List of Papers 

報告番号 
Report No. 

甲第      号 
No. 

氏  名 
Name 

○  ○  ○  ○ 

 

 論文題目 Title of Dissertation 

 

   Study of ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   (Japanese Translation○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○) 

 

 

 

 公表の方法及び時期 Method and Date of Publication 

 

   (1) ○○Year○○Month Journal of○○Society  No.○○  pp.○○-○○ 

      “○○○○○○○○○○○○” (○○, ○○, ○○) 

     List the authors in the same order as in the publication, including the applicant’s name. 

 

   (2) ○○Year○○Month  ○○○Journal  No.○○  publishing due date 

      “○○○○○○○○○○○○○○○○○” 

 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

 

参考論文 Associated Publications 

 

   (1) ○○Year○○Month Journal of○○Society  No.○○  pp.○○-○○ 

      “○○○○○○○○○○○○” (○○, ○○, ○○) 

     List the authors in the same order as in the publication, including the applicant’s name. 

 

 

上記論文の公表の方法及び時期については、本学学位規則第 14 条の規定による 

公表に該当する旨確認する。 

I confirm that the method and date of publication of papers described above meet the provisions of Article 

14 of the Degree Regulations of Nagaoka University of Technology. 

 

令和  年  月  日 
Year  Month  Day 

審査委員主査             ㊞ 
Chief Examiner of the Examination Panel     Seal 

 

[Remarks] 

(1) With regard to the Method and Date of Printed Publications, include the publication statuses (e.g., preparing for 

submission, in review, or in press) of currently unpublished papers, if any. 

(2) In cases where the dissertation title is written in a non-Japanese language, add the Japanese version of the title in 

parentheses (      ). 

Applicant should not fill in this section for publication. 

In case you have no Associated 

Publications, write “N/A”. 


