
令和２年度春期（９月修了）大学院園芸学研究科（博士後期課程）学位論文審査日程 

Doctoral Thesis Schedule: 2020 Spring Semester 

事  項

Events 
提 出 期 限 等       

Due dates 
論 文 審 査 等         

Details 
 

提 出 先 等       

Where to submit 

早期修了資格認定受付
Only early completion student 

３月２７日（金）
March 27, Friday 

早期修了希望者は，早期修了願等を学務

係に提出する。
Applicants submit materials required for 
application for early completion 

早期修了希望者→学務係
Academic affairs group 

論文博士審査資格認定受付
Only degree earned by 
submitting doctoral thesis

３月２７日（金）
March 27, Friday 

論文博士希望者は履歴書・論文目録等を

学務係に提出する。
Applicants submit materials required for 
application (list of papers, Curriculum Vitae 
and so on) 

論博士希望者→学務係
Academic affairs group

予備審査申請 

Application for 
preliminary thesis review

５月８日（金） 

１７時まで 

May 8, Friday 17:00

申請者は，学位論文予備審査願等（注 1）

を研究科長（学務係）に提出する。 
Applicants submit materials required for 
application (※) for preliminary 
thesis review 

申請者→研究科長（学務係） 
Academic affairs group

予備審査 
Preliminary thesis review

５月１日（金） 

～５月２９日（金） 

May 1, Friday 
- May 29, Friday

本審査申請 
Thesis review

６月２２日（月） 

６月２３日（火） 

１７時まで 

June 22, Monday 
- June 23, Tuesday
17:00

申請者は，学位論文審査申請書等を 

研究科長（学務係）に提出し，公開 

論文発表会の開催日時，場所を学務係に

報告する。 
Applicants submit materials required for 
application of thesis review. 
Report the date and time when and the place 
where thesis presentation is held. 

申請者→研究科長（学務係） 
Academic affairs group

論文審査 
Thesis Review

６月２４日（水） 

～７月３１日（金） 
June 24, Wednesday 
～July 31,Friday

公表用論文提出 
Submit thesis (CD-R) 

８月７日（金） 

１７時まで 
August 7, Friday 17:00

申請者は学位論文（CD-R）と博士論文の

インターネット公表確認書を提出する。
Applicants submit thesis (CD-R) and 
confirmation of Internet publication of 
thesis. 

申請者→研究科長（学務係） 
Academic affairs group

学位記授与 
Conferment of degrees 

９月２８日（月） 
September 28, Monday

（注 1）論文審査申請書等とともに APRINE e-ラーニング（CITI Japan）プログラム修了証（紙媒体）を

学務係窓口に提出する。（すでに提出している場合は不要）

（※）Submit APRIN e-Learning (CITI Japan) Program completion certificate along with application 
for review of thesis. (If you have already submitted, you don't need to submit it again.) 
＊ APRINE e-ラーニング（CITI Japan）プログラムのログイン方法等は学生ポータル掲示板を参照する。 

APRIN e-Learning (CITI Japan) Program login method is posted on the student’s portal system.
＊ 論文提出による学位申請も上記日程に準ずるが、APRINE e-ラーニング（CITI Japan）プログラムの

受講および修了証の提出は不要。

Doctoral dissertation applicants follow this doctoral thesis schedule, but don’t need to submit APRIN e-Learning 
(CITI Japan) Program completion certificate. 
＊ 担当：園芸学部学務係（大学院学位担当メールアドレス）engei-gakui@office.chiba-u.jp
＜Contact Information＞Academic affairs group （E-mail）: engei-gakui@office.chiba-u.jp 

【学生用 For Students】 
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