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２　神戸大学大学院農学研究科博士課程前期課程研究経過発表会
　　実施要領

平成 19 年 4 月 1 日制定

１　趣旨

この要領は，神戸大学大学院農学研究科博士課程前期課程の修士論文審査等に先立ち実施する
研究経過発表会（以下「発表会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 発表会の開催時期

発表会は，原則として入学１年後からの半年間に学生の所属する専攻・講座の主催により開催
するものとし，専攻長は，開催の日時，場所，発表者の氏名及び研究題目を公示するものとする。

３ 研究経過発表会実施報告書の提出

専攻長は，発表を行った学生について，研究経過発表会実施報告書（別紙様式１）を研究科長
に提出するものとする。

４ その他

⑴転入学者及び再入学者の発表会については，その者の研究経過の内容によって，研究科長が別
に指示する。
⑵早期修了候補者については，発表会を免除する。
⑶その他特別の事情があると専攻・講座が認めるものについては，別に指示する。

　　　　附　　則

この実施要領は，平成 20 年 10 月 24 日から施行する。
　　　　附　　則

この実施要領は，平成 30 年 6 月 15 日から施行する。
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４　神戸大学大学院農学研究科博士課程前期課程及び後期課程
　　研究経過発表会実施要領の運用に関する申合せ

平成 20 年 1 月 11 日制定

１．この申合せは，神戸大学大学院農学研究科博士課程前期課程研究経過発表会実施要領（以下，
前期課程実施要領，平成 19 年 4 月１日制定）及び神戸大学大学院農学研究科博士課程後期課程研
究経過発表会及び研究成果発表会実施要領（以下，後期課程実施要領，平成 19 年 4 月１日制定）
の運用について必要な事項を定めるものとする。

（前期課程における研究経過発表会の実施）

２．前期課程における研究経過発表会は，「前期課程実施要領」第 2…項に従って，原則として学生の
所属する専攻・講座の主催により開催されるが，専攻・講座が，発表予定者の専門分野に近い学
術領域である教育研究分野等の小単位で研究経過発表会を実施した方が教育上より効果的である
と判断する場合や，発表予定者が専攻・講座の主催の研究経過発表会で発表することが難しいと
判断する場合には，この限りではない。この場合，研究経過発表会は，指導教員及び副指導教員
を含む複数の教員の参加の下に実施されるものとする。

３．上記の研究経過発表会は，教務プロセスの一環であり，研究の進捗状況や方向性を確認するた
めに実施することを目的とし，会議参加者は農学研究科内の教職員及び学生に限定されているた
め，特許法上の公知の要件に該当するものではない。また，部外者が参加する場合には，必要に
応じて，部外者から機密保持誓約書を取得するものとする。

( 後期課程における研究経過発表会の実施 )

４．後期課程における研究経過発表会は，「後期課程実施要領」第 2…項に従って，専攻・講座の主催
により開催されるが，専攻・講座が，発表予定者の専門分野に近い学術領域である教育研究分野
等の小単位で研究経過発表会を実施した方が教育上より効果的であると判断する場合や，発表予
定者が専攻・講座の主催の研究経過発表会で発表することが難しいと判断する場合には，この限
りではない。この場合，研究経過発表会は，指導教員及び副指導教員を含む複数の教員の参加の
下に実施されるものとする。

５．上記の研究経過発表会は，教務プロセスの一環であり，研究の進捗状況や方向性を確認するた
めに実施することを目的とし，会議参加者は農学研究科内の教職員及び学生に限定されているた
め，特許法上の公知の要件に該当するものではない。また，部外者が参加する場合には，必要に
応じて，部外者から機密保持誓約書を取得するものとする。

（研究経過発表会の公示）

６．「前期課程実施要領」第 2項及び「後期課程実施要領」第 2項に従って，専攻長が研究経過発表
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会開催の日時，場所，発表者の氏名及び研究題目を公示するが，前 2，3 項に該当する場合には，
専攻長ないし副専攻長の了承の下に指導教員による公示を認めるものとする。

（研究経過発表会の報告）

７．研究経過発表会の開催後，前 2，3項に該当する場合には，指導教員は専攻長ないし副専攻長に
研究経過発表会実施の報告を行うものとする。また，「前期課程実施要領」第 3項及び「後期課程
実施要領」第 3項に従って専攻長は研究経過発表会実施報告書を研究科長に提出するが，副専攻
長による提出を認めるものとする。

　　　　附　　則

この申合せは，平成 20 年 1 月 11 日から施行する。

　　　　附　　則

この申合せは，平成 23 年 4 月 15 日から施行する。

　　　　附　　則

この申合せは，平成 30 年 6 月 15 日から施行する。
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５　神戸大学大学院農学研究科博士課程後期課程における早期修
　　了に関する内規

平成 19…年 4…月 1…日制定
（趣旨）

第 1 条　この内規は，神戸大学大学院農学研究科規則第 32…条第 2…項ただし書に定める優れた研究業
績を上げた者に係る在学期間の短縮による課程の修了（以下「早期修了」という。）に関し，必要
な事項を定めるものとする。

（推薦）

第 2 条　指導教員は，早期修了に該当すると認められる者があるときは神戸大学大学院農学研究科
の課程を経た者の博士論文草稿の予備審査に関する内規に基づく博士論文草稿の予備審査を経て，
以下の書類を添え，定められた期日までに早期修了の適用を専攻長に推薦するものとする。
⑴　推薦書（別紙様式１)
⑵　博士論文草稿及びその要旨（別紙様式２)
⑶　博士論文に係る公表論文及び投稿中の論文等
　ただし，投稿中の論文については，学術専門誌掲載決定証明書又はそれに準ずる書類を添付
すること。
⑷　履歴書（別紙様式３)
⑸　研究業績書（別紙様式４)
⑹　自薦書（A4，自由形式）
⑺　予備審査結果報告書，論文審査委員候補者名簿
⑻　研究所・企業等における研究活動がある場合は，研究活動を証明する書類
⑼　上記の他，各専攻が必要とする書類
２　専攻長は，前項の推薦があった時は，専攻会議の議を経て，研究科長に推薦するものとする。
３　前項の推薦に当たっては，構成員の 3分の 2以上が出席し，出席者の 3分の 2以上の賛成を得
た場合とする。

（早期修了審査委員会）

第 3 条　早期修了の適用資格の有無について審査するため，早期修了審査委員会（以下「委員会」
という。）を置く。
２　委員会は，各専攻長，各副専攻長及び教務委員会委員長により組織する。
３　前項の委員が早期修了予定者の推薦指導教員となっている場合には，別途，当該専攻もしくは
教務委員会から教授１名を選出し，委員を交代する。
４　委員長は，委員会の互選によるものとし，最初の委員会は，研究科長が招集し，その議長となる。
５　委員会は，必要に応じ，指導教員又は被推薦者の学術領域に関係の深い教員等の出席を求め，
意見を聴くことができる。

（最終判定）

第 4 条　早期修了の適用資格の有無の最終判定は，委員会が行う。
２　委員会は，早期修了適用資格審査結果報告書（別紙様式 5）を作成し，研究科長に提出して，以
後の学位審査に関わる審議に付するものとする。
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３　早期修了の適用資格があることの判定については，構成員の 3分の 2以上が出席し，その出席
者の 3分の 2以上の賛成を得なければならない。

（博士審査論文の提出）

第 5 条　早期修了の適用資格が有りと判定された者は，研究科長に博士論文を提出することができる。
（雑則）

第 6 条　この内規に定めるもののほか，早期修了に関して必要な事項は，別に定める。

　　　　附　　則

この内規は，平成 19…年 4…月 1…日から施行する。
　　　　附　　則（平成 29…年 1…月 6…日）
この内規は，平成 29…年 4…月 1…日から施行する。
　　　　附　　則（平成 31…年 2…月 12…日）
この内規は，平成 31…年 4…月 1…日から施行する。
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３　神戸大学大学院農学研究科において単位修得退学した者の博
　　士論文審査等に関する申合せ

平成 19…年 9…月 7…日制定

１　この申合せは，農学研究科博士課程後期課程において所定の期間在学して所定の単位を修得し，
かつ，必要な博士論文の作成等に対する指導を受けて退学した者（以下「単位修得退学者」という。）
の博士論文審査等について，必要な事項を定めるものとする。

 （申合せの適用）

２　神戸大学大学院農学研究科における課程を経ない者の博士論文審査等に関する内規第 3条第 1項
第 l 号に規定する者が，原則として単位修得退学後 5年以内に博士論文の審査を申請する場合にこ
の申合せを適用する。

 （学位申請資格審査委員会）

３　単位修得退学者に対する学位申請資格の審査は，省略することができる。

 （博士論文草稿の内見）

４　単位修得退学者の博士論文草稿の内見に際しては，最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及
び在職・研究従事内容証明書の提出は，省略することができる。

 （博士論文の申請）

５　単位修得退学者が学位の授与を申請するときは，最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び
学業成績証明書の提出は省略することができる。

 　　　附　則

１　この申合せは，平成 19 年 9 月 7 日から施行する。
２　この申合せは自然科学研究科（農学系）博士課程後期課程の学生にも準用する。
 　　　附　則

　この申合せは，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
 　　　附　則

　この申合せは，平成 30 年 7 月 20 日から施行する。
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