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別記様式第５号（第９項関係） 

学位論文の電子図書館システム(つくばリポジトリ)登録書 
Electronic Library Registration Form (Tsukuba Repository) 

                                         平成〇〇年 〇月〇〇日 

      筑波大学附属図書館長 殿 

  Attention: Director of University Library 

                           著者:                    (自書/Your signature (in print)) 
 
  私が執筆した学位論文(全文)について、附属図書館ホームページを通してインターネット上に公開するため、以下のと

おり登録します。 I hereby agree to publish my entire thesis on the Internet via the University Library’s website.   
 

氏 名 ( フ リ ガ ナ ) 
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Information Studies 
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Studies  
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Chief referee’s name 
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研 究 成 果 発 表 状 況 
( ○ を 付 す ) 

Current status of research 
results presentation 

(Circle applicable status) 

■図書の出版 Publication as a book 
1. 出版している(Published)  2. 出版予定である(Scheduled for publication)  

  *出版している場合は出版社との契約で公開が認められているかご確認ください。 

   *Please confirm if the publishing company approves Web publishing. 
■学術雑誌への掲載 Publishing to journals 
 1. 掲載済み (Published) 
 2. 掲載予定である(Scheduled for publication) 

*雑誌名及び巻号年が分かればご記入ください Please give name and date of the journal 
（                               ） 

■特許・実用新案 Patent/Industrial New Design 
 1. 登録済み Yes  2. 申請中 Pending   3. 申請予定である Scheduled to apply 
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公 開 希 望 時 期 
Desired date of publication 

 

２０１６年  ８ 月 
*研究成果発表状況を踏まえ，ご希望の公開時期をご指定ください 
*Please decide your intended month and year of publication, bearing in mind the status 

of your research presentation. 

電 子 化 の 方 法 
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Electronic conversion method 
(Circle number of applicable 

item) 

1. 登録者から電子データを提供  2. 附属図書館で資料をスキャニング 
    Provided by author                       Scanned by University Library 
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■電子データの提供方式 
 

媒   体 
Media 
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4 .ダウンロード ( U R L :                             )
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Format 
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＜記入にあたって以下をお読みください＞ Be sure to read below before completing the form 

  1 この登録書は、学位論文のインターネット公開のため、著作権のうち複製権・公衆送信権について附属図書館に

許諾を与えていただくものです。This registration form grants approval of the right of reproduction, public 
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  2 附属図書館では、データの公開にあたって、「データの複製(印刷・ダウンロード等)は、調査研究・教育または学
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purposes for research and education.” 
◎ 連絡先：附属図書館 情報管理課 リポジトリ担当  

Contact: Repository Section, Division of Information Processing and Management, University Library 
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◎ 詳細は、附属図書館 Web ページ(http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dlib/)を参照してください。 
For full details, please check the University Library’s Web page (http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dlib/). 
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