
帯広畜産大学大学院の指導教員及び研究題目・計画届に関する申合せ 

 

 

平成30年２月６日 

大学院教育部会議 

 

 

１．大学院畜産学研究科の学生は，各学年の初めに，主指導教員の指示に従い，

別紙様式１により研究題目及び研究計画を主指導教員に届け出なければならな

い。 

２．前項の届出を受けた主指導教員は，別紙様式１に指導教員名，畜産衛生学位

プログラムの選択の有無を記入し，押印の上，学長あてに届け出るものとする。 

３．前項の届出の期限は，４月入学者にあっては毎年４月１５日，１０月入学者

にあっては毎年１０月１５日とする。 

４．年度の途中で指導教員又は研究題目若しくは畜産衛生学位プログラムの選択

を変更すべき理由が生じた場合，主指導教員は，その変更理由を添えて別紙様

式２により学長あてに届け出るものとする。 

５．前２項による届け出があった場合は，研究題目及び指導教員について大学院

教育部会議の審議に付した後，専攻長に閲覧する。 

６．畜産衛生学位プログラムは，最終年次からの選択は認めないものとする。 

７．指導教員及び研究題目・計画届の提出がない場合には，原則として学位論文

（修士学位論文にあっては，大学院学則第15条第２項に定める特定の課題に

ついての研究の成果を含む。）を提出できないものとする。 

 

 

附 記 

１ この申合せは，平成30年４月１日から実施し，平成30年度入学者から適用す

る。 

２ 「研究題目・計画届」に関する申合せ（平成20年９月16日 大学院教育部会

議）は廃止する。 

３ 前項の規定にかかわらず，平成30年３月31日に大学院畜産学研究科に在籍す

る学生が引き続き在籍する間は，当該申合せは存続するものとする。 

附 記（令和４年３月２日） 

この申合せは，令和４年４月１日から実施する。 



別紙様式１ 

  年  月  日 
 Date:     .     .      

学 長  殿 
 

  年度 指導教員及び研究題目・計画届 

(Year:        )      Application for Research 

専攻・コース 
Program/Laboratory 

 専攻  課程  コース 

Program:  Laboratory: 

学生氏名 
Student name 

 
学籍番号 

Student ID 
 

研究題目 
Research title 

研究題目が英語の場合には，和訳（ ）を付すこと 

Fill in the Japanese translation for an English title in the (  ). 

 

 

 

主指導教員 
Main Advisor 

   印  

副指導教員 
Assistant Advisor 

印  

副指導教員 
Assistant Advisor 

印
他の大学院等の教員の場合は所属 Affiliated institution

 

畜産衛生学位プログラムの選択 
Degree program of Animal and Food Hygiene 

選択する Take ／ 選択しない Do not Take 
※何れかを○で囲むこと Circle any one above 

学位プログラム・コーディネーター 
Coordinator for the degree program 

印 

他の研究機関に研究指導を委託する場合の機関名・指導者 
Selected external institution and advisor for conducting research 

 

年 月 
Date(M/Y) 

研究計画 
（※学生が記入） 

Research plan(by student) 

研究指導計画（担当者） 
（※指導教員が記入） 

Plan for research guidance (by advisor)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生の研究課題が共同研究・受託研究に関わる

ものであれば，相手方や課題名等を記入 

Names of associates and themes when 

student’s research plan is included in joint 

or funded research with other 

organizations. 

修士・博士前期

課程修了後の進

路希望 
Desired plan 

after graduation 

from master's 

course 

続けて後期課程への進学を希望，又は就職を希

望する場合の職種，業種（官公庁，研究機関，

企業等）を記載 

Intention to go to Ph. D. course directly 

from master's course or to desire 

occupation and industry type for 

employment. 

進路希望に対するコメント等があれば記載 

Comments on student’s desired plan  
 



別紙様式１ 

  年  月  日 
 Date:     .     .      

学 長  殿 
 

  年度 指導教員及び研究題目・計画届（変更） 

(Year:        )      Application for Research (Revise) 

専攻・コース 
Program/Laboratory 

 専攻  課程  コース 

Program:  Laboratory: 

学生氏名 
Student name 

 
学籍番号 

Student ID 
 

研究題目 
Research title 

研究題目が英語の場合には，和訳（ ）を付すこと 

Fill in the Japanese translation for an English title in the (  ). 
    変更前 Before     変更後 Now 

 

 

 

 

 

 

主指導教員 
Main Advisor 

変更前 Before 変更後 Now 

 印 

副指導教員 
Assistant Advisor 

 印 

副指導教員 
Assistant Advisor 

 印 

畜産衛生学位 

プログラムの選択 
Degree program of Animal 

and Food Hygiene 

  

学位プログラム・ 

コーディネーター 
Coordinator for the  

degree program 

 印 

他の研究機関に研究指導

を委託する場合の機関名

・指導者Selected external 

Institution and advisor 

for conducting research 

  

年 月 
Date(M/Y) 

研究計画[変更後] 
（※学生が記入） 

Research plan(Revised by student) 

研究指導計画（担当者）[変更後]
（※指導教員が記入） 

Plan for research guidance 

(Revised by advisor) 

   

変更理由 Reason for revision 

 


