
平成２９年度千葉大学大学院工学研究科 
秋期学位論文審査日程 

【博士前期課程】 
 

事   項 提 出 期 限 等   論 文 審 査 等   提 出 先 等  

 
論文審査申請 
 
学位論文の提出 

１１月２７日(月) 

申請者は学位論文および
論文審査願を主任指導教
員に提出する。 
主任指導教員は論文審査願
をコース長に提出する。 

申請者→主任指導教員→コー
ス長 

 
論文審査願、 
修了予定者名簿の提出 
 
本審査委員会申請用シート 
の送信 

１２月 １日(金) 

 
コース長は論文審査願およ
び修了予定者名簿を研究科
長（学務Ｇ）に届け出る。 

コース長→研究科長（学務Ｇ）
へ論文審査願および修了予定
者名簿提出 
 
主任指導教員⇒学務Ｇへ本審
査委員会申請用シート（赤色
シート）送信 

  審査委員の決定 １月１０日(水)  代議員会 

 

  論文審査開始 １月１２日(金) 代議員会にて承認後 
 

  論文審査終了 
 
  論文審査結果報告書の提出 

２月１３日(火) 
主任指導教員は論文審査
結果報告書をコース長に
提出 

主任指導教員 → コース長 

 
  修了予定者の成績提出締切 ２月１５日(木) 

１７時まで 
 

 

  コースからの 
  論文審査結果報告書の提出 
   
 本審査結果報告記入用シート 

の送信 

２月１５日(木) 
１７時まで 

 
コース長は論文審査結果

報告書を研究科長（学務
Ｇ）に提出 

コース長→研究科長（学務Ｇ） 
へ論文審査結果報告書提出 
 
主任指導教員⇒学務Ｇへ本審
査結果報告記入用シート（緑色
シート）送信 

  修了判定 ３月 ７日(水)  教授会 

 

  最終論文提出 ３月 ７日(水) 

 申請者はソフトカバー製
本の論文２部を主任指導
教員に提出 

うち１部はコース長がと
りまとめて研究科長（学務
G）に提出、もう１部は研
究室又はコースで保管 

申請者→主任指導教員→コー
ス長→研究科長（学務G） 

 

  学位記授与 
３月２７日(火)    

 
※データ送信先：gakui@office.chiba-u.jp 
※長期履修生で、長期履修期間として許可された期間を短縮して修了する予定の方は、論文審査申請時に必ず工学

系事務センター大学院学務グループへ連絡願います。長期履修期間短縮の手続きを怠ると、修了できなくなるこ
とがあります。 

 



(Excerpt translation for non-Japanese applicants) 
 

2017 Fall Semester Thesis Review Schedules 
Graduate School of Engineering 

Chiba University 
 

【Master’s Thesis】 
 

Events Due dates  Procedures/review details  Where to submit  

Submission of thesis 
and application 
for thesis review 

 
 

Monday,  
November 27, 2017 

Applicants submit thesis and 
Application for Review of 
Master’s Thesis 
to Main Academic Advisor. 
Main Academic Advisors 
submit Application for 
Review of Master’s Thesis 
to Chief of Department. 

 

Applicant 

→Main Academic Advisor 

→Chief of Department 

 

 

 Start of thesis review 
Friday, 
January 12, 2018 

  

Completion of thesis review 
Tuesday,  
February 13, 2018  

 

Judgment of completion 
Wednesday, 
March 7, 2018 Faculty Council  

 

Submission of 
final thesis copies 

Wednesday,  
March 7, 2018 

Applicants submit 
2 copies of thesis 
bound with soft cover 
to Main Academic Advisor. 
 
One copy will be submitted 
to Dean of Graduate School 
(Academic Affairs Desk) 
through Chief of Department. 
Another copy will be kept 
at Main Academic Advisor’s 
office or at the Department. 

 
Applicant 
→Main Academic Advisor 
→Chief of Department 
→Dean of Graduate School 
(Academic Affairs Desk） 

 

Degree conferment 
Tuesday, 
March 27, 2018 

   

※Contact mailing address : gakui@office.chiba-u.jp 
※For degree application by submitting thesis and not by completing doctoral programs, “Main Acad
emic Advisor” above should be read as “Thesis Advisor”. 
※Please refer to Procedures of Thesis Review for the required materials for thesis review application. 
※Some Register Extending System students who will plan to shorten the formally-stated period of study  
allowed  as register extending system period to complete the program, must contact us at the academic 
affairs desk at the graduate school at the time of the petition for thesis/dissertation review. 
They may not be able to complete the program if they should omit the procedure that must be done. 
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