
 　Dear Library Director, Faculty of Agriculture, Yamagata University

 

　□　修士論文
  　　 　　Master's thesis

　□　卒業論文
 　　  　　Graduation thesis

　□　館外貸出を許諾する
  　　 　　Permitted

　□　館外貸出を許諾しない
 　　  　　Not permitted

　□　全文複写を許諾する
  　　 　　Permitted

　□　全文複写を許諾しない
 　　  　　Not permitted

論文タイトル
 Title of thesis

論文利用許諾書
Permission Letter for the Use of Thesis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      Year　　  　   Month　   　　Day

　山形大学農学部図書館長　殿

　　以下の私の論文について，農学部図書館に保管し，閲覧に供することを許諾します。
　　　 I hereby grant permission to store and browse my thesis in your library.

　　館外貸出，全文複写については，以下のとおりとします。
　　　 And I ask you to follow my decision on permissions for bringing out and full-text copying of my thesis as described below.

　　　　　　　　　　　専攻/コース名
　　　　　　 　　　　　　　　 Major or course

　　　　　　　　　　　学生番号
　　 　　　　　　　　　　　　 Student ID number

　　　　　　　　　　　著者氏名　（自署）
 　　　　　　　　　　　　　　 Name (by hand)

論文の種類（どちらかに☑）
 Type of thesis (Choose one)

　　　　　　　（フリガナ）

　　　　　　　（フリガナ）

著者氏名
 Name of author

　　　　　　　（フリガナ）

【修士論文】　修士論文提出の際に必ず本許諾書を添付して下さい。
【卒業論文】　図書館に保管したい場合のみ，卒業論文提出の際に本許諾書を添付して下さい。

You must submit this permission letter with your master's thesis.
You may submit this with your graduation thesis only if you want to store your thesis in our library.

主指導教員氏名
 Name of main supervisor

館外貸出の可否（どちらかに☑）
 Bringing out from the library
 (Choose one)

全文複写の可否（どちらかに☑）
 Full-text copying
 (Choose one)

その他（閲覧，館外貸出，全
文複写の許諾に関する条件
等があれば記入）
 Others (If there are any conditions
regarding permission, please write in.)



論文利用許諾書について 
 

 山形大学農学部図書館では，山形大学農学部図書館利用細則第６条において，開架及び書庫内図書資料は，

閲覧室内で自由に閲覧できることとなっています。このため，卒業論文や修士論文についても，図書館で保

管するものは自由に閲覧できます。 

 また，著者本人の意思確認及び許諾を得られた場合には，館外への貸出，並びに利用者への調査研究を目

的とするコピーサービスにも応じています。 

 しかし，卒業・修了後，本人に連絡できないことが多いことから，あらかじめ許諾を得ています。ご理解

ください。 

 

◆ 全文複写の可否について 

「許諾する」とした場合  著作権法第３１条第１項第１号の範囲を超えてコピーサービスを行います。 

「許諾しない」とした場合 著作権法第３１条第１項第１号の範囲内でコピーサービスを行います。 

◆ その他の記入内容について 

  内容によっては対応できない場合があります。（無期限の非開示条件等）  

 

【参考】 

著作権法第３１条第 1項第 1号 

（図書館等における複製） 

第３１条 国立国会図書館及び図書，記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その

他の施設で政令に定めるもの（以下この項において「図書館等」という。）においては，次に掲げる場合には，

その営利を目的としない事業として，図書館等の図書，記録その他の資料（以下この条において「図書館資

料」という。）を用いて著作物を複製することができる。 

 １ 図書館等の利用者の求めに応じ，その調査研究の用に供するために，公表された著作物の一部分（発

行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては，その全部）の複製物を一人につ

き一部提供する場合 
 
※著作物の一部分とは，概ね著作物の半分以下とされています。 

 

 
About the Permission Letter for the Use of Thesis 

 

 According to Article 6 of Detailed Regulations for the Use of the Faculty of Agriculture Library of Yamagata 

University, books and materials, including graduation and master’s theses, on the open shelves and in the stacks 

can be freely browsed in the reading room.  

 With the author’s permission, the library can also allow the users to bring out the graduation and master’s 

theses and to photocopy them for their researches. This letter is to give us the permissions for browsing, 

bringing out and full-text copying of your graduation and master’s theses in advance so as not to bother you 

after your graduation. We appreciate your understanding in this matter. 

 

◆ Full-text copying (optional) 

Permitted = Copying service is provided beyond the scope of Article 31, paragraph (1), item (i) of the 

Copyright Act (see Reference). 

Not permitted = Copying service is provided only within the scope of the above article. 

◆ Others 

You can write any conditions regarding permission, although we may not be able to honor some of them 

(e.g. indefinite non-disclosure). 
 

[Reference] 
Article 31, paragraph (1), item (i) of the Copyright Act 
(Reproduction in libraries, etc.) 
Article 31 (1) In the following cases and as part of non-commercial undertakings at the National Diet 
Library or at a library or other facility specified by Cabinet Order whose purpose is to offer books, records, 
and other materials for the public to use (hereinafter referred to as a "library, etc." in this paragraph), it is 
permissible for a person to reproduce a work from a book, record, or other material of the library, etc. 
(hereinafter referred to in this Article as a "library material"): 
(i) when providing a single user of the library, etc. with a single copy of a part of a work that has been made 
public (or the whole of a work that has been made public, if it is an individual work that has been printed in a 
periodical and a considerable period of time has elapsed since its publication) in response to the user's request 
and for the purpose of the user's research or studies; 
 
* A part of a work is generally considered to be less than half of the work. 




