
 
 

情報科学研究科 

  博士課程前期課程２年の課程及び博士課程後期課程３年の課程 

令和５年３月修了予定者 各位 

 

令和５年３月修了予定者の「学位論文」提出について 
 

令和５年３月に情報科学研究科を修了予定者は、「学位論文」を下記のとおり提出してください。 

学位論文を提出する際に使う各様式は、情報科学研究科Webサイト・学内向け情報 

「学位論文・修了手続関係」の画面からダウンロードしてください。 
https://www.is.tohoku.ac.jp/jp/forstudents/completion/thesis.html 

 
また、冊子体で提出するときの「修士学位論文の表紙」及び綴り紐は、情報科学研究科教務係または

工学部各系事務室教務担当でお受け取りください。 
 

提出 
書類 内  容 提出先及び提出期限 

修士学

位論文 

修士学位論文 
 １部 

 
※所定の「表紙」を

一番前につけること 
 

・提出が電子データ

の場合はダウンロー

ドした様式を使うこ

と。冊子体の場合は

指定の表紙用紙（黄

色）を使うこと。 

１・５・６・７群         ２月９日（木） 
PDF 形式で Google フォームにアップロードすること。 
そのとき論文ファイル名は次のとおりにしてください。 

230324－学籍番号－英語氏名（すべて大文字） 
（例）230324－C1IM9999－TOHOKU＿DAIJIRO 

https://forms.gle/UBeTEsTLXC9QFkhg8 

 
２～４群 
各研究室が所属する群の指示に従って提出すること 
２群→電子情報システム・応物系事務室 １月２７日（金） 
３群→機械・知能系事務室     ２月２日（木）１７時 
４群→人間・環境系事務室     ２月１日（水）正午 

 
提出 
書類 内  容 提出先及び提出期限 

博

士

学

位

論

文 

博士学位論文 １部 
 

※「表紙」様式を一番

前につけること。 
提出が電子データの

場合はダウンロード

した様式を使うこと。

冊子体の場合は指定

の表紙用紙(水色)を使

うこと。 

１・５・６・７群・その他（複雑系統計科学講座(連携講座)など）  
PDF 形式で Google フォームにアップロードすること。 
そのとき論文ファイル名は次のとおりにしてください。 

230324－学籍番号－英語氏名（全て大文字） 
(例)230324－C1ID9999－TOHOKU＿DAIJIRO 
 

１月２０日（金） 
https://forms.gle/HN4y4w2fVuSPmNnj7 

 
２～４群 
各研究室が所属する群の指示に従って提出すること 
２群→電子情報システム・応物系事務室１月１０日（火） 
３群→機械・知能系事務室    １月１０日（火）１７時 
４群→人間・環境系事務室    １月２０日（金）１７時 

研

究

指

導

認

定

書 

研究指導認定 １部 
 

（主査から受領して 
  博士学位論文に添え

て提出） 

 令和４年１２月１５日 情報科学研究科 

https://www.is.tohoku.ac.jp/jp/forstudents/completion/thesis.html
https://forms.gle/UBeTEsTLXC9QFkhg8
https://forms.gle/HN4y4w2fVuSPmNnj7


To all students who will complete their studies  
Master program and Doctor’s program in March 2023 
 

Submission of Master’s thesis 
Submission of Doctoral Dissertation 
 

Students who plan to complete their studies at the Graduate School of Information Sciences 
in March 2023 are required to submit a thesis or a dissertation as follows. 

Please download the forms to be used when submitting the dissertation from the「学位論文・

修了手続関係」page of the Graduate School of Information Science and Technology Web site. 
     https://www.is.tohoku.ac.jp/jp/forstudents/completion/thesis.html 
 
For submission of the thesis in booklet form, please pick up the "cover page of the master's 

thesis" and "strings" from the Educational Affairs Section of the GSIS or each department in 
the School of Engineering.  
Documents 
submitted Contents Submission and deadline 

M a s te r‘s 
t h e s i s 

Master’s thesis  
1 copy 

 
※The distributed  
"cover" must be placed 
at the very front. 
 
・If the submission is 
electronic data, use the 
downloaded form. If 
the submission is in 
booklet form, use the 
designated cover sheet 
(yellow). 

Group１・５・６・７      February 9 (Thursday) 
Upload the file in PDF format to Google Forms. 
The name of the paper file should then be as follows 
230324-Student ID number-English name (all capital letters) 

(Example): 230324-C1IM99999TOHOKU_DAIJIRO 
 
 https://forms.gle/UBeTEsTLXC9QFkhg8 

 
Group２～４ 

Submit according to the instructions of the group to which 
each laboratory belongs. 

Group２→Electrical Engineering and Applied Physics office 
 January 27(Friday) 

Group３→Mechanical and Aerospace Engineering office    

February 2 (Thursday) 5 P.M. 
Group４→Civil Engineering and Architecture office 

    February 1 (Wednesday) noon 

D o c t o r a l 
Dissertation 

Doctoral Dissertation 
…1 copy 

 
※Place the "cover" 
form at the front. 
If the form is 
submitted 
electronically, use the 
downloaded form.  
If the submission is in 
booklet form, use the 
designated cover sheet 
(light blue). 

Group１・５・６・７ other     January 20 (Friday) 
（Complex Systematics Chair (Cooperative Chair), etc.）  

Upload the file in PDF format to Google Forms. 
The name of the paper file should then be as follows 
230324-Student ID number-English name (all capital letters) 

(Example) 230324-C1ID9999-TOHOKU_DAIJIRO 
 
https://forms.gle/HN4y4w2fVuSPmNnj7 

 
 

Group２～４ 
According to the instructions of the group to which each 

laboratory belongs. 
to be submitted 

・Group２→Electrical Engineering and Applied Physics office  
January 10 (Tuesday) 

・Group３→Mechanical and Aerospace Engineering 
January 10 (Tuesday) 5 P.M. 

・Group４→Civil Engineering and Architecture office 
January 20 (Friday) 5 P.M. 

R e s e a r c h 
G u i d a n c e 
A p p r o v a l 

Research Guidance 
Approval …1 copy 

 
(Receive from the 
Chief Examiner and 
submit it along with 
Doctoral dissertation.) 

  

https://www.is.tohoku.ac.jp/jp/forstudents/completion/thesis.html
https://forms.gle/UBeTEsTLXC9QFkhg8
https://forms.gle/HN4y4w2fVuSPmNnj7

