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東洋英和女学院大学学術リポジトリ登録申請書 

 

東洋英和女学院大学図書館長 殿 

 

「東洋英和女学院大学学術リポジトリ運用指針」に同意し、下記の通り学術研究成果物のリポジトリへ

の登録を申請します。 

記 

■ 申請者情報              年   月   日 

申請者氏名                                 印 

申請者所属  

e-mail  

 

■ 登録成果物情報 

論題ほか書誌情報： 著者名, 論題, 掲載資料名, 巻号,  

出版年月, ページ 

公開希望日 

どちらかに○ 

ライセンス(詳細は裏面) 

いずれかに○ 

 １．特になし（即時） 

２．  年   月  

日から 

1. CC：表示 

2. CC：表示–継承 

3. CC：表示–改変禁止 

4. CC：表示–非営利 

5 .CC：表示–非営利–継承 

6. CC：表示–非営利–改変禁止 

7. 指定しない 

 １．特になし（即時） 

２．  年   月  

日から 

1. CC：表示 

2. CC：表示–継承 

3. CC：表示–改変禁止 

4. CC：表示–非営利 

5 .CC：表示–非営利–継承 

6. CC：表示–非営利–改変禁止 

7. 指定しない 

 １．特になし（即時） 

２．  年   月  

日から 

1. CC：表示 

2. CC：表示–継承 

3. CC：表示–改変禁止 

4. CC：表示–非営利 

5 .CC：表示–非営利–継承 

6. CC：表示–非営利–改変禁止 

7. 指定しない 

※登録対象が 3 件を超える場合は、リストをデータにてご提出ください。 

 

■ 登録にあたっての確認事項 

登録にあたって、以下の項目全てに同意して頂くことが必要です。承諾のサインとして、同意する項目

に○を記入してください。 

確認事項 同意する 

利用・保存のため、必要な複製・媒体変換を行う  

インターネットに無償で公開する  

学術成果物には、リポジトリ登録・公開にあたって本人の同意が得られていない個人情

報は、含まれていない 

 

学術成果物の共著者はいない、または共著者全員の許諾を得た  

 

【書類提出・問い合せ先】 東洋英和女学院大学図書館 e-mail  libweb@toyoeiwa.ac.jp 



■ ライセンスについて

 

ご自分の論文をどのように再利用されることを望むかを、クリエイティブコモンズライセンスを利用

して意思表示します。以下のライセンスを選択可能です。

 

ライセンス

1. CC：表示

 

2. CC：表示

 

3. CC：表示

 

4. CC：表示

 

5 .CC：表示

 

6. CC：表示

 

7. 指定しない

※1 著者のクレジットとは、著者名、論文名、掲載誌名など論文情報。

※2 クリエイティブコモンズの詳細

※3 論文の著作権が執筆者、出版社（学協会）どちらが有するか不明な場合は、図書館にご相談下さい。

 

ライセンスについて

ご自分の論文をどのように再利用されることを望むかを、クリエイティブコモンズライセンスを利用

して意思表示します。以下のライセンスを選択可能です。

ライセンス 

：表示 

：表示–継承 

：表示–改変禁止 

：表示–非営利 

：表示–非営利–継承

：表示–非営利–改変禁止

指定しない 

著者のクレジットとは、著者名、論文名、掲載誌名など論文情報。

クリエイティブコモンズの詳細

論文の著作権が執筆者、出版社（学協会）どちらが有するか不明な場合は、図書館にご相談下さい。

ライセンスについて 

ご自分の論文をどのように再利用されることを望むかを、クリエイティブコモンズライセンスを利用

して意思表示します。以下のライセンスを選択可能です。

ライセンスマーク

継承 

改変禁止 

指定しない

著者のクレジットとは、著者名、論文名、掲載誌名など論文情報。

クリエイティブコモンズの詳細 http://creativecommons.jp/licenses/

論文の著作権が執筆者、出版社（学協会）どちらが有するか不明な場合は、図書館にご相談下さい。

ご自分の論文をどのように再利用されることを望むかを、クリエイティブコモンズライセンスを利用

して意思表示します。以下のライセンスを選択可能です。

ライセンスマーク 

指定しない 

著者のクレジットとは、著者名、論文名、掲載誌名など論文情報。

http://creativecommons.jp/licenses/

論文の著作権が執筆者、出版社（学協会）どちらが有するか不明な場合は、図書館にご相談下さい。

ご自分の論文をどのように再利用されることを望むかを、クリエイティブコモンズライセンスを利用

して意思表示します。以下のライセンスを選択可能です。

 

 

著者のクレジットを表示することを主な条件とし、改変はもちろ

ん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高い

センス。 

 

著者のクレジットを表示し、改変した場合には元の作品と同じ

ライセンスで公開することを主な条件に、営利目的での二次利用

も許可される

 

著者のクレジットを表示し、かつ元の作品を改変しないことを主

な条件に、営利目的での利用（転載、コピー、共有）が行える

ライセンス。

 

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であることを主な条

件に、改変したり再配布したりすることができる

 

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を

行った際には元の作品と同じ組み合わせの

することを主な条件に、改変したり再配布したりすることができ

る CC ライセンス。

 

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であり、そして元の

作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できる

CC ライセンス。

特に指定されない場合は、「

University

のではありません。論文の著作権はあくまで執筆者、出版社（学

協会）が有します。

著者のクレジットとは、著者名、論文名、掲載誌名など論文情報。

http://creativecommons.jp/licenses/

論文の著作権が執筆者、出版社（学協会）どちらが有するか不明な場合は、図書館にご相談下さい。

ご自分の論文をどのように再利用されることを望むかを、クリエイティブコモンズライセンスを利用

して意思表示します。以下のライセンスを選択可能です。 

ライセンスの内容

著者のクレジットを表示することを主な条件とし、改変はもちろ

ん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高い

 

著者のクレジットを表示し、改変した場合には元の作品と同じ

ライセンスで公開することを主な条件に、営利目的での二次利用

も許可される CC ライセンス。

著者のクレジットを表示し、かつ元の作品を改変しないことを主

な条件に、営利目的での利用（転載、コピー、共有）が行える

ライセンス。 

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であることを主な条

件に、改変したり再配布したりすることができる

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を

行った際には元の作品と同じ組み合わせの

することを主な条件に、改変したり再配布したりすることができ

ライセンス。 

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であり、そして元の

作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できる

ライセンス。 

特に指定されない場合は、「

University」と表示しますが、論文の著作権を大学に譲渡するも

のではありません。論文の著作権はあくまで執筆者、出版社（学

協会）が有します。 

著者のクレジットとは、著者名、論文名、掲載誌名など論文情報。 

http://creativecommons.jp/licenses/ 

論文の著作権が執筆者、出版社（学協会）どちらが有するか不明な場合は、図書館にご相談下さい。

ご自分の論文をどのように再利用されることを望むかを、クリエイティブコモンズライセンスを利用

ライセンスの内容

著者のクレジットを表示することを主な条件とし、改変はもちろ

ん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高い

著者のクレジットを表示し、改変した場合には元の作品と同じ

ライセンスで公開することを主な条件に、営利目的での二次利用

ライセンス。 

著者のクレジットを表示し、かつ元の作品を改変しないことを主

な条件に、営利目的での利用（転載、コピー、共有）が行える

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であることを主な条

件に、改変したり再配布したりすることができる

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を

行った際には元の作品と同じ組み合わせの

することを主な条件に、改変したり再配布したりすることができ

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であり、そして元の

作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できる

特に指定されない場合は、「Copyright© 2015 by Toyo Eiwa

」と表示しますが、論文の著作権を大学に譲渡するも

のではありません。論文の著作権はあくまで執筆者、出版社（学

 

論文の著作権が執筆者、出版社（学協会）どちらが有するか不明な場合は、図書館にご相談下さい。

ご自分の論文をどのように再利用されることを望むかを、クリエイティブコモンズライセンスを利用

ライセンスの内容 

著者のクレジットを表示することを主な条件とし、改変はもちろ

ん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高い

著者のクレジットを表示し、改変した場合には元の作品と同じ

ライセンスで公開することを主な条件に、営利目的での二次利用

著者のクレジットを表示し、かつ元の作品を改変しないことを主

な条件に、営利目的での利用（転載、コピー、共有）が行える

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であることを主な条

件に、改変したり再配布したりすることができる CC

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を

行った際には元の作品と同じ組み合わせの CC ライセンスで公開

することを主な条件に、改変したり再配布したりすることができ

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であり、そして元の

作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できる

Copyright© 2015 by Toyo Eiwa

」と表示しますが、論文の著作権を大学に譲渡するも

のではありません。論文の著作権はあくまで執筆者、出版社（学

論文の著作権が執筆者、出版社（学協会）どちらが有するか不明な場合は、図書館にご相談下さい。 

(2012.6

ご自分の論文をどのように再利用されることを望むかを、クリエイティブコモンズライセンスを利用

著者のクレジットを表示することを主な条件とし、改変はもちろ

ん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高い CC ライ

著者のクレジットを表示し、改変した場合には元の作品と同じ CC

ライセンスで公開することを主な条件に、営利目的での二次利用

著者のクレジットを表示し、かつ元の作品を改変しないことを主

な条件に、営利目的での利用（転載、コピー、共有）が行える CC

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であることを主な条

CC ライセンス。

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を

ライセンスで公開

することを主な条件に、改変したり再配布したりすることができ

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であり、そして元の

作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できる

Copyright© 2015 by Toyo Eiwa

」と表示しますが、論文の著作権を大学に譲渡するも

のではありません。論文の著作権はあくまで執筆者、出版社（学

 

6) 

著者のクレジットを表示することを主な条件とし、改変はもちろ

ライ

CC

ライセンスで公開することを主な条件に、営利目的での二次利用

著者のクレジットを表示し、かつ元の作品を改変しないことを主

CC

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であることを主な条

ライセンス。 

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を

ライセンスで公開

することを主な条件に、改変したり再配布したりすることができ

著者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であり、そして元の

作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できる

Copyright© 2015 by Toyo Eiwa 

」と表示しますが、論文の著作権を大学に譲渡するも

のではありません。論文の著作権はあくまで執筆者、出版社（学


