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新潟県立看護大学リポジトリ運用指針 

（平成22年11月18日制定） 

改正 平成25年４月１日 

改正 平成27年12月１日 

 

第１ 趣旨 

新潟県立看護大学図書館（以下「図書館」という。）は、新潟県立看護大学（以下「本

学」という。）において生成された研究成果・教育資源等（以下「コンテンツ」という。）

を収集し、新潟県立看護大学リポジトリ（NICONURS：Niigata College of Nursing 

Repository。以下「NICONURS」という。）に恒久的に蓄積・保存し、学内外に電子的手

段により無償で発信・提供することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、

社会に対する貢献を果たすものとする。 

 

第２ 登録者 

NICONURSにコンテンツを登録することができる者（以下「登録者」という。）は、次

に掲げる者とする。 

（1） 本学に在籍する、又は在籍したことのある教職員及び大学院生 

（2） その他、新潟県立看護大学図書館長（以下「図書館長」という。）が特に認めた者 

 

第３ 登録対象 

NICONURSに登録できるコンテンツは、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 

（1） 登録者が生成に関与したもの 

（2） 法令上・社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないもの 

（3） 学内外の利用者（以下「利用者」という。）が全文をダウンロードあるいは出力で

きるもの 

（4） 資料の種別として以下のいずれかに該当するもの 

① 学術論文 

② 調査・研究報告書（科学研究費補助金その他の外部資金による研究成果を含む。） 

③ 学会・会議等での発表資料 

④ 修士学位論文又はその要旨 

⑤ 授業で使用した教材 

⑥ 一般雑誌論文もしくは新聞記事 

⑦ 本学刊行物 

⑧ その他、図書館長が特に認めたもの 

 

 

第４ 登録申請 

１ 登録者は、新潟県立看護大学リポジトリ登録申請書（様式第１号）を図書館長に提出

し、登録を行うものとする。 

２ 登録者は、図書館に登録の代行を依頼することができる。 
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第５ コンテンツの許諾 

登録者は、登録申請するコンテンツについて、予め次の事項の許諾を得ておかなけれ

ばならない。 

（1） 著作権が複数の者に帰属している場合は、すべての共著作権者の許諾 

（2） コンテンツの公開が肖像権又は情報に関する権利と抵触する場合は、その権利が帰

属する者の許諾 

（3） コンテンツに含まれる古書資料等が公開に支障がある場合は、古書資料等を所蔵す

る者の許諾 

 

第６ コンテンツの取扱い 

図書館長は、登録を許可したコンテンツを次の各号に掲げる方法により取り扱うもの

とする。 

（1） コンテンツを複製し、NICONURSを構築するサーバに期限を設けず格納する。 

（2） ネットワークを通じて、前号の複製物を不特定多数に電子的手段により無償で公開

する。 

（3） コンテンツを保存及び利用可能性維持のために必要に応じて、媒体変換等を行う。 

 

第７ 著作権 

NICONURSに登録されたコンテンツの著作権は、著作権者から移転しない。ただし、NIC

ONURSとして形成されたデータベースの著作権は、本学に帰属する。 

 

第８ コンテンツの削除 

図書館長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、登録されたコンテンツを非公開

化または削除することができる。 

（1） 登録者から理由を付して非公開化または削除の申請を受け、図書館長が妥当である

と判断した 場合 

（2） 図書館長が社会的にみて、公開が適当でないと判断した場合 

 

第９ 著作権の周知 

図書館は、利用者に対して著作権法を遵守し、同法に定める目的と範囲内で登録され

たコンテンツを利用するよう周知する。 

 

第10 免責 

１ 登録されたコンテンツの内容に関する責任は、当該登録者が負うものとする。 

２ 本学は、NICONURSでのコンテンツの公開あるいは利用によって生じたいかなる損害に

ついても、一切責任を負わないものとする。 

 

第11 その他 
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この指針に定めのない事項については、図書館長が別に定める。 

 

附 則  

１ この指針は、平成22年12月１日から施行する。 

２ 第５の規定に拘らず、この指針の施行の前日においてNICONURSに試験公開されている

コンテンツは、この指針の施行日をもって、登録を許可されたものとみなす。 

  附 則 

この指針は、平成25年４月１日から施行する。 
 附 則 
この指針は、平成27年12月１日から施行する。 
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新潟県立看護大学リポジトリ登録申請書 
Niigata College of Nursing Repository Registration Application 

 
新潟県立看護大学図書館長 様 

To the Director of the Niigata College of Nursing Library 
記入日Application Date 平成   年   月   日(Y/M/D) 
氏 名Name(英語表記も) 印 

所属機関名Organization  

電話番号Telephone number  

E-mail  

 

私は、「新潟県立看護大学リポジトリ運用指針」に基づき、下記の研究成果・教育資源を新潟県立看

護大学リポジトリに登録することを申請します。共著者がいる場合は、全員の同意を得ています。 

I hereby apply for my research as detailed below to be registered with the Niigata College of 
Nursing Repository in accordance with the official procedures of the Niigata College of Nursing 
Repository. I confirm that all contributing authors have provided their consent for registration.  

記  

研究成果・ 

教育資源の種類 

Research or 

educational material 

classification 

□  学術論文 Academic paper □  調査・研究報告書 Survey/research report   

□  学会・会議等発表資料 Documents related to presentations to a professional 

association or meeting 

□  修士論文（全文）Master’s Thesis (Full text)  

□  修士論文（要旨）Master’s Thesis (Abstract)  

□  授業で使用した教材 In-class Educational resource materials  

□ 一般雑誌論文・新聞記事 Magazine / newspaper article  

□  本学刊行物 College publication □  その他 Other（         ） 

資料名・論題名Title 
 

著者名Author(s) 
 

掲
載
誌 

誌名  
Journal title 

 

巻・号Volume  ページ Page number(s)  

出版者Publisher  出版年 Date of publication  
追加したいキーワード 

Keywords（5個程度5word max） 

 

公開日の希望 
Desired date of open access 

□  特になし Date unspecified 

□  平成   年   月   日より公開希望 After specified date (Y/M/D) 

 

事務処理欄 
 

出版者からの回答 年   月   日 登録作業日 年   月   日  

様式第１号（運用指針第５関係） 


