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■KA011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA011／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA012／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA013／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 恭司（TOYAMA KYOJI） 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA014／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA015／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA016／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA017／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
荒川 章義(ARAKAWA AKIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA018／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA019／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
池上 岳彦(IKEGAMI TAKEHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA020／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA021／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
小鞠 昭彦(KOMARI AKIHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA022／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
厳 成男(YAN CHENGNAN) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA023／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
田中 光史(TANAKA KOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 27 - 

■KA024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA024／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA025／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA026／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA027／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA028／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA029／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA030 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA030／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA031／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA033／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
二宮 健史郎(NINOMIYA KENSHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA035／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA036／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA037 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA037／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA038 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA038／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 敬三（GOTO KEIZO） 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA039 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA039／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
関口 智(SEKIGUCHI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA040 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA040／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 隆(SUGANUMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA041／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA042／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA043／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
森本 壮亮(MORIMOTO SOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA045／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA046／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
米谷 健司(KOMETANI KENJI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA047 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA047／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
小室 裕一(KOMURO YUICHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA048 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA048／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
内野 一樹(UCHINO KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA049 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA050／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士（SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA050 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA050／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA051／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA052／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA053／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 恭司（TOYAMA KYOJI） 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA054／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA055／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA056／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA057／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
荒川 章義(ARAKAWA AKIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA058 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA058／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA059 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA059／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
池上 岳彦(IKEGAMI TAKEHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA060 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA060／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA061／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
小鞠 昭彦(KOMARI AKIHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA062／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
厳 成男(YAN CHENGNAN) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA063／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
田中 光史(TANAKA KOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA064／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA065／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA066／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA067 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA067／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA068 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA068／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA069 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA069／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA070 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA070／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA071／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA073／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
二宮 健史郎(NINOMIYA KENSHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA075／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA076 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA076／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA077 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA077／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA078 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA078／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 敬三（GOTO KEIZO） 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA079 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA079／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
関口 智(SEKIGUCHI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA080 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA080／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 隆(SUGANUMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA081／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA082／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA083／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
森本 壮亮(MORIMOTO SOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA085／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA086／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
米谷 健司(KOMETANI KENJI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA087／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
小室 裕一(KOMURO YUICHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA088／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
内野 一樹(UCHINO KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA090／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士（SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA090／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA091／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
金子 勝(KANEKO MASARU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA094 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA094／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
金子 勝(KANEKO MASARU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA095／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA096 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA096／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA097 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA097／演習特別指導１ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けた準備プロセス 

担当者名 

（Instructor） 
平嶋 彰英(HIRASHIMA AKIHIDE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

基本的な知識を修得し，修士論文構想をまとめ，発表できる力を身につける。 

 

The Graduate School of Economics' curriculum objective is that "students will receive a general yet specialized education in 

the College of Economics, researching economics and accounting, mastering their intricacies, while cultivating character based 

in Christian virtues and contributing to cultural progress." In order to stay true to this objective, students will acquire 

fundamental knowledge on economics and accounting. They will finalize their plans for their master's thesis, sharpening their 

presentation abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文執筆を準備するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリテ

ィを意識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文構想発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。構想発表会にお

ける検討をうけて，スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis concept presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the concept presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成指導教員を決定し，2 研究科ガイダンスを受け，3 初回受講の確認を経て，4 初回指導にの

ぞむこと。 

2. ★論文仮テーマ（仮タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のつ

いた項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。「目標規定文」にま

で絞り込むための第一歩とする。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし，気になることがらについて，「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか」「本当に，そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など，多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通する基本的な手法といえる。 

10. その他のアプローチとして，「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「インタビューと整理」，「実験と考察」，

「モデル化とシミュレーション」なども。 

11. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

12. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1，OPAC，CiNii Books，GeNii，Google Scholar，CiNii Articles，magazineplus，

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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13. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

14. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

15. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

16. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

17. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

18. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成（章立て） を考

える。 

19. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

20. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

21. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

22. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

23. 修士論文構想発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

24. 修士論文構想発表会（11－12月）での報告。 

25. 修士論文構想発表会における反省，コメント等をふまえ，構想を再検討，再構成。 

26. スケルトンシートの再確認。 

27. 論文テーマの再確認。 

28. 論文の推敲と再構成。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文構想発表会等における報告(40%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA098 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA098／演習特別指導２ 

(Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
平嶋 彰英(HIRASHIMA AKIHIDE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表，草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations before creating and submitting their 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。修士論文草稿発表会を経て，論文を作成し提出する。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. After master’s thesis draft presentation, students will create and 

submit their theses. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 修士論文作成副指導教員届を提出し，2 初回受講の確認を経て，3 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 
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WorldCat などを目的に応じて用いる。 

14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

15. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

16. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

17. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

18. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

19. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

20. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

21. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

22. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

23. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

24. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

25. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

26. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

27. 論文の再確認。 

28. 論文の推敲。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，草稿発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA101／経済学史特論１ 

(Special Lecture on History of Economic Doctrines 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典派経済学演習 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典派経済学を研究する上で基本的な研究文献とみなされる優れた二次文献の読解を通じて，古典派経済学研究のための基

礎を固めることを目標とする。 

 

To research classical economics, students will read quality derivative literatures regarded as foundational research literatures. 

Students will strengthen their foundations in researching classical economics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大学院生の専門に合わせて，古典派経済学研究に必要な一次文献，二次文献を輪読する。参加者は十分な予習が必要であ

る。 

 

In this seminar, we will read the primary and secondary literature necessary for the study of classical economics according to 

the research area of graduate students. Participants need sufficient preparation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

2. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

3. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

4. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

5. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

6. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

7. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

8. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

9. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

10. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

11. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

12. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

13. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

14. 一次・二次文献の輪読および研究報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習参加者は，テキストの当該箇所で論じられている経済学者，ならびに経済文献について，あらかじめ調べ，テキストでの引用

のされ方・意味づけのされ方と，原典の当該箇所とを比較対照しなくてはならない。また基礎的なマクロ経済学の分析道具に慣

れること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

英文テキスト読解(30%)/研究報告(30%)/レポート(30%)/口頭試問(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は演習中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では院生への質問を活発に行うので，活発な受講態度が求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA102／経済学史特論２ 

(Special Lecture on History of Economic Doctrines 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典派経済学の原典読解 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス古典派経済学の原典の読解を通じて，原典の正確な理解に努めるとともに，新たな古典派経済学研究の基礎を固める

ことを目標とする。 

 

By reading original classical economic works from UK, students will work to acquire correct understanding about these originals 

and strengthen foundation of new classical economic research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前年度は，T.R. Malthus, Principles of Political Economy, 2nd edtion, 1836 を読んだ。今年度も，イギリス古典派経済学の原典を

輪読する。 

 

Last year students have read T.R. Malthus, Principles of Political Economy, 2nd edition, 1836. This year, we will continue reading 

the source of Ｅｎｇｌｉｓｈ classical economics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イギリス古典派金融理論について 

2. 原典読解 

3. 原典読解 

4. 原典読解 

5. 原典読解 

6. 原典読解 

7. 原典読解 

8. 原典読解 

9. 原典読解 

10. 原典読解 

11. 原典読解 

12. 補足および研究報告 

13. 補足および研究報告 

14. 補足および研究報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

19 世紀古典派金融理論の原書を読み解くには，デイヴィッド・ヒューム，アダム・スミス，デイヴィッド・リカードウらの金融理論らが

展開した議論が当然のように下敷きになっていることを銘記しなくてはならない。また，必要な二次文献については演習中に指示

するので，それらについて当たっておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

英文テクスト読解(30%)/口頭試問(30%)/発表(30%)/レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては，演習中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

二次文献については演習中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習では院生への質問を活発に行なう予定なので，積極的な受講態度を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA103／流通・分配特論１ 

(Special Lecture on Theory of Commodities and Income Distribution 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『資本論』からマルクスの経済学の基本を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
森本 壮亮(MORIMOTO SOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

K.マルクスの『資本論』を読むことで、古典派経済学およびマルクス経済学の基礎を習得する。 

 

Students will learn basic theories of Marxian economics and classical economics by reading Das Kapital by K. Marx. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『資本論』を実際に読んでいくことにより、古典派経済学およびマルクス経済学の基本を学んでいく。 

具体的に『資本論』のどの部分を、毎回どの分量で読んでいくかは、受講者の希望も聞いて最終的に判断するが、一つのプラン

としては、下記の「授業計画」欄のように読み進めていくことを考えている。このプランは第一巻部分となっているが、第一巻部分

の知識がある受講者の場合は、第二巻・第三巻部分を読んでもよい。 

 

Students will learn basic theories of Marxian economics and classical economics by reading Das Kapital. 

Professor will listen to and discuss with students to decide which parts of Das Kapital and how much students will read every 

time. The following lesson plan is one of the reading recommendations. With this plan, students will read the first volume but 

those who know the first volume may read the second and third volumes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、各自の自己紹介と研究の方向性について 

2. 第一版序文、第二版後記、フランス語版序文および後記、第三版へ、英語版序文、第四版へ 

3. 第 1 章第 1 節～第 3 節 A 

4. 第 1 章第 3 節 B～第 2 章 

5. 第 3 章 

6. 第 4 章 

7. 第 5 章～第 6 章 

8. 第 7 章～第 8 章第 3 節 

9. 第 8 章第 4 節～第 7 節 

10. 第 9 章～第 11 章 

11. 第 12 章 

12. 第 13 章第 1 節～第 5 節 

13. 第 13 章第 6 節～第 10 節 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回進んでいく『資本論』の該当部分を事前に読み、担当箇所のレジュメを作るほか、授業後に参考文献などを用いて復習する

こと。なお、毎回のレジュメ作成や復習には、「参考文献」欄に示す『資本論体系』（有斐閣）の各巻が非常に参考になるはずであ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所のレジュメ作成(60%)/毎回の議論等への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. K.マルクス、『資本論』、新日本出版社、大月書店 

『資本論』の邦訳は幾種類もあるが、本授業においては、新日本出版社のものか、大月書店（国民文庫）のものを推奨する（実際

にこれまでの研究論文等々で用いられてきた用語と合わせるため）。新日本出版社の方が新しく、誤訳が修正されていたりする

が、大月書店の岡崎訳の方が読みやすい日本語が用いられている。実際に授業で用いる限りでは、両訳書に大差はないので、

受講者の好みの方を用いてくれて構わない。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 富塚良三・服部文男・本間要一郎（編）、1984～2001、『資本論体系（各巻）』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA104／流通・分配特論２ 

(Special Lecture on Theory of Commodities and Income Distribution 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
[『資本論』からマルクスの経済学の基本を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
森本 壮亮(MORIMOTO SOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

K.マルクスの『資本論』を読むことで、古典派経済学およびマルクス経済学の基礎を習得する。 

 

Students will learn basic theories of Marxian economics and classical economics by reading Das Kapital by K. Marx. 

 

授業の内容（Course Contents） 

流通・分配特論１に引き続いて、『資本論』を実際に読んでいくことにより、古典派経済学およびマルクス経済学の基本を学んでい

く。また、最後に各受講者の研究内容と関連する部分（興味を持った部分）についての研究報告もおこなってもらう予定である。 

 

After Special Lecture on Theory of Commodities and Income Distribution 1, students will learn basic theories of Marxian and 

classical economics by reading Das Kapital by K. Marx. In addition, students will submit research reports in the end on relevant 

parts with their research (part where they were interested in). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、割り振り 

2. 第 14 章～第 16 章 

3. 第 17 章～第 19 章 

4. 第 20 章～第 22 章第 1 節 

5. 第 22 章第 2 節～第 5 節 

6. 第 23 章第 1 節～第 3 節 

7. 第 23 章第 4 節～第 5節 d 

8. 第 23 章第 5節 e～f 

9. 第 24 章第 1 節～第 3 節 

10. 第 24 章第 4 節～第 25 章 

11. これまでのまとめ（１） 

12. これまでのまとめ（２） 

13. 各個人が興味をもったテーマについての研究報告（１） 

14. 各個人が興味をもったテーマについての研究報告（２）  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回進んでいく『資本論』の該当部分を事前に読み、担当箇所のレジュメを作るほか、授業後に参考文献などを用いて復習する

こと。なお、毎回のレジュメ作成や復習には、「参考文献」欄に示す『資本論体系』（有斐閣）の各巻が非常に参考になるはずであ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所のレジュメ(60%)/毎回の議論への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. K.マルクス、『資本論』、新日本出版社、大月書店 

『資本論』の邦訳は幾種類もあるが、本授業においては、新日本出版社のものか、大月書店（国民文庫）のものを推奨する（実際

にこれまでの研究論文等々で用いられてきた用語と合わせるため）。新日本出版社の方が新しく、誤訳が修正されていたりする

が、大月書店の岡崎訳の方が読みやすい日本語が用いられている。実際に授業で用いる限りでは、両訳書に大差はないので、

受講者の好みの方を用いてくれて構わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 富塚良三・服部文男・本間要一郎（編）、1984～2001、『資本論体系（各巻）』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA105／価値論特論１ 

(Special Lecture on Theory of Value 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『資本論』および『資本論草稿』を読解し，内容を正確に理解する。また、それをつうじて、マルクスの経済学批判体系の現代的意

義についての理解を深めるとともに、関連する論争や学説についての理解も深める。 

 

To read and understand Karl Marx's 'Capital ' and 'Manuscript of Capital' correctly. Through this, students deepen their 

understanding of the contemporary significance of Marx's critique of political economy, as well as their understanding of related 

disputes and theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『資本論』および関連草稿を輪読する。詳細は参加院生の研究テーマを踏まえて決定する。 

 

Participants read 'Capital' and related drafts. Details will be decided based on the research themes of the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（１） 

3. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（２） 

4. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（３） 

5. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（４） 

6. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（５） 

7. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（６） 

8. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（７） 

9. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（８） 

10. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（９） 

11. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（１０） 

12. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（１１） 

13. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（１２） 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの予習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カール・マルクス、『資本論』、大月書店 

2. カール・マルクス、『資本論草稿集』、大月書店 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA106／価値論特論２ 

(Special Lecture on Theory of Value 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『資本論』および『資本論草稿』を読解し，内容を正確に理解する。また、それをつうじて、マルクスの経済学批判体系の現代的意

義についての理解を深めるとともに、関連する論争や学説についての理解も深める。 

 

To read and understand Karl Marx's 'Capital ' and 'Manuscript of Capital' correctly. Through this, students deepen their 

understanding of the contemporary significance of Marx's critique of political economy, as well as their understanding of related 

disputes and theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『資本論』および関連草稿を輪読する。詳細は参加院生の研究テーマを踏まえて決定する。 

 

Participants read 'Capital' and related drafts. Details will be decided based on the research themes of the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（１） 

3. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（２） 

4. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（３） 

5. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（４） 

6. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（５） 

7. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（６） 

8. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（７） 

9. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（８） 

10. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（９） 

11. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（１０） 

12. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（１１） 

13. 『資本論』および関連草稿のテキストないし関連論文の輪読（１２） 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの予習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カール・マルクス、『資本論』、大月書店 

2. カール・マルクス、『資本論草稿集』、大月書店 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA107／景気変動特論１ 

(Special Lecture on Business Cycles 1) 

担当者名 

（Instructor） 
二宮 健史郎(NINOMIYA KENSHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済の供給面を重視する（新）古典派経済学と需要面を重視するケインズ経済学の相違を理解した上で、ポスト・ケインズ派マク

ロ動学モデルの分析手法の基礎を修得することを本講義の目標とする。 

 

Students will understand differences between (neo) classical economics which emphasize supply and Keynesian economics 

which emphasizes demand. The goal of this class is to help students to learn basic analysis methods in post-Keynesian 

macrodynamic model. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古典派、ケインズ派の基本モデルを学習したのち、ポスト・ケインズ派マクロ動学モデルの分析手法を学習する。さらに、その応

用例としてポスト・ケインズ派マクロ動学モデルの一つであるカルドア型循環モデルと数値シミュレーションの方法を学習する。ポ

スト・ケインズ派のマクロ動学では、Hopf の分岐定理を適用した閉軌道の存在証明など、非線形経済動学が用いられている。 

 

While learning basic classical and Keynesian models, students will learn how to analyze post-Keynesian macrodynamic model. As 

its application, students will learn Kaldor cycle model, one of post-Keynesian macrodynamic model, and numeral simulation 

method. Post-Keynesian macrodynamics use non-linear economics such as proving existence of closed orbit with Hopf branch 

theorem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 現代の経済と経済学の考え方 

3. 古典派モデル(1) 

4. 古典派モデル(2) 

5. ケインズ派モデル(1) 

6. ケインズ派モデル(2) 

7. マクロ動学分析の方法(1) 

8. マクロ動学分析の方法(2) 

9. マクロ動学分析の方法(3) 

10. カルドア型循環モデル(1) 

11. カルドア型循環モデル(2) 

12. 数値シミュレーションの方法(1) 

13. 数値シミュレーションの方法(2) 

14. ポスト・ケインズ派マクロ動学の展開 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習に重点を置くことを勧める。経済数学(特に、微分、微分方程式など)を予習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート(30%)/出席討論(70%) 

授業の性質上、全回出席を前提とする。                                                   2020

年 4 月 22 日成績評価方法・基準変更【変更理由：オンライン授業になることになることに伴う変更】変更前の記載内容 平常点

100％（授業の報告・討論 40％・授業内テスト 60％） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 二宮健史郎、2018、『金融不安定性のマクロ動学』、大月書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 二宮健史郎、2006、『金融恐慌のマクロ経済学』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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景気変動特論 2 も受講することが望ましい。マクロ経済学、ミクロ経済学の基礎は修得済みであることを前提として講義する。本

科目では、報告やディスカッションなどの双方向形式で行われることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA108／景気変動特論２ 

(Special Lecture on Business Cycles 2) 

担当者名 

（Instructor） 
二宮 健史郎(NINOMIYA KENSHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サブプライム問題に端を発した世界的な金融危機により、異端の経済学者ミンスキーの金融不安定性仮説は注目を集めた。 本

講義では、金融不安定性仮説を数理モデルに展開した諸研究を概観することにより金融的な景気変動を理解し、モデル分析の

素養を身につけることを目標とする。 

 

After global financial crisis triggered by sub-prime crisis, many have focused on financial instability hypothesis by unorthodox 

economist Minsky. In this class, students will review various researches that apply mathematical models on financial instability 

hypothesis. Through this, students will understand economic climate trend and acquire knowledge of model analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、ミンスキーの金融不安定性仮説、金融不安定性仮説を数理モデルに展開した諸研究を概観し、関連する論文を輪

読する。授業計画の「報告」と書かれている部分は、受講者による論文などの報告である。報告してもらう論文等はこちらが指定

する。報告者は、レジュメ、スライド（TeX of Power Point)等を作成して報告すること。 

 

In this class, students will review various researches that apply mathematical models on financial instability hypothesis and read 

relevant papers. The "report" in the lesson plan refers to the report by students such as papers. Professor will determine 

theses and other reports to be submitted. Students will create reports such as summaries and slides (TeX or PowerPoint). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 金融不安定性仮説の基本的な考え方(1) 報告 

3. 金融不安定性仮説の基本的な考え方(2) 報告 

4. 金融不安定性仮説の理論構造(1) 報告を含む 

5. 金融不安定性仮説の理論構造(2) 報告を含む 

6. 金融不安定性仮説の理論構造(3) 報告を含む 

7. 金融不安定性のマクロ動学(1) 報告を含む 

8. 金融不安定性のマクロ動学(2) 報告を含む 

9. 金融不安定性のマクロ動学(3) 報告を含む 

10. 論文輪読(1) 報告 

11. 論文輪読(2) 報告 

12. 論文輪読(3) 報告 

13. 論文輪読(4) 報告 

14. 金融不安定性のマクロ動学研究の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習に重点を置くことを勧める。経済数学(特に、微分、微分方程式など)を予習しておくことが望ましい。論文を報告する際には、

数式の導出まで説明できるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の報告・討論(60%)/授業内のテスト(40%) 

授業の性質上、全回出席を前提とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 二宮健史郎、2018、『金融不安定性のマクロ動学』、大月書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 二宮健史郎、2006、『金融恐慌のマクロ経済学』、中王経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

景気変動論 1 も受講すること。本科目では、全授業回数の 50％以上が論文の報告やディスカッションなどの双方向形式の授業
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によって運営される。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA109／計量経済特論１ 

(Special Lecture on Econometrics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

計量経済学の理論の基礎を学び、実証分析を行う際に必要となる知識を身に着ける。計量経済特論１では伝統的な計量経済学

の基礎を学ぶ。 

 

Students will learn basics of econometrics and acquire the knowledge required to conduct empirical analysis. Students will study 

basics of traditional econometrics in Special Lecture on Econometrics 1. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学部上級及び大学院修士レベルの計量経済学の基礎理論を学ぶ。確率・統計の復習から入り、単回帰分析や多重回帰分析な

どの基礎事項を学んだあとに、パネルデータ分析、線形確率・ロジット・プロビットモデルの分析、操作変数法を用いた分析などを

学ぶ。計量経済特論２で取り上げる、より現代的な分析フレームや分析手法を意識しつつ、伝統的な計量経済学の考え方の基

礎を身に着けることに重点を置く。なお、本授業に必要な数学レベルは、テキストである Stock and Watson(2014)"Introduction to 

Econometrics"である。 

 

Students will study basic econometrics at senior undergraduate or master’s degree level. Students will review probability and 

statistics before progressing to single regression analysis and multiple regression analysis. After that, students will study 

analyses that use panel data analysis, linear statistics, logit and probit models, and instrumental variable method. Students will 

focus on learning basics of traditional econometric thinking, while considering modern analytical frameworks and analytical 

techniques covered in Special Lecture on Econometrics 2. Students should have mathematical skill equivalent to Introduction to 

Econometrics (2014) by Stock and Watson. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 確率・統計の基礎 1 

3. 確率・統計の基礎 2 

4. 単回帰分析の基礎：回帰係数と決定係数 1 

5. 単回帰分析の基礎：回帰係数と決定係数 2 

6. 単回帰分析の基礎：推定と仮説検定 1 

7. 単回帰分析の基礎：推定と仮説検定 2 

8. 不均一分散と均一分散 

9. 説明変数が二値変数のときの回帰分析 

10. 多重回帰分析 

11. 非線形回帰分析１ 

12. 非線形回帰分析 2 

13. 目的変数が二値変数の場合の回帰分析 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、授業の復習を行い、授業の内容を理解した上で次の授業にのぞむようにして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終授業時間内の課題(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Stock and Watson. 2014. Introduction to Econometrics. Pearson Education Limited (ISBN:978‒1292071312) 

※本テキストは、最近第四版が出ましたが、非常に高額であるため、授業では Updated Third Edition, Global Edition を用います。

購入するのはどちらでもかまいません。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 田中 隆一、2015、『計量経済学の第一歩 ‒‒ 実証分析のススメ』、有斐閣ストゥディア (ISBN:978‒4641150287) 

参考文献については適宜授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は、https://sites.google.com/site/michihito7ando/lectures に掲載する講義ノートに沿って行います。教科書や参考書につ

いては初回授業時に説明します。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA110／計量経済特論２ 

(Special Lecture on Econometrics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

計量経済学の理論の基礎を学び、実証分析を行う際に必要となる知識を身に着ける。特論２ではミクロ計量経済学における政策

評価分析や統計的因果推論の基礎を学ぶ。 

 

Students will learn basics of econometrics and acquire the knowledge required to conduct empirical analysis. In Special Lecture 

2, students will learn fundamentals of policy evaluation analysis and statistical causal inference used in microeconometrics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロ計量経済学における統計的因果推論や政策評価分析の基礎理論を学ぶ。計量経済学とりわけ現代的なミクロ計量経済学

では、単に回帰分析を行った結果を「因果効果」と解釈するのではなく、「どのような場合に回帰分析や他の統計分析の分析結果

を因果効果と解釈することができるのか」を詳細に検討することがスタンダードとなっている。したがって、本講義では、計量経済

特論１で学んだ計量経済学の基礎をベースに、このような「統計的因果推論」の考え方に基づいた分析手法や分析デザインを学

ぶ。また実際の論文で用いられている分析例を紹介しながら、具体的な分析手順についても学ぶ。 

 

Students learn the basic theory of statistical causal inference and policy evaluation analysis used in microeconometrics. In 

econometrics, especially modern microeconometrics, results using regression analysis are not automatically interpreted as 

“causal effects,” and the standard is to consider in detail “in which cases can the analytical results of regression analysis and 

other statistical analysis be interpreted as causal effects?” Therefore, in this lecture students will capitalize on econometric 

basics learnt in Special Lecture on Econometrics 1. They will learn analytical techniques and analysis designs based on this 

statistical causal inference concept. In addition, students will study specific analysis processes while being introduced to 

analysis examples used in actual academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 因果推論・実験・疑似実験 １ 

3. 因果推論・実験・疑似実験 ２ 

4. マッチング推定 １ 

5. マッチング推定 ２ 

6. Directed Acyclic Graphs (DAG)  

7. パネルデータ分析 1 

8. パネルデータ分析 2 

9. パネルデータ分析 3 

10. 差の差法 

11. 操作変数法 1 

12. 操作変数法 2 

13. 回帰不連続デザイン 1 

14. 回帰不連続デザイン 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、授業の復習を行い、授業の内容を理解した上で次の授業にのぞむようにして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終授業内テスト(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

講義ノート中心に授業を行います。 

 

参考文献（Readings） 
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1. Stock & Watson. 2014. Introduction to Econometrics. Pearson Education Limited (ISBN:978-1292071312) 

2. 田中隆一、2015、『計量経済学の第一歩 ‒‒ 実証分析のススメ』、有斐閣 (ISBN:978‒4641150287) 

3. Angrist and Pischke. 2008. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press (ISBN:978-

0691120355) 

4. 伊藤 公一朗、2014、『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』、光文社 (ISBN:978-4334039868) 

参考文献は適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は、https://sites.google.com/site/michihito7ando/lectures に掲載する講義ノートに沿って行います。教科書や参考書につ

いては初回授業時に説明します。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA111／財政学１特論１ 

(Special Lecture on Finance 1-1) 

担当者名 

（Instructor） 
池上 岳彦(IKEGAMI TAKEHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 学生が、経費・租税・公債・地方財政等の理論及び日本財政に関する最近の研究成果等を検討することにより、財政学の理解

を深めることができる。 

 

Students will deepen their understanding on public finance by discussing latest research works on public finance and Japanese 

public financial institutions involving expense, tax, public debt, and local finance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 財政については、経済学・社会学・政治学・法律学・会計学等、多様な学問分野において研究が進められている。そこで本科目

では、経費構造改革、税制改革、財政再建、地方分権推進等の観点から、財政理論及び日本財政の現状分析に関する最近の

学術文献を素材として、講義及び議論を行う。 

 

Many researches on public finance are taking place in various intellectual fields, including economics, sociology, politics, law, and 

accounting. In this class, students will select, study, and discuss about the latest academic literatures on public finance and 

Japanese public financial institutions. Students will consider perspectives of expense structural reform, tax reform, financial 

revitalization, decentralization, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 財政学及び日本財政論の焦点について 

2. 日本の経費について（１） 

3. 日本の経費について（２） 

4. 日本の税制について（１） 

5. 日本の税制について（２） 

6. 日本の税制について（３） 

7. 日本の税制について（４） 

8. 日本の税制について（５） 

9. 公債と財政収支について（１） 

10. 公債と財政収支について（２） 

11. 社会保障財政について（１） 

12. 社会保障財政について（２） 

13. 地方財政について（１） 

14. 地方財政について（２） 及び まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本科目では、学部レベルの財政学の内容を理解していることを前提として授業を行うので、復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業への取組み（報告・議論）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 下記の参考文献を含む書籍及び雑誌論文のなかから選んで講義・議論の素材とする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神野直彦、2007 年、『財政学〔改訂版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641162983) 

2. 神野直彦・池上岳彦編、2009年、『租税の財政社会学』、税務経理協会 (ISBN:978-4419051969) 

3. 池上岳彦、2004 年、『分権化と地方財政』、岩波書店 (ISBN:978-4000270458) 

4. 池上岳彦（編）、2015 年、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4641184244) 

5. 井手英策編、2013 年、『危機と再建の比較財政史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623065790) 

6. 井手英策、2019 年、『いまこそ税と社会保障の話をしよう』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492701515) 

7. 沼尾波子・池上岳彦・木村佳弘・高端正幸、2017 年、『地方財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4641184350) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 本科目以外の財政学関連科目も履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA112／財政学１特論２ 

(Special Lecture on Finance 1-2) 

担当者名 

（Instructor） 
池上 岳彦(IKEGAMI TAKEHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 学生が，外国の財政制度及びその運営に関する最近の研究成果を検討することにより，国際比較の観点から，財政学の理解

を深めることができる。 

 

Students will discuss foreign countries’ public financial institutions and the latest management research findings on them. 

Students will deepen their understanding on public finance by making international comparative studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本科目では，外国の財政制度（税制，経費，政府間財政関係等） 及びその運営に関する最近の学術文献を素材として，講義

及び議論を行う。さらに，当該国の制度を日本財政と比較した場合の共通点及び相違点，そしてそれが日本における制度改革の

参考となるかどうかについて検討する。 

 

In this class, students will select, study, and discuss about the latest academic literatures on foreign countries’ public financial 

institutions (tax system, expense, intergovernmental fiscal relations, etc.) and their operations. Furthermore, students will 

explore similarities and differences among Japan and foreign countries in terms of these systems. Students will explore their 

potential as Japanese fiscal reform. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 財政学における国際比較の意義と課題について 

2. 個人所得課税について（１） 

3. 個人所得課税について（２） 

4. 個人所得課税について（３） 

5. 消費課税について（１） 

6. 消費課税について（２） 

7. 消費課税について（３） 

8. 法人課税について 

9. 資産課税について 

10. 経費について（１） 

11. 経費について（２） 

12. 政府間財政関係について（１） 

13. 政府間財政関係について（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本科目では，学部レベルの財政学の内容を理解していることを前提として授業を行うので，復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業への取組み（報告・議論）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 下記の参考文献を含む書籍及び雑誌論文のなかから選んで講義・議論の素材とする。 

 

参考文献（Readings） 

1. Jonathan Gruber,. 2019.  Public Finance and Public Policy, 6th Edition . Worth Publishers, (ISBN:978-1319254742) 

2. C. Eugene Steuerle,. 2014.  Dead Men Ruling: How to Restore Fiscal Freedom and Rescue Our Future . The Century 

Foundation Press, (ISBN:978-0870785382) 

3. Harvey Rosen, et al.,. 2016.  Public Finance in Canada, 5th Canadian Edition . McGraw-Hill Education, (ISBN:978-

1259030772) 

4. Joseph E. Stiglitz and Jay K. Rosengard,. 2015.  Economics of the Public Sector, 4th Edition . W.W. Norton, (ISBN:978-

0393925227) 
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5. Leonard E. Burman and Joel Slemrod,. 2012.  Taxes in America: What Everyone Needs to Know . Oxford University Press, 

(ISBN:978-0199890279) 

6. Nicholas Barr,. 2012.  Economics of the Welfare State, 5th Edition . Oxford University Press, (ISBN:978-0199297818) 

7. Institute for Fiscal Studies,. 2011.  Tax by Design:The Mirrlees Review . Oxford University Press, (ISBN:978-0199553747) 

 また「財政学１特論１」の参考文献は，本科目の参考文献でもある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 本科目以外の財政学関連科目も履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA113／財政学２特論１ 

(Special Lecture on Finance 2-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
災害等に強いまちづくり：国際的比較 

担当者名 

（Instructor） 
デウィット，Ａ．(DEWIT,ANDREW) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治経済学からみた現代の都市の機能と、それらの都市が直面する課題について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コース運営については参加者と話し合いの上、決定する。1 冊にまとまった教科書はないため、２０３０アジェンダ（パリ協定、

SDGs、仙台防災枠組）、地方創生、スマートコミュニティ、コンパクトシティ、税制改革などのテーマに応じて、関連する論文等を読

んでいく。また、学生には発表や討議を通じて、現代財政や都市統治のあり方についての理解を深め、最新の情報を学ぶことも

求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ２０３０アジェンダ：パリ協定、SDGs、仙台防災枠組 

2. 機会としての２０３０アジェンダと中央・地方財政 

3. 機会としての２０３０アジェンダと地方財政:「防災環境都市・仙台」 

4. 「レジリエンス」と中央・地方財政 

5. 日本におけるスマートコミュニティ 

6. 実例：スマートシティ東京都 

7. 実例：コンパクトシティ富山市 

8. 実例：浜松市スマートシティ 

9. 実例：国土強靱化と飯田市 

10. 実例：東松島市スマート防災エコタウン 

11. 実例：福島新エネ社会構想 

12. 実例：静岡県富士市 

13. 実例：災害に強い道の駅とマイクログリッド 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(30%)/ディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

持続可能な開発目標（SDGs） - 2030 アジェンダ | 国連広報センタ 

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/ 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国土強靱化 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/ 

地域強靱化計画（国土強靱化地域計画） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/tiiki.html 

 

注意事項（Notice） 
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■KA114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA114／財政学２特論２ 

(Special Lecture on Finance 2-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
災害等に強いまちづくり：国際的比較 

担当者名 

（Instructor） 
デウィット，Ａ．(DEWIT,ANDREW) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治経済学からみた現代の都市の機能と、それらの都市が直面する課題について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コース運営については参加者と話し合いの上、決定する。1 冊にまとまった教科書はないため、２０３０アジェンダ（パリ協定、

SDGs、仙台防災枠組）、地方創生、スマートコミュニティ、コンパクトシティ、税制改革などのテーマに応じて、関連する論文等を読

んでいく。また、学生には発表や討議を通じて、現代財政や都市統治のあり方についての理解を深め、最新の情報を学ぶことも

求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世界における都市化と SDGs 

2. スマートシティと「レジリエンス」 

3. 実例：日中スマートシティ協力１ 

4. 実例：日中スマートシティ協力２ 

5. 実例：日印スマートシティ協力１ 

6. 実例：日印スマートシティ協力２ 

7. 実例：日米スマートシティ協力１ 

8. 実例：日米スマートシティ協力２ 

9. 実例：積水とスマートシティ 

10. 実例：日本アジアグループとスマートシティ 

11. 実例：日立とスマートシティ 

12. 実例：日建設計とスマートシティ 

13. 実例：トヨタとスマートシティ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(30%)/ディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

持続可能な開発目標（SDGs） - 2030 アジェンダ | 国連広報センタ 

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/ 

 

注意事項（Notice） 
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■KA119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA119／国際金融特論１ 

(Special Lecture on International Finance 1) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は，①拡大と複雑化の一途を辿る国際金融活動を分析するための能力を養うため，その理論的・歴史的理解を深めるこ

と，②上記の理解をもとに現代資本主義下における諸課題に対し金融を切り口として分析できるようになることを目標とする。本

講義では、外国為替相場を中心的な対象とする。 

 

There are two goals for this class. One is to deepen its theoretical and historical understanding to develop the ability to analyze 

international financial activities that continue to expand and become more complex. The other is that based on this 

understanding, it will be possible to analyze financial issues from various perspectives under modern capitalism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪読のあと議論を行う。また後半には受講生の研究報告をもとに、議論を行う。報告者のみならず毎回全員に英訳とレジュメ、議

論のための資料づくりを求める。 

 

Read texts in English and other students' research reports. I request all students, not just the reporter, to translate into English 

and prepare the materials every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 外国為替取引 

3. さまざまな為替取引 

4. リスクマネージメント 

5. 為替相場① 

6. 為替相場② 

7. 為替市場① 

8. 為替市場② 

9. 為替相場と経済政策① 

10. 為替相場と経済政策② 

11. 研究報告 

12. 研究報告 

13. 研究報告 

14. 研究報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義時に指示する。英文テキストを利用することもある。初学者は参考文献２、国際金融について学んだことがある者は参考文

献１を読んでおくこと。授業はそれらを前提に行う。 

さらに専門的なテキストについては必要に応じて紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（質疑内容）(30%)/報告・準備内容(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Stuart Fieldhouse. 2012. FT Guide to Foreign Exchange Trading. FT Press (ISBN:978-0273751830) 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田誠一・小川英治、2008、『国際金融理論』、有斐閣 (ISBN:9784641055704) 

2. 飯島・五百旗頭・佐藤・菅原、2017、『身近に感じる国際金融』、有斐閣 (ISBN:9784641150447) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式でおこなう 
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注意事項（Notice） 
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■KA120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA120／国際金融特論２ 

(Special Lecture on International Finance 2) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は，①拡大と複雑化の一途を辿る国際金融活動を分析するための能力を養うため，その理論的・歴史的理解を深めるこ

と，②上記の理解をもとに現代資本主義下における諸課題に対し金融を切り口として分析できるようになることを目標とする。 

 

There are two goals for this class. One is to deepen its theoretical and historical understanding to develop the ability to analyze 

international financial activities that continue to expand and become more complex. The other is that based on the above 

understanding, it will be possible to analyze financial issues from various perspectives under modern capitalism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文あるいは邦文テキストの輪読と受講生の研究報告を行う。報告者のみならず毎回全員に英訳とレジュメ、議論のための資料

づくりを求める。 

 

Read English and Japanese texts and report on students' research. I ask not only the reporter but all students to make an 

English translation (in the case of English text) and to prepare relevant materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国際金融制度の変遷① 

3. 国際金融制度の変遷② 

4. 国際金融制度の変遷③ 

5. 金融のグローバル化① 

6. 金融のグローバル化② 

7. 金融のグローバル化③ 

8. 金融化と新しい国際経済関係 

9. 繰り返される金融危機 

10. 金融規制、通貨協力と国際金融制度の再編 

11. 研究報告１ 

12. 研究報告２ 

13. 研究報告３ 

14. 研究報告４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初学者は参考文献２、国際金融について学んだことがある者は参考文献１を事前に読んでおくこと。授業はその前提の上に行

う。演習は院生の自主性によるところが大きい。与えられた各回の課題について、指定文献のみならず関連文献を読んで整理

し、考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（質疑内容）(30%)/報告・準備内容(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田誠一・小川英治、2008、『国際金融理論』、有斐閣 (ISBN:9784641055704) 

2. 飯島・五百旗頭・佐藤・菅原、2017、『身近に感じる国際金融』、有斐閣 (ISBN:9784641150447) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式でおこなう 

 

注意事項（Notice） 



 - 186 - 

■KA121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA121／経済統計特論１ 

(Special Lecture on Economic Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公的統計制度における経済統計 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国民経済計算を中心に経済統計の設計を把握しながら、統計データを分析できるようになること。 

 

Students will be able to analyze statistical data while studying financial statistics design by focusing on System of National 

Accounts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

公的統計全体のフレームと内側の国民経済計算体系のフレームの 2 つのフレームのうち、主に後者について輪読形式で授業を

進める。部分的に PC による演習を行って、概念と実際の数値の利便性の両方を理解する。多くの場合、統計整備は社会問題を

きっかけに進む。統計作成と社会問題との関係は授業時に随所に触れることになる。 

 

In this class, students will study overall framework of official statistics and System of National Accounts framework within. 

Students will focus particularly on the later and take turns to read these in the class. Occasionally students will use PC to 

practice and to understand usability of both concept and numerical value. In many cases, social issues are catalysts for 

statistical developments. Students will come across relationship between statistical production and social issue any time during 

this class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス、本学における統計教育 

2. 古代統計と近代統計制度 

3. 公的統計制度 

4. 統計法と統計制度フレーム 

5. 公的統計の二次的利用制度、ミクロデータ分析と限界、統計法の再改正 

6. SPSSを利用したアンケート集計 

7. e-Statの機能と J-statmap、GIS機能 

8. 季節調整法 

9. 輪読 1、討論 1 

10. 輪読 2、討論 2 

11. 輪読 3、討論 3 

12. 輪読 4、討論 4 

13. 輪読 5、討論 5 

14. 輪読 6、討論 6 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを事前に読み、関連する著作物を調べてくること。授業に関連して学課外で社会情報教育研究センターでのセミナーへの

参加やコンテンツに基づく自主学習をお願いする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/提出物(10%)/報告(20%)/討論(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはいくつかの候補の中から受講者と相談して決める。社会情報教育研究センター『日本の公的統計・統計調査』も利用す

るが、学内資料のため、教員が印刷して配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 李潔、2016、『入門 GDP 統計と経済波及効果分析』、大学教育出版 (ISBN:4864293597) 

2. ダイアン・コイル, 高橋 璃子、2015、『GDP――〈小さくて大きな数字〉の歴史』、みすず書房 (ISBN:4622079119) 

3. アンガス・マディソン、2015、『世界経済史概観 紀元 1 年～2030 年』、岩波書店 (ISBN:4000610333) 
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4. 宮川努、2018、『生産性とは何か』、筑摩書房 (ISBN:448007189X) 

授業範囲と統計調査士試験の内容が重複するため、資格取得をお勧めする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者が統計学を学んできた内容に応じて授業内容を変える。社会情報教育研究センターHPが関連情報となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA122／経済統計特論２ 

(Special Lecture on Economic Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公的統計の体系的理解 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済統計のうち、コアとなるマクロの統計について体系だった理解できるようにする。データの利用方法、分析手法が習得され、

国民経済計算に関する理解が深まる。 

 

Students will acquire systematic understanding about macro statistics, the core of financial statistics. Students will learn how 

to use and analyze data, while deepening their understanding about System of National Accounts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国民経済計算体系(SNA)は公的統計のコア勘定として位置付けられている。SNAを中心に、国際収支統計・付加価値貿易指標、

金融統計、生産性統計、開発指標等、供給使用産業連関表、政府財政統計、マクロの統計を体系的に学ぶ。統計に必要な分類

として産業分類、生産物分類も扱う。授業は輪読形式のものと、演習形式も組み合わせたものと 2 種類ある。Excel を利用した演

習や宿題を多く課すと同時に、テキストの報告を定期的に求める。 

 

System of National Accounts is considered core accounting system for official statistics. Focusing on SNA, students will learn 

systematically international trade balance statistics, Trade in Value Added Database, financial statistics, productivity statistics, 

development indicator, Supply, Use and Input-Output Tables, government financial statistics, and macro statistics. Students will 

also study industrial and production classifications that are essential in statistics. This class will proceed in both reading and 

seminar formats. Students will receive high volume of Excel seminars and assignments. They will also submit written reports 

regularly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. テキストに基づく輪読 1、討論 1 

3. テキストに基づく輪読 2、討論 2 

4. テキストに基づく輪読 3、討論 3 

5. テキストに基づく輪読 4、討論 4 

6. テキストに基づく輪読 5、討論 5 

7. テキストに基づく輪読 6、討論 6 

8. テキストに基づく輪読 7、討論 7 

9. テキストに基づく輪読 8、討論 8 

10. PC による演習 1 

11. PC による演習 2 

12. PC による演習 3 

13. PC による演習 4 

14. PC による演習 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは事前に読み、テキストに関する周辺の情報も調べてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/提出物(10%)/報告(20%)/討論(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮川努、2018、『生産性とは何か』、ちくま新書 (ISBN:9784480071897) 

授業冒頭でテキストを選ぶ。授業では経済財政白書も参考にする。教科書以外に授業に必要な資料・データは、授業時に配布す

る。 

 

参考文献（Readings） 
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1. ダイアン・コイル、2015、『GDP――〈小さくて大きな数字〉の歴史』、みすず書房 (ISBN:4622079119) 

2. ポール シュライアー、2009、『OECD 生産性測定マニュアル』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:4766413555) 

3. François Lequiller,Derek Blades. 2014. Understanding National Accounts 2014. Oecd Publishing (ISBN:9264214623) 

授業内容は統計検定統計調査士試験と重複する部分があるため、統計調査士試験を受験してついでに資格取得することもお勧

めできる。その場合、本学社会情報教育研究センターが提供している統計検定の HPを参考にする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

e-Stat HP,社会情報教育研究センターHP と各種指標も活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA123／近代経済学１特論１ 

(Special Lecture on Modern Economics and Econometrics 1-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
制度の経済学の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
荒川 章義(ARAKAWA AKIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学院レヴェルの制度の経済学の基礎を学び，今後の研究のための土台を作る。 

 

Students will learn basics of economics of graduate school level to create foundation for their future researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大学院レヴェルの制度の経済学の代表的なテキストを用いてその内容を学ぶ。現在では，制度の経済学と呼ばれる学問分野

は，コモンズやミッチェルなどの旧制度派経済学からコースやノースの新制度派経済学、青木昌彦の比較制度分析などの幅広い

領域に及んでいる。この授業では，参加者の関心に応じて，上記のいずれかの領域における代表的なテキストを取り上げ，その

内容を学んでいくことにしたい。 

 

Students will use and study typical graduate school economics texts. Current institutional economics covers wide areas, 

including old institutional economics by Commons and Mitchell, new institutional economics by Coase and North, and 

comparative institutional analysis by Masahiko Aoki. In this class, professor will refer to students’ interests and select typical 

textbooks from areas mentioned above for students to learn. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 参加者による発表と議論 

3. 参加者による発表と議論 

4. 参加者による発表と議論 

5. 参加者による発表と議論 

6. 参加者による発表と議論 

7. 参加者による発表と議論 

8. 参加者による発表と議論 

9. 参加者による発表と議論 

10. 参加者による発表と議論 

11. 参加者による発表と議論 

12. 参加者による発表と議論 

13. 参加者による発表と議論 

14. 参加者による発表と議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学部レベルのミクロ経済学をマスターしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度並びに授業内での報告(50%)/発表と議論(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

詳細は参加者と相談の上決定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA124／近代経済学１特論２ 

(Special Lecture on Modern Economics and Econometrics 1-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
進化の経済学の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
荒川 章義(ARAKAWA AKIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学院レヴェルの進化の経済学の基礎を学び，今後の研究のための土台を作る。 

 

Students will learn basics of evolutionary economics at graduate school level as foundation for their future researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大学院レヴェルの進化の経済学の代表的なテキストを用いてその内容を学ぶ。現在では、進化の経済学は、シュンペーターの経

済学から、ネルソン・ウィンターのアプローチ、ボールズやギンタスのアプローチなど多岐に及んでいる。また進化心理学も人間行

動の非合理性の説明に大いに寄与している。この授業では，参加者の関心に応じて，進化の経済学の代表的なテキストを取り上

げ，その内容を学んでいくことにしたい。 

 

Students will use and study typical textbooks of graduate school evolutionary economics. Current evolutionary economics 

covers many branches, including Schumpeter economics, Nelson Winter’s approach, Bowles and Gintis’ approach. Evolutionary 

psychology has also contributed greatly to explaining irrationality of human behavior. In this class, professor will refer to 

students’ interests and select typical evolutionary economics textbooks for students to learn. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 参加者による発表と議論 

3. 参加者による発表と議論 

4. 参加者による発表と議論 

5. 参加者による発表と議論 

6. 参加者による発表と議論 

7. 参加者による発表と議論 

8. 参加者による発表と議論 

9. 参加者による発表と議論 

10. 参加者による発表と議論 

11. 参加者による発表と議論 

12. 参加者による発表と議論 

13. 参加者による発表と議論 

14. 参加者による発表と議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学部レベルのミクロ経済学をマスターしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度並びに授業内での報告(50%)/発表と議論(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

詳細は参加者と相談の上決定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA127／近代経済学３特論１ 

(Special Lecture on Modern Economics and Econometrics 3-1) 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ケインズやポストケインジアンの主張の特徴を理解する。特に方法論にまでさかのぼって議論を展開する最近のポストケインジア

ンの文献を読み、その内容把握に努めるとともに、受講生の研究に新しい視角をもたらすことを目標とする。 

 

Students will understand characteristics of Keynes and post-Keynesian arguments. Students will read the latest post-

Keynesian literatures, tracing back to its methodology. While working to understand its contents, students will gain new 

perspectives for their researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ケインズやポストケインジアンの書いたいくつかの文献を輪読する。英語文献の場合にも翻訳だけにとどまらず、内容の吟味も行

い、それぞれの文献の意義と限界を理解するようにする。 

学期中に受講生の研究についての中間発表を複数回設定し、受講生間の相互理解を深めるとともに、研究の進展を図る。 

 

Students will read several Keynes and post-Keynesian literatures. If the literatures are in English, students will not only 

translate them, but also examine their meanings, understand their significances and limits. 

During the semester, students will make several interim presentations on their researches to deepen mutual understanding 

among students and to advance their researches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、扱う文献の具体的な決定 

2. 文献の読解と内容についての議論（１） 

3. 文献の読解と内容についての議論（２） 

4. 文献の読解と内容についての議論（３） 

5. 文献の読解と内容についての議論（４） 

6. 文献の読解と内容についての議論（５） 

7. 研究中間発表と議論（１） 

8. 文献の読解と内容についての議論（６） 

9. 文献の読解と内容についての議論（７） 

10. 文献の読解と内容についての議論（８） 

11. 文献の読解と内容についての議論（９） 

12. 文献の読解と内容についての議論（１０） 

13. 研究中間発表と議論（２） 

14. まとめ、最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献の該当箇所を十分に時間をかけて検討しておく。内容を吟味し、周辺の研究との関連についても検討しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での報告、議論の内容(60%)/提出物(20%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

最終テストは口頭で行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心を確認したうえで、初回の授業時に複数の文献を決定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA128／近代経済学３特論２ 

(Special Lecture on Modern Economics and Econometrics 3-2) 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ケインズやポストケインジアンの主張の特徴を理解する。特に方法論にまでさかのぼって議論を展開する最近のポストケインジア

ンの文献を読み、その内容把握に努めるとともに、受講生の研究に新しい視角をもたらすことを目標とする。 

 

Students will understand characteristics of Keynes and post-Keynesian arguments. Students will read the latest post-

Keynesian literatures, tracing back to its methodology. While working to understand its contents, students will gain new 

perspectives for their researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

特論１に引き続き、ケインズやポストケインジアンの書いたいくつかの文献を輪読する。内容の吟味を十分に行い、それぞれの文

献の意義と限界を理解するようにする。 

学期中に受講生の研究についての中間発表を複数回設定し、受講生間の相互理解を深めるとともに、研究の進展を図る。 

 

Following Special Lecture 1, students will read several Keynes and post-Keynesian literatures. Students will examine literatures’ 

meanings, understand their significances and limits. 

During the semester, students will make several interim presentations on their researches to deepen mutual understanding 

among students and to advance their researches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、扱う文献の具体的な決定 

2. 文献の読解と内容についての議論（１） 

3. 文献の読解と内容についての議論（２） 

4. 文献の読解と内容についての議論（３） 

5. 文献の読解と内容についての議論（４） 

6. 文献の読解と内容についての議論（５） 

7. 研究中間発表と議論（１） 

8. 文献の読解と内容についての議論（６） 

9. 文献の読解と内容についての議論（７） 

10. 文献の読解と内容についての議論（８） 

11. 文献の読解と内容についての議論（９） 

12. 文献の読解と内容についての議論（１０） 

13. 研究中間発表と議論（２） 

14. まとめ、最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献の該当箇所を十分に時間をかけて検討しておく。その内容を吟味し、周辺の研究との関連についても検討しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での報告、議論の内容(60%)/提出物(20%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

最終テストは口頭で行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心を確認したうえで、初回の授業時に複数の文献を決定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA129／財政学３特論１ 

(Special Lecture on Finace 3-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税論の基礎的事項 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 敬三（GOTO KEIZO） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

租税法研究の立場から、我が国の税制・税務の展開（国税税制改正等）の具体例や論文・原典等によりながら、租税論の基本的

な事項を確認し、併せて、租税法研究についての基礎的なリソースを理解する。また、コース内での分野別分担として資産税を取

り扱う。 

なお、各回ごとの順序等について、開講後に状況等に応じて変更等が生ずる場合には、その都度連絡する。 

 

This course aims to further participants' study on taxation and tax codes, this course gives overview on the basic matters in 

the study on tax policy and tax codes, while exploring the transition of the national-level tax policy and codes as well as cases 

and dissertations.  

The course also aim to familiarize participants with first-step resources for the matters related to study on taxation and codes.  

 

授業の内容（Course Contents） 

租税法研究における租税論の基礎的事項について、論文・原典等によりつつ、確認することを目的とする。併せて、授業に関連

する、租税法研究に用いる基礎的なリソースを理解する。 

なお、各回ごとの内容等について、開講後に状況等に応じて変更等が生ずる場合には、その都度連絡する。 

 

In this course, the  basic matters in the studies on taxation and tax codes will be explained.  

Related basic cases and dissertations as well as texts of policy documents will also be introduced and explored. 

The viewpoints of the course will include the sustainability of the fiscal system as well as the basics of the taxation on assets 

and on asset-related incomes among three major field of taxation, income, consumption and assets.  

The course also aim to familiarize participants with first-step resources for the matters related to study on taxation and codes.  

The subject on the each session will be announced in the course.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講・ガイダンス 

2. 租税論の基礎的事項等 

3. 租税論の基礎的事項等 

4. 租税論の基礎的事項等 

5. 租税論の基礎的事項等 

6. 租税論の基礎的事項等 

7. 租税論の基礎的事項等 

8. 租税論の基礎的事項等 

9. 租税論の基礎的事項等 

10. 租税論の基礎的事項等 

11. 租税論の基礎的事項等 

12. 租税論の基礎的事項等 

13. 租税論の基礎的事項等 

14. 閉講・補遺等 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習復習・・・授業時間外に学習すべき事項として教員において特に必要と認める場合は、別途指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加（授業内で指示する課題を含む）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 金子宏、2019、『租税法第 23版』、弘文堂 

2. 大島正輔・鎌田薫ほか、2019、『立法学講義（補遺）』、商事法務 

3. 池上岳彦、2015、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 

4. 米澤潤一、2017、『国債が映す日本経済史 Kindle 版』、エフエヌコミュニケーションズ 

5. 『図説日本の税制』、財経詳報 

6. 『図説日本の財政』、財経詳報 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA130／財政学３特論２ 

(Special Lecture on Finace 3-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税立法政策の基礎的事項 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 敬三（GOTO KEIZO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

租税法研究の立場から、我が国の税制・税務の展開（国税税制改正等）の具体例や論文・原典等によりながら、租税論の基本的

な事項を確認し、併せて、租税法研究についての基礎的なリソースを理解する。また、コース内での分野別分担として資産税を取

り扱う。 

なお、各回ごとの順序等について、開講後に状況等に応じて変更等が生ずる場合には、その都度連絡する。 

 

This course aims to further participants' study on taxation and tax codes, this course gives overview on the basic matters in 

the study on tax policy and tax codes, while exploring the transition of the national-level tax policy and codes as well as cases 

and dissertations.  

The course also aim to familiarize participants with first-step resources for the matters related to study on taxation and codes.  

 

授業の内容（Course Contents） 

我が国の税制・税務の展開（国税税制改正等）の具体例や論文・原典等を参照しつつ、概観することを目的とする。また、コース

内での分野別分担として資産税を取り扱う。併せて、授業に関連する、租税法研究に用いる基礎的なリソースを理解する。 

なお、各回ごとの内容等について、開講後に状況等に応じて、その都度連絡する。 

 

In this course, the basic developments of the national level tax policy and codes as well as national-level tax administration will 

be introduced. Related basic cases and dissertations as well as texts of policy documents will also be introduced and explored. 

The viewpoints of the course will include the sustainability of the fiscal system as well as the basics of the taxation on assets 

and on asset-related incomes among three major field of taxation, income, consumption and assets.  

The course also aim to familiarize participants with first-step resources for the matters related to study on taxation and codes.  

The subject on the each session will be announced in the course.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講・ガイダンス 

2. 我が国の税制・税務の展開等 

3. 我が国の税制・税務の展開等 

4. 我が国の税制・税務の展開等 

5. 我が国の税制・税務の展開等 

6. 我が国の税制・税務の展開等 

7. 我が国の税制・税務の展開等 

8. 我が国の税制・税務の展開等 

9. 我が国の税制・税務の展開等 

10. 資産課税等 

11. 資産課税等 

12. 資産課税等 

13. 資産課税等 

14. 資産課税等 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習復習・・・授業時間外に学習すべき事項として教員において特に必要と認める場合は、別途指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加（授業内で指示する課題を含む）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 金子宏 、2019、『租税法第 23 版』、弘文堂 

2. 大島正輔・鎌田薫ほか、2019、『立法学講義（補遺）』、商事法務 

3. 池上岳彦、2015、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 

4. 米澤潤一、2017、『国債が映す日本経済史 Kindle 版』、エフエヌコミュニケーションズ 

5. 『図説日本の税制』、財経詳報 

6. 『図説日本の財政』、財経詳報 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 200 - 

■KA135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA135／現代経済特論１ 

(Special Lecture on Modern Economy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 勝(KANEKO MASARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論争のアポリアとテーマ設定、骨組みの作り方、実証とテーマの微調整、細部の詰めといった研究者として論文を書く必須の能

力を身につける。  

 

Students will acquire essential skills to write theses as researchers, including establishing debate aporia and subject, creating 

framework, adjusting test and subject, and complete detail.  

 

授業の内容（Course Contents） 

まず参加者と相談してテキストを決めて輪読し、議論する形式をとる。そのテキストの背景と論点を摘出し、その後の論争の展開

を追うことで、論争の読み方とテーマの発見の仕方を学ぶ。テーマは財政金融、労働と社会保障、産業、経済史など幅広い。つぎ

に、参加者のテーマについて報告し、それをめぐって論理の骨格の作り方を学ぶ。 

 

First, professor will discuss with students to determine texts for reading and discussion. Students will extract contexts and 

arguments from these texts. Students will learn to read arguments and explore subjects by tracing development of these 

arguments. There are wide variety of subjects, including finance, labor and social security, industry, and economic history. Next, 

students will report on their subjects and learn how to create theoretical framework around these subjects.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキストクリティーク（１） 

2. テキストクリティーク（2） 

3. テキストクリティーク（3） 

4. テキストクリティーク（4） 

5. 参加者の報告（１） 

6. 重要文献の要約とそれをめぐる議論  

7. 参加者の報告（2） 

8. 重要文献の要約とそれをめぐる議論  

9. 参加者の報告（3） 

10. 重要文献の要約とそれをめぐる議論  

11. 参加者の報告（4） 

12. 重要文献の要約とそれをめぐる議論  

13. 参加者の報告（5） 

14. 重要文献の要約とそれをめぐる議論  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

より良い論文を書くために、論文の進展に合わせて演習で報告し、そこで気づかなかった問題点を次の機会で克服できるように

努力してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA136／現代経済特論２ 

(Special Lecture on Modern Economy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 勝(KANEKO MASARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論争のアポリアとテーマ設定、骨組みの作り方、実証とテーマの微調整、細部の詰めといった研究者として論文を書く必須の能

力を身につける。   

 

Students will acquire essential skills to write theses as researchers, including establishing debate aporia and subject, creating 

framework, adjusting test and subject, and complete detail.  

 

授業の内容（Course Contents） 

まず参加者と相談してテキストを決めて輪読し、議論する形式をとる。そのテキストの背景と論点を摘出し、その後の論争の展開

を追うことで、論争の読み方とテーマの発見の仕方を学ぶ。テーマは財政金融、労働と社会保障、産業、経済史など幅広い。つぎ

に、参加者のテーマについて報告し、それをめぐって論理の骨格の作り方を学ぶ。   

 

First, professor will discuss with students to determine texts for reading and discussion. Students will extract contexts and 

arguments from these texts. Students will learn to read arguments and explore subjects by tracing development of these 

arguments. There are wide variety of subjects, including finance, labor and social security, industry, and economic history. Next, 

students will report on their subjects and learn how to create theoretical framework around these subjects.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキストクリティーク（１） 

2. テキストクリティーク（2） 

3. テキストクリティーク（3） 

4. テキストクリティーク（4） 

5. 参加者の報告（１） 

6. 重要文献の要約とそれをめぐる議論 

7. 参加者の報告（2） 

8. 重要文献の要約とそれをめぐる議論 

9. 参加者の報告（3） 

10. 重要文献の要約とそれをめぐる議論 

11. 参加者の報告（4） 

12. 重要文献の要約とそれをめぐる議論 

13. 参加者の報告（5） 

14. 重要文献の要約とそれをめぐる議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

より良い論文を書くために、論文の進展に合わせて演習で報告し、そこで気づかなかった問題点を次の機会で克服できるように

努力してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA137／財政学Ａ特論１ 

(Special Lecture on Public Finance A-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
税財政制度の概観、租税制度の具体例による考察 

担当者名 

（Instructor） 
小鞠 昭彦(KOMARI AKIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

税財政制度の概観、租税制度についての具体例による考察を通じて、タックスミックスや税制の展開等への視点を得る。 

 

Students will analyze overall tax finance and specific cases of tax system to obtain perspective on tax mix and tax system 

implementation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

  機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

（２）租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

  租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

（注）授業においては、以下の計画を目安として、具体的な流れ等はその都度連絡する。 

 

(1) Students will go over basics and overview of public sector, finance; Function, system, current state, financial income and 

expense, sustainability, etc. 

(2) Students will go over basics and overview of tax system;  

Students will analyze overall framework, basics, and specific cases of tax system, principle, and theory. 

(Note) This class will proceed based on the following plan. Professor will notify students about specific plan afterwards. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の流れの説明 

公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

2. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

3. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

4. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

5. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

6. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

7. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

8. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

9. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

10. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

11. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

12. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

13. 公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の都度レジュメ等を用意するので、履修者が準備するテキストは特にない。 

参考文献はその都度指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA138／財政学Ａ特論２ 

(Special Lecture on Public Finance A-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
税財政制度の概観、租税制度の具体例による考察 

担当者名 

（Instructor） 
小鞠 昭彦(KOMARI AKIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

税財政制度の概観、租税制度についての具体例による考察を通じて、タックスミックスや税制の展開等への視点を得る。 

 

Students will analyze overall tax finance and specific cases of tax system to obtain perspective on tax mix and tax system 

implementation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）公共部門、財政について、概観、基本的事項の確認 

  機能、制度、現状、財政収支、持続可能性等 

（２）租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

  租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

（注）授業においては、以下の計画を目安として、具体的な流れ等はその都度連絡する。 

 

(1) Students will go over basics and overview of public sector, finance; Function, system, current state, financial income and 

expense, sustainability, etc. 

(2) Students will go over basics and overview of tax system;  

Students will analyze overall framework, basics, and specific cases of tax system, principle, and theory. 

(Note) This class will proceed based on the following plan. Professor will notify students about specific plan afterwards. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の流れの説明 

租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

2. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

3. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

4. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

5. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

6. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

7. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

8. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

9. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

10. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

11. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

12. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

13. 租税制度について、、概観、基本的事項の確認 

租税制度、租税原則、租税理論等の概観、基本的事項の確認と具体的事例の考察 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の都度レジュメ等を用意するので、履修者が準備するテキストは特にない。 

参考文献はその都度指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子宏、2019、『租税法(第 23 版)』、弘文堂 (ISBN:9784335315411) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA139／財政学Ｂ特論１ 

(Special Lecture on Public Finance B-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国・地方を通じた財政の仕組と運用の考察 

担当者名 

（Instructor） 
小室 裕一(KOMURO YUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国・地方を通じた財政制度は、政府間の財政調整制度も加わり複雑である。この構造を理解し、実際の財政運営を解きほぐし、

社会を支える各方面の施策について、財政の見地から分析・考察し、意見を述べられるような段階への到達を目指す。 

 

The financial system on the national and local levels, as well as the financial regulatory systems that facilitate the interactions 

between the national and local governments are very complex. In this course, we will strive to understand the makeup of these 

systems, unraveling practical financial management. We will analyze and investigate the policies that hold up all areas of society 

from the perspective of finance with the end goal of students becoming able to state their own opinions on the matters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国・地方を通じた公的主体の役割を概観したのち、役割分担に応じられるよう地方交付税・国庫支出金等の政府間の財政調整を

理解する。その後、教育・福祉・公共投資などの個別分野の財政制度を学び、課題を抽出する。さらに、国・地方の財政健全化に

対する取り組みを議論していく。 

 

Upon outlining the roles of the public bodies of the national and local governments, we will cover taxes allocated to local 

governments, disbursements from the national treasury, and other financial regulations that facilitate the interactions between 

national and local governments. Afterwards, we will learn about the financial systems pertaining to the specific areas of 

education, welfare, and public investment, selecting various issues related to them. Furthermore, we will debate how to go about 

improving the financial systems on the national and local levels. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国・地方を通じた財政の概略（国民負担・財政調整を含む） 

2. 自治体財政のミクロとマクロ 

3. 国庫支出金 

4. 地方交付税 1 総額 

5. 地方交付税２基準財政需要額 

6. 地方交付税３基準財政収入額・特別交付税 

7. 教育費 

8. 公共投資 

9. 社会保障費 

10. 社会福祉費 

11. 都区財政調整制度 

12. 財政健全化 

13. 経済財政の基本方針（骨太の方針） 

14. 授業を通しての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

平常より新聞・雑誌・テレビ等の財政に関する記事・情報に関心を持ち、その基礎及び背景などを自ら調べ、考え、議論に参加で

きるよう取り組むことに期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、毎回資料等を教員が用意。 

 

参考文献（Readings） 

1. 池上武彦、2015、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4641184244) 
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2. 地方交付制度研究会、2020、『令和元年度地方交付税のあらまし』、地方財務協会 

授業においてその都度、必要な範囲で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA140／財政学Ｂ特論２ 

(Special Lecture on Public Finance B-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国税・地方税を通じた税制の体系と運用を考察し税制改正の課題を検討 

担当者名 

（Instructor） 
小室 裕一(KOMURO YUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会・経済・政治を反映し、歴史的に積み上げられてきた税制は、公的活動を支える礎である。これまで幾度も税制改革に取り組

んできた。消費税率 10 パーセントの実現、そして、その後の課題への対応が始まる。生活や経済に多大な影響を与える税制を

分析し、今後の税制の在り方について議論していく。 

 

The tax system, which has been historically built up over a long period of time, influences society, economics, and politics, and 

is the cornerstone that supports public activities. There have been many efforts at revising taxes up until now, and presently 

there is an effort to revise the consumption tax to 10 percent. In this course, we will analyze the tax system, which has a large 

effect on our lives and the economy, and debate about what its future state should be. 

 

授業の内容（Course Contents） 

我が国税制の概要・特徴を抑えたのち、所得課税・消費課税・資産課税の各税制を検討していく。特に、消費税率の改定、軽減

税率導入などに着目する。また、国税に加えて、重要性をます地方税についても検討する。課税・徴収、マイナンバー制度を理解

するとともに、税制改正のプロセスを学び、その方向と課題を探る。 

 

After outlining the tax system of Japan and understanding its special characteristics, we will examine each of the tax systems 

surrounding income taxes, consumption taxes, and property taxes. In particular, we will focus our attention on consumption tax 

rate reform, and topics related to introducing a reduced tax rate. Furthermore, in addition to national taxes, we will also examine 

local taxes, which have been increasing in importance. On top of learning about taxes, collection, and the national identification 

number system, students will study the tax system reform process as we investigate issues to which it is related. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 我が国税制の概要（歴史・役割・課題） 

2. 国・地方を通じた現行税制の特徴と税制理論 

3. 所得税の仕組みと公平性 

4. 所得税の算定（簡単な事例で自ら計算し、制度を体感する） 

5. 法人税と経済の活性化 

6. 地方法人課税と偏在是正 

7. 消費税の概要 

8. 地方消費税等の論議 

9. 酒・たばこ税、自動車・環境関連税制 

10. 国の資産課税（相続税等） 

11. 固定資産税等地方の資産課税 

12. 地方の課税自主権 

13. 課税・聴衆とマイナンバーの活用 

14. 税制改正プロセスと総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

税制に関するニュース、記事、著作にできるだけ触れ、生活や経済への影響を意識して、興味を持って調べ、考える。そして、税

制論議に発言できるよう心掛けることを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いず、毎回資料等を教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 2020、『図説日本の税制令和元年度版』、財経詳報社 (978-488177) 

2. 金子宏、2019、『租税法（第 23 版）』、弘文堂 (ISBN:978-4335315411) 

授業において、その都度必要な範囲で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA201／アメリカ経済史特論１ 

(Special Lecture on American Economic History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内経済の発展 

担当者名 

（Instructor） 
水野 里香(MIZUNO RIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ経済史をテーマにした論文の輪読によって、報告の方法や、論点の抽出、討論の展開等について学ぶ。 

アメリカにおける過去の事象と、現代の問題とを比較検討できるような視点を形成する。 

 

Students will learn how to report, extract arguments, and participate in discussion by reading papers on American economic 

history. 

Students will form their perspective so that they can compare and discuss historical and modern issues in US. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀までのアメリカ経済史をテーマにした論文を取り上げ、論文ごとに報告者と進行役を決めて、報告・輪読ののち、討論を行

う。 

 

Papers on American economic history up to 19th century will be selected. Reporter and moderator will be selected for each 

paper. Students will then participate in discussion in addition to reporting and reading. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アメリカ資本主義の確立（１） 

3. アメリカ資本主義の確立（２） 

4. アメリカ資本主義の確立（３） 

5. アメリカ資本主義の確立（４） 

6. 産業発展期のアメリカと諸問題（１） 

7. 産業発展期のアメリカと諸問題（２） 

8. 産業発展期のアメリカと諸問題（３） 

9. 産業発展期のアメリカと諸問題（４） 

10. 独占の形成と政府の対応（１） 

11. 独占の形成と政府の対応（２） 

12. 独占の形成と政府の対応（３） 

13. 独占の形成と政府の対応（４） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げる論文については、事前に指示または配布するので、授業前までに精読してくること。 

また、授業時には、報告・進行役でなくとも討論への積極的な参加が望まれます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(30%)/進行(30%)/討論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木圭介編、1988、『アメリカ経済史Ⅱ』、東京大学出版会 

2. 有賀 貞、大下 尚一、志邨 晃佑、平野 孝、1994、『アメリカ史〈1〉』、山川出版社 

3. 有賀 貞、大下 尚一、志邨 晃佑、平野 孝、1993、『アメリカ史〈2〉』、山川出版社 

4. Stanley L. Engerman, Robert E. Gallman. 1996～2000. The Cambridge economic history of the United States 1-3. Cambridge 

University Press 

5. 谷口明丈・須藤功 編、2017、『現代アメリカ経済史』、有斐閣 
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授業で取り上げる論文については、参考文献などから適宜選択し、事前に指示または配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA202／アメリカ経済史特論２ 

(Special Lecture on American Economic History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済大国への道 

担当者名 

（Instructor） 
水野 里香(MIZUNO RIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ経済史をテーマにした論文の輪読によっ て、報告の方法や、論点の抽出、討論の展開等について学ぶ。 

アメリカにおける過去の事象と、現代の問題とを比較検討できるような視点を形成する。 

 

Students will learn how to report, extract arguments, and participate in discussion by reading papers on American economic 

history. 

Students will form their perspective so that they can compare and discuss historical and modern issues in US. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀から現代までのアメリカ経済史をテーマにした論文を取り上げ、論文ごとに報告者と進行役を決めて、報告・輪読ののち、

討論を行う。 

 

Papers on American economic history from 20th century until now will be selected. Reporter and moderator will be selected for 

each paper. Students will then participate in discussion in addition to reporting and reading. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第１次世界大戦とアメリカの役割（１） 

3. 第１次世界大戦とアメリカの役割（２） 

4. 第１次世界大戦とアメリカの役割（３） 

5. 第１次世界大戦とアメリカの役割（４） 

6. 金融構造とアメリカ経済（１） 

7. 金融構造とアメリカ経済（２） 

8. 金融構造とアメリカ経済（３） 

9. 金融構造とアメリカ経済（４） 

10. 第２次世界大戦から現代のアメリカ（１） 

11. 第２次世界大戦から現代のアメリカ（２） 

12. 第２次世界大戦から現代のアメリカ（３） 

13. 第２次世界大戦から現代のアメリカ（４） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げる論文については、事前に指示または配布するので、授業前までに精読してくること。 

また、授業時には、報告・進行役でなくとも討論への積極的な参加が望まれます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(30%)/進行(30%)/討論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木圭介編、1988、『アメリカ経済史Ⅱ』、東京大学出版会 

2. 有賀 貞、大下 尚一、志邨 晃佑、平野 孝、1994、『アメリカ史〈1〉』、山川出版社 

3. 有賀 貞、大下 尚一、志邨 晃佑、平野 孝、1993、『アメリカ史〈2〉』、山川出版社 

4. Stanley L. Engerman, Robert E. Gallman. 1996～2000. The Cambridge economic history of the United States 1-3. Cambridge 

University Press 

5. 谷口明丈・須藤功 編、2017、『現代アメリカ経済史』、有斐閣 
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授業で取り上げる論文については、参考文献などから適宜選択し、事前に指示または配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA207／アジア経済史特論１ 

(Special Lecture on Asian Economic History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アジア経済史に関する基礎的な文献を読んで理解し、自身の研究課題および問題意識を明確化していく。また、研究報告にお

ける受講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

 

Students will read and understand basic Asia economic history literatures. They will then clarify their research subjects and 

issue awareness. Furthermore, students will discuss among themselves about their research reports to acquire theoretical 

thinking skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 近代アジア経済史についての基本的な文献・論文を輪読する。輪読する文献・論文については、英語文献も含めて受講生と相

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

Students will read basic literatures and papers on modern Asia economic history. Professor will discuss with students to decide 

literatures and papers to be read, including English literatures. Other than that, students may be asked to report their 

researches at any time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 216 - 

■KA208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA208／アジア経済史特論２ 

(Special Lecture on Asian Economic History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アジア経済史の基礎的な文献を読んで理解し、自身の研究課題および問題意識を明確化していく。また、研究報告における受

講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

 

Students will read and understand basic Asia economic history literatures. They will then clarify their research subjects and 

issue awareness. Furthermore, students will discuss among themselves about their research reports to acquire theoretical 

thinking skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 近代アジア経済史についての基本的な文献・論文を輪読する。輪読する文献・論文については、英語文献も含めて受講生と相

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

Students will read basic literatures and papers on modern Asia economic history. Professor will discuss with students to decide 

literatures and papers to be read, including English literatures. Other than that, students may be asked to report their 

researches at any time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 
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注意事項（Notice） 
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■KA211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA211／日本経済史特論１ 

(Special Lecture on Japanese Economic History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本の経済と経営 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「一般的ならびに専門的教養の上に，経済，経済政策，会計，経営を研究し，その

深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，次の 3 点を目標とする。 

1.日本経済史・経営史の基礎的な文献を理解する。 

2.日本経済史・経営史の研究方法を獲得する。 

3.日本経済史・経営史に基づくプレゼンテーション能力を獲得する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies as well as economics, accountancy, and train one's personality based on 

the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will aim to achieve the following three points. 

1. Students will understand basic literatures on Japan economic and management history. 

2. Students will acquire research methods on Japan economic and management history. 

3. Students will acquire ability to make presentations based on Japanese economic and management history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近現代日本経済史の基本文献である沢井実・谷本雅之編『日本経済史』有斐閣（2016 年）を輪読する。その他，随時に受講者の

研究報告を実施する場合もある。 

 

Students will read Japan Economic History by Minoru Sawai and Masayuki Tanimoto (Yuhikaku publishing, 2016), a basic 

literature on modern Japan economic history. Other than that, students may be asked to report their researches at any time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(1) 

3. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(2) 

4. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(3) 

5. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(4) 

6. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(5) 

7. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(6) 

8. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(7) 

9. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(8) 

10. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(9) 

11. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(10) 

12. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(11) 

13. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(12) 

14. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(13) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題文献を精読し，論点をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沢井実・谷本雅之、2016、『日本経済史』、有斐閣 (ISBN:9784641164888) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA212／日本経済史特論２ 

(Special Lecture on Japanese Economic History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本の経済と経営 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「一般的ならびに専門的教養の上に，経済，経済政策，会計，経営を研究し，その

深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，次の 3 点を目標とする。 

1.日本経済史・経営史の基礎的な文献を理解する。 

2.日本経済史・経営史の研究方法を獲得する。 

3.日本経済史・経営史に基づくプレゼンテーション能力を獲得する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies as well as economics, accountancy, and train one's personality based on 

the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will aim to achieve the following three points. 

1. Students will understand basic literatures on Japan economic and management history. 

2. Students will acquire research methods on Japan economic and management history. 

3. Students will acquire ability to make presentations based on Japanese economic and management history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近現代日本経済史の基本文献である沢井実・谷本雅之編『日本経済史』有斐閣（2016 年）を輪読する。その他，随時に受講者の

研究報告を実施する場合もある。 

 

Students will read Japan Economic History by Minoru Sawai and Masayuki Tanimoto (Yuhikaku publishing, 2016), a basic 

literature on modern Japan economic history. Other than that, students may be asked to report their researches at any time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(1) 

3. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(2) 

4. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(3) 

5. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(4) 

6. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(5) 

7. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(6) 

8. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(7) 

9. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(8) 

10. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(9) 

11. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(10) 

12. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(11) 

13. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(12) 

14. 日本経済史・経営史に関する文献輪読(13) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題文献を精読し，論点をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沢井実・谷本雅之、2016、『日本経済史』、有斐閣 (ISBN:9784641164888) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA213／欧州経済史特論１ 

(Economic History of Europe1) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ経済史に関する知識を獲得し，ヨーロッパ経済の構造について考察できるようになる。それに基づき，経済史研究にお

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

Students will acquire knowledge on Europe economic history and be able to analyze its economic structure. Based on that, 

students will understand problems found in economic history researches and their discussion frameworks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ経済はどのような特徴をもち，どのように機能しているのか。本授業ではそれを歴史的視点から学ぶ。英語を含む専門

文献の精読を基に解説と議論を行う。主なテーマは「産業」，「商人と企業」，「消費」を予定している。 

受講者は授業で与えられた課題（テーマに関する簡単なメモないしレジュメの作成，受講者の研究に関する自由発表）をこなすこ

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

What characteristics and functions does European economy have? In this class, students will learn about that from a historical 

perspective. Students will read carefully specialized literature (partly in English), while explaining and discussing them. Main 

topics will be: "industry", "merchants and companies" and "consumption". 

Students must complete assignments given in the class (create simple note or summary on these subjects or free research 

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

3. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

4. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

5. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

6. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

7. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

8. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

9. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

10. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

11. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読文献（日本語・英語）は事前に指示あるいは配布する。それを授業前までに精読し，論点をまとめてくること。自由発表の準

備を計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。文献は英語のものを含む。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA214／欧州経済史特論２ 

(Economic History of Europe2) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ経済史に関する知識を獲得し，ヨーロッパ経済の構造について考察できるようになる。それに基づき，経済史研究にお

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

Students will acquire knowledge on Europe economic history and be able to analyze its economic structure. Based on that, 

students will understand problems found in economic history researches and their discussion frameworks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ経済はどのような特徴をもち，どのように機能しているのか。本授業ではそれを歴史的視点から学ぶ。英語を含む専門

文献の精読を基に解説と議論を行う。主なテーマは「知識と技術」，「研究開発と教育」「生活の質」を予定している。 

受講者は授業で与えられた課題（テーマに関する簡単なメモないしレジュメの作成，受講者の研究に関する自由発表）をこなすこ

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

What characteristics and functions does European economy have? In this class, students will learn about that from a historical 

perspective. Students will read carefully specialized literature (partly in English), while explaining and discussing them. Main 

topics will be: "knowledge and technology", "R&D and education", "quality of life". 

Students must complete assignments given in the class (create simple note or summary on these subjects or free research 

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

3. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

4. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

5. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

6. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

7. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

8. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

9. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

10. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

11. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読文献（日本語・英語）は事前に指示あるいは配布する。それを授業前までに精読し，論点をまとめてくること。自由発表の準

備を計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。文献は英語のものを含む。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA217／経営史特論１ 

(Special Lecture on Business History 1) 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成の準備として、専門文献を批判的に検討し、その研究上の意義について議論する能力を修得することができる。 

 

To prepare for their master’s thesis writing, students will critically discuss specialized literatures. Students will acquire ability to 

discuss significance of these researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、経済のグローバル化の進展により、市場環境のみならず、日本の企業システムや経営理念が大きく変化しつつある。これ

までの日本の経営理念や企業間関係に内在した特質は、「グローバル・スタンダード」に比較して不合理かつ非効率なものとす

る、否定的な認識が強まりつつある。 

こうした認識は適切であるかどうか、企業統治や企業間関係を中心に日本の経営システムを歴史的観点から検討した文献を輪

読し、受講者に報告をしてもらうことで再検討する。 

なお、輪読する文献や授業の具体的な進め方は受講者の研究テーマを勘案して決定する。 

また、受講者の修士論文の執筆構想も適宜報告してもらう予定である。 

 

In recent years, economic globalization has brought great change to not only market environment, but also Japanese corporate 

system and management philosophy. More and more people have negatively recognized that the characteristics of traditional 

Japanese management philosophy and inter-corporate relationship are irrational and inefficient when these are compared to 

global standards. 

Are these denials justified? When reading literatures, students will focus on corporate governance and inter-corporate 

relationship in discussions about Japanese corporate system from historical perspective. After students take turns to read, 

they will reports and resume discussions based on these reports. 

Professor will consider students’ research subjects when deciding specific lesson plan and reading list of literatures. 

Furthermore, professor may ask students to report their master’s thesis concepts when appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義ガイダンス 

2. 経営史研究の目的と課題 

3. 文献講読（1） 

4. 文献講読（2） 

5. 文献講読（3） 

6. 文献講読（4） 

7. 文献講読（5） 

8. 修士論文の執筆構想発表（1） 

9. 修士論文の執筆構想発表（2） 

10. 文献講読（6） 

11. 文献講読（7） 

12. 文献講読（8） 

13. 文献講読（9） 

14. 文献講読（10） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読文献および関連論文を読み、疑問点や論点を明確にしておく。また、報告担当者は報告用レジュメを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席，報告，討論などを総合的に評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の研究テーマを勘案し、開講時に相談・決定する。 
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参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA218／経営史特論２ 

(Special Lecture on Business History 2) 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成の準備として，専門文献を批判的に検討し，その研究上の意義について議論する能力を修得することができる。 

 

To prepare for their master’s thesis writing, students will critically discuss specialized literatures. Students will acquire ability to 

discuss significance of these researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営史特論１に引き続き，日本的経営の特質や日本の企業システムの歴史的研究に関する文献を輪読する。近年、経済のグロ

ーバル化の進展により、市場環境のみならず、日本の企業システムや経営理念が大きく変化しつつある。こうした変化の意義や

特質を理解するためには、これまで日本の経営システムは、どのような歴史的変化を経てきたかを知る必要がある。そのための

手段として、企業統治や企業間関係を中心に日本の経営システムを歴史的観点から検討した文献を輪読し、受講者に報告をし

てもらう。 

なお、輪読する文献や授業の具体的な進め方は受講者の研究テーマを勘案して決定する。 

また、受講者の修士論文の執筆構想も適宜報告してもらう予定である。その際に学術論文を執筆するうえでの、心構え、資料調

査方法、研究ノウハウ、研究倫理などについてもアドバイスを与えたい。 

 

Following Special Lecture on Business History 1, students will read historical research literatures on Japanese management 

characteristics and corporate systems. In recent years, economic globalization has brought great change to not only market 

environment, but also Japanese corporate system and management philosophy. To understand significance and characteristics 

of these changes, students must know how Japanese management system has changed until now. To do that, when reading 

literatures, students will focus on corporate governance and inter-corporate relationship in discussions about Japanese 

corporate system from historical perspective. After students take turns to read, they will reports and resume discussions based 

on these reports. 

Professor will consider students’ research subjects when deciding specific lesson plan and reading list of literatures. 

Furthermore, professor may ask students to report their master’s thesis concepts when appropriate. Professor will advise 

students on academic thesis writing, including mental preparation, document research method, research know-how, and 

research ethics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文の執筆構想発表（1） 

2. 修士論文の執筆構想発表（2） 

3. 文献講読（1） 

4. 文献講読（2） 

5. 文献講読（3） 

6. 文献講読（4） 

7. 文献講読（5） 

8. 文献講読（6） 

9. 文献講読（7） 

10. 修士論文の執筆構想発表（3） 

11. 修士論文の執筆構想発表（4） 

12. 文献講読（8） 

13. 文献講読（9） 

14. 文献講読（10） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読文献および関連論文を読み，疑問点や論点を明確にしておく。また，報告担当者は報告用レジュメを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席，報告，討論などを総合的に評価する(100%) 

 



 - 229 - 

テキスト（Textbooks） 

開講時に相談し，決定する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA221／東洋史特論１ 

(Oriential History1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユーラシア史・海域アジア史研究 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

元明代ユーラシアおよび宋元明代における海域アジア交流史にかかわる史料読解をおこない、移動と交流が各社会に与えた影

響および海域アジア全体の構造がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

This course aims to understand the historical impacts of "intermediate societies" including nomads, merchants, and religious 

people and effects on Chinse society through reading Chinese, Mongolian, Persian, and other language sources. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は隔週で異なる時代の史料を読解し、関連資料・先行研究を参照しつつ、考察をおこないます。 

 

(a) 宋元明代の漢語史料を講読し、多民族社会と統治権力の関係について考えます。 

 

(b) 元明代の漢語史料・モンゴル語史料・ペルシア語史料を講読し、ユーラシアの民族・社会・国家の関係について考えます。 

 

In this course, we read two kinds of historical sources.  

 

(a) Through reading a Han-Chinese source of the Song-Yuan period, we consider the relationship between multiethnic societies 

and political power. 

 

(b) Through reading Chinese, Mongolian, and Persian sources of the Yuan-Ming period, we consider the relationship of social 

groups and political power of Eurasia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論(a)：宋元明代の海域史に関する史料と研究 

2. 導論(b)：北元に関する史料と研究 

3. 史料講読(a) その１ 

4. 史料講読(b) その１ 

5. 史料講読(a) その２ 

6. 史料講読(b) その２ 

7. 史料講読(a) その３ 

8. 史料講読(b) その３ 

9. 史料講読(a) その４ 

10. 史料講読(b) その４ 

11. 史料講読(a) その５ 

12. 史料講読(b) その５ 

13. 考察・議論(a) 

14. 考察・議論(b) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『瀛涯勝覧』講読箇所の予習・復習および関連資料の読み込みをおこなってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yirincin (復原). 1987. MongGul-un NiGca Tobciyan. Ubur MongGul-un Yeke SorGaGuli-yin keblel-Un quriy_a (ISBN:7-81015-

018-9) 

底本以外のテキストや参考史料に関しては、授業内で指示します。 
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参考文献（Readings） 

1. 吉田順一ほか、『アルタン=ハーン伝』訳注 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA222／東洋史特論２ 

(Oriential History2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユーラシア史・海域アジア史研究 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

元明代ユーラシアおよび宋元明代における海域アジア交流史にかかわる史料読解をおこない、移動と交流が各社会に与えた影

響および海域アジア全体の構造がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

This course aims to understand the historical impacts of "intermediate societies" including nomads, merchants, and religious 

people and effects on Chinse society through reading Chinese, Mongolian, Persian, and other language sources. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は隔週で異なる時代の史料を読解し、関連資料・先行研究を参照しつつ、考察をおこないます。 

 

(a) 宋元明代の漢語史料を講読し、多民族社会と統治権力の関係について考えます。 

 

(b) 元明代の漢語史料・モンゴル語史料・ペルシア語史料を講読し、ユーラシアの民族・社会・国家の関係について考えます。 

 

In this course, we read two kinds of historical sources.  

 

(a) Through reading a Han-Chinese source of the Song-Yuan-Ming period, we consider the relationship between multiethnic 

societies and political power. 

 

(b) Through reading Chinese, Mongolian, and Persian sources of the Yuan-Ming period, we consider the relationship of social 

groups and political power of Eurasia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 史料講読(a) その 6 

2. 史料講読(b) その 6 

3. 史料講読(a) その 7 

4. 史料講読(b) その 7 

5. 史料講読(a) その 8 

6. 史料講読(b) その 8 

7. 史料講読(a) その 9 

8. 史料講読(b) その 9 

9. 史料講読(a) その 10 

10. 史料講読(b) その 10 

11. 史料講読(a) その 11 

12. 史料講読(b) その 11 

13. 考察・議論(a) 

14. 考察・議論(b) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『瀛涯勝覧』講読箇所の予習・復習および関連資料の読み込みをおこなってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yirincin (復原). 1987. MongGul-un NiGca Tobciyan. Ubur MongGul-un Yeke SorGaGuli-yin keblel-Un quriy_a (ISBN:7-81015-

018-9) 

底本以外のテキストや参考史料に関しては、授業内で指示します。 
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参考文献（Readings） 

1. 吉田順一ほか、『アルタン=ハーン伝』訳注 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA223／西洋史特論１ 

(Occidental History1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史の文献購読 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 悠人(ISHIBASHI YUTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の読解を通して、西洋近代史・世界史に関する近年の見方と研究動向を理解する。 

 

This course provide an overview of a recent understanding of modern European and world history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel eds, An Emerging Modern World を輪読し、近代世界の成り立ちを多角的な観点から

考察する。また、受講生は個人研究のテーマについての報告を行う。 

 

We will read and dicuss a book, entitled An Emerging Modern World, edited by Conrad and Osterhammel.  

 

About the book (from the publisher's website) 

For as long as there have been nations, there has been an “international”—a sphere of cross-border relations. But for most of 

human history, this space was sparsely occupied. States and regions were connected by long-distance commerce and the 

spasms of war, yet in their development they remained essentially separate. The century after 1750 marked a major shift. 

Fleeting connection gave way to durable integration. Culture, politics, and society were increasingly, and indelibly, entangled 

across continents. An Emerging Modern World charts this transformative period, addressing major questions about the roots of 

the present from a distinctly global perspective. 

Why, for instance, did industrialization begin in England and not in China? Was there early capitalist development outside of the 

West? Was the Enlightenment exclusively a European event? Led by editors Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel, a 

distinguished group of historians tackles these issues, along with the roles of nomads and enslaved people in fostering global 

integration, the development of a bourgeoisie outside Euro-America, Hinduism’s transformation from local practices into a 

universal system, the invention of pan-Islamic identity, and the causes and effects of the revolution in time regimes. The world 

appeared to be undergoing such a radical renewal that the impression of an epochal watershed was widespread. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Introduction  

2. 文献講読の報告と討議（1）   Reading, presentation and disucssion 

3. 文献講読の報告と討議（2）   Reading, presentation and disucssion 

4. 文献講読の報告と討議（3）   Reading, presentation and disucssion 

5. 文献講読の報告と討議（4）   Reading, presentation and disucssion 

6. 文献講読の報告と討議（5）   Reading, presentation and disucssion 

7. 文献講読の報告と討議（6）   Reading, presentation and disucssion 

8. 文献講読の報告と討議（7）   Reading, presentation and disucssion 

9. 文献講読の報告と討議（8）   Reading, presentation and disucssion 

10. 受講生の研究報告（1） Presenting a research paper     

11. 受講生の研究報告（2） Presenting a research paper     

12. 受講生の研究報告（3） Presenting a research paper     

13. 受講生の研究報告（4） Presenting a research paper     

14. 受講生の研究報告（5） Presenting a research paper     

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献を前もって読んで授業に臨むこと。 

Students need to read each chapter of the book before the class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論の参加度(50%)/レジュメの提出(50%) 



 - 235 - 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel. 2018. An Emerging Modern World. Harvard UP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA224／西洋史特論２ 

(Occidental History2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史の文献購読 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 悠人(ISHIBASHI YUTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の読解を通して、西洋近代史・世界史に関する近年の見方と研究動向を理解する。 

 

This course provide an overview of a recent understanding of modern European and world history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel eds, An Emerging Modern World を輪読し、近代世界の成り立ちを多角的な観点から

考察する。また、受講生は個人研究のテーマについての報告を行う。 

 

We will read and dicuss a book, entitled An Emerging Modern World, edited by Conrad and Osterhammel.  

 

About the book (from the publisher's website) 

For as long as there have been nations, there has been an “international”—a sphere of cross-border relations. But for most of 

human history, this space was sparsely occupied. States and regions were connected by long-distance commerce and the 

spasms of war, yet in their development they remained essentially separate. The century after 1750 marked a major shift. 

Fleeting connection gave way to durable integration. Culture, politics, and society were increasingly, and indelibly, entangled 

across continents. An Emerging Modern World charts this transformative period, addressing major questions about the roots of 

the present from a distinctly global perspective. 

Why, for instance, did industrialization begin in England and not in China? Was there early capitalist development outside of the 

West? Was the Enlightenment exclusively a European event? Led by editors Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel, a 

distinguished group of historians tackles these issues, along with the roles of nomads and enslaved people in fostering global 

integration, the development of a bourgeoisie outside Euro-America, Hinduism’s transformation from local practices into a 

universal system, the invention of pan-Islamic identity, and the causes and effects of the revolution in time regimes. The world 

appeared to be undergoing such a radical renewal that the impression of an epochal watershed was widespread. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Introduction  

2. 文献講読の報告と討議（1）   Reading, presentation and disucssion 

3. 文献講読の報告と討議（2）   Reading, presentation and disucssion 

4. 文献講読の報告と討議（3）   Reading, presentation and disucssion 

5. 文献講読の報告と討議（4）   Reading, presentation and disucssion 

6. 文献講読の報告と討議（5）   Reading, presentation and disucssion 

7. 文献講読の報告と討議（6）   Reading, presentation and disucssion 

8. 文献講読の報告と討議（7）   Reading, presentation and disucssion 

9. 文献講読の報告と討議（8）   Reading, presentation and disucssion 

10. 受講生の研究報告（1） Presenting a research paper     

11. 受講生の研究報告（2） Presenting a research paper     

12. 受講生の研究報告（3） Presenting a research paper     

13. 受講生の研究報告（4） Presenting a research paper     

14. 受講生の研究報告（5） Presenting a research paper     

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献を前もって読んで授業に臨むこと。 

Students need to read each chapter of the book before the class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論の参加度(50%)/レジュメの提出(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Sebastian Conrad and Jürgen Osterhammel. 2018. An Emerging Modern World. Harvard UP 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA301／経済政策特論１ 

(Special Lecture on Economic Policies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバリゼーションと政策対応 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

転機にあるグローバル資本主義は生き延びることができるのか。そのために必要な政策課題は何か。定義，歴史，多様性など，

グローバリゼーションについて多次元的に理解する。 

 

Can global capitalism survive ? What policy issues  does it need to cope with ?  

To understand multi dimensions of globalization such as its definition, history and diversity.  

  

 

授業の内容（Course Contents） 

21 世紀の資本主義は転機にある。グローバル金融危機，情報技術革新，さらには資源・エネルギーにおける持続可能性が，今

後のゆくえを左右するだろう。 

金融化とカジノ資本主義化，マッド・マネー化のもたらした危機に，非伝統的な政策とグローバル金融規制で対処できるのか。「イ

ンダストリアル・インターネット」や「IoT」などのデジタル技術や AIが産業と雇用の構造を変え，失業・格差・貧困の構図をどう変え

るのか。人口増加と水・食糧の需要など，資源・エネルギー面は持続可能か。今日の資本主義が抱えるグローバルな政策課題

への対処のため，グローバリゼーションの起源にさかのぼって検討する。 

 

 

21 century capitalism is now at the turning point. Global financial crisis, IT, sustainability of resource and energy will be at stake.  

Can we cope with crises caused by financialization, casino capitalism, and 'mad money' ? How do digital technologies such as 

industrial internet and I o T transform the structure of industry and labor ? Can we deal with population, water and food issues?  

Explanations will be given from historical view with the origin of globalization to correspond to the global capitalism today.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

Introduction 

2. グローバリゼーション－概念をめぐる論争 

Globalization: a contested concept 

3. グローバリゼーションは新しい現象か 

Is globalization a new phenomenon ? 

4. グローバリゼーションの経済的次元 

The economic dimension of globalization 

5. グローバリゼーションの政治的次元 

The political dimension of globalization 

6. グローバリゼーションの文化的次元 

The cultural dimension of globalization 

7. グローバリゼーションのエコロジー的次元 

The ecological dimension of globalization 

8. グローバリゼーションのイデオロギー 

Ideologies of globalization:,  

9. －市場派グローバリズム 

market globalism 

10. －正義派グローバリズム 

justice globalism 

11. －宗教派グローバリズム 

religious globalism 

12. グローバリゼーションの未来 

The future of globalization 

13. グローバリゼーションと政策対応 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前の事前準備は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の講義での報告(50%)/講義への貢献度(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Manfred B. Steger. 2017. Globalization 4th ed.: A Very Short Introduction. Oxford U. P. (ISBN:9780198778551) 

 

参考文献（Readings） 

1. S. ストレンジ、2011、『国家の退場』、岩波書店 (ISBN:9784000285155) 

2. 石田ほか、2015、『現代世界経済をとらえる ver.5』、東洋経済新報社 (ISBN:9784492443668) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA302／経済政策特論２ 

(Special Lecture on Economic Policies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル資本主義の研究 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

転機にある 21 世紀に資本主義が生き延びるために必要な政策課題は何か。定義，歴史，多様性，グローバル資本主義とその

危機について理解する。 

 

Can global capitalism survive ? What policy issues  does it need to cope with ?  

To understand multi dimensions of globalization such as its definition, history and diversity.  

 

授業の内容（Course Contents） 

21 世紀の資本主義は転機にある。グローバル金融危機，情報技術革新，さらには資源・エネルギーにおける持続可能性が，今

後のゆくえを左右するだろう。 

金融化とカジノ資本主義化，マッド・マネー化のもたらした危機に，非伝統的な政策とグローバル金融規制で対処できるのか。「イ

ンダストリアル・インターネット」や「IoT」などのデジタル技術や AIが産業と雇用の構造を変え，失業・格差・貧困の構図をどう変え

るのか。人口増加と水・食糧の需要など，資源・エネルギー面は持続可能か。今日のグローバル資本主義の抱える多くの政策課

題を，その起源にさかのぼって検討する。 

 

21 century capitalism is now at the turning point. Global financial crisis, IT, sustainability of resource an energy will be at stake.  

Can we cope with crises caused by financialization, casino capitalism, and ‘mad money’ ? How do digital technologies such as 

industrial internet and I o T transform the structure of industry and labor ? Can we deal with population, water and food issues?  

Explanations will be given from the historical view with the origin of globalization to correspond to the global capitalism today. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. What is capitalism? 

3. 資本主義とは何か 

4. Where did capitalism come from? 

5. 資本主義はどこで発生したか 

6. How did we get here? 

7. 資本主義，ここに至る道のり 

8. Is capitalism everywhere the same? 

9. 資本主義の多様性？ 

10. Has capitalism gone global? 

11. グローバル資本主義の形成か 

12. Crisis? What crisis? 

13. 何が資本主義の危機なのか 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前の事前準備は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義内での発表(50%)/講義への貢献(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. James Fulcher. 2015. Capitalism 2nd ed.: A very Short Introduction. Oxford U.P. (ISBN:9780198726074) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石田ほか、2015、『現代世界経済をとらえる ver.5』、東洋経済新報社 (ISBN:9784492443668) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA303／工業経済特論１ 

(Special Lecture on Industrial Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
産業の競争力分析 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

産業を分析対象とした研究は，重厚な蓄積を有しています。産業とは，個別企業と経済全体の中間に位置する広い概念であるた

め，積み重ねられた研究は多様です。工業経済特論１では，膨大であり多様な蓄積を有する産業研究のなかでも，日本企業が

高い国際競争力を有する自動車産業を対象とした実証研究を輪読します。自動車産業の国際競争力に関する理解を深めるとと

もに，産業の競争力を分析するためのアプローチについて学びます。 

 

There is wealth of cumulative researches that analyze industries. Industry refers to broad concept placed amidst individual 

company and overall economy. Because of that, there have been many cumulative researches. In Special Lecture on Industrial 

Economics 1, from large store of industrial researches, students select and read about empirical researches targeting Japanese 

automotive industry with large global competitive edge. Students will deepen their understanding about international competitive 

edge of automotive industry while learning how to analyze industry competitive edge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

産業の競争力を分析した文献を輪読します。輪読する文献については，履修者と相談して決定します。特に希望がない場合は，

参考文献にあげた文献から決定します。適宜，履修者の研究発表も行なうことを予定しています。 

 

Students will read literatures that analyze industry competitive edge. Professor will discuss with students to decide reading list 

of literatures. If students have no preference, professor will select literatures from reference list. When appropriate, students 

will participate in research presentations too. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：工業経済特論１の課題 

2. 文献輪読（１） 

3. 文献輪読（２） 

4. 文献輪読（３） 

5. 文献輪読（４） 

6. 文献輪読（５） 

7. 受講生による研究発表（１） 

8. 文献輪読（６） 

9. 文献輪読（７） 

10. 文献輪読（８） 

11. 文献輪読（９） 

12. 文献輪読（10） 

13. 受講生による研究発表（２） 

14. まとめ：産業の競争力とは 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読する文献の精読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(60%)/研究発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談して決定します 

 

参考文献（Readings） 

1. 塩地洋・中山健一郎編、2016、『自動車委託生産・開発のマネジメント』、中央経済社 (ISBN:4502187410) 

2. 佐伯靖雄、2018、『自動車電動化時代の企業経営』、晃洋書房 (ISBN:4771030790) 
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3. 横井克典、2018、『国際分業のメカニズム：本田技研工業・二輪事業の事例』、同文舘出版 (ISBN:4495390228) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は，全員でディスカッションをおこないながら，一章ずつテキストを読み進めていくことを予定しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA304／工業経済特論２ 

(Special Lecture on Industrial Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
産業の競争力分析 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

産業を分析対象とした研究は，重厚な蓄積を有しています。産業とは，個別企業と経済全体の中間に位置する広い概念であるた

め，積み重ねられた研究は多様です。工業経済特論２では，東アジアが高い競争力を有する産業を分析対象とした近年の実証

研究を輪読します。産業研究に関する最新の研究成果を理解することを目指します。 

 

There is wealth of cumulative researches that analyze industries. Industry refers to broad concept placed amidst individual 

company and overall economy. Because of that, there have been many cumulative researches. In Special Lecture on Industrial 

Economics 2, students select and read about empirical researches targeting highly competitive industry in East Asia. Students 

will aim to understand the latest research findings from industrial researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

東アジアにおける産業の競争力を分析した文献を輪読します。輪読する文献については，履修者と相談して決定します。特に希

望がない場合は，参考文献にあげた文献から決定します。適宜，履修者の研究発表も行なうことを予定しています。 

 

Students will read literatures that analyze industry competitive edge in East Asia. Professor will discuss with students to decide 

reading list of literatures. If students have no preference, professor will select literatures from reference list. When appropriate, 

students will participate in research presentations too. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：工業経済特論２の課題 

2. 文献輪読（１） 

3. 文献輪読（２） 

4. 文献輪読（３） 

5. 文献輪読（４） 

6. 文献輪読（５） 

7. 受講生による研究発表（１） 

8. 文献輪読（６） 

9. 文献輪読（７） 

10. 文献輪読（８） 

11. 文献輪読（９） 

12. 文献輪読（10） 

13. 受講生による研究発表（２） 

14. まとめ：東アジアにおける産業の競争力とは 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読する文献の精読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(60%)/研究発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談して決定します 

 

参考文献（Readings） 

1. 塩地洋・田中彰編、2020 予定、『新・東アジア優位産業（仮）』、中央経済社 

2. 川上桃子、2012、『圧縮された産業発展：台湾ノートパソコン企業の成長メカニズム』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815807035) 

3. 伊藤亜聖、2015、『現代中国の産業集積：「世界の工場」とボトムアップ型経済発展』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815808236) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は，全員でディスカッションをおこないながら，一章ずつテキストを読み進めていくことを予定しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA305／農業政策特論１ 

(Special Lecture on Agricultural Policies 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農業および食品産業の関連性を「フードシステム」の視点で理解し，農産物（モノ）の流通にくわえて，食品安全・付加価値情報の

流通，表示・認証，マーケティングなどについて理解する。 

 

The relationship between agriculture and the food industry is looked at from a “food system” perspective, and in addition to 

distribution of agricultural products (goods), distribution of food safety and value added information, display and certification, 

marketing, etc. are looked at. 

 

授業の内容（Course Contents） 

農業は，さまざまな関連産業と結びついて多くのビジネス機会を提供している。農業および関連産業は，一方でグローバル化を

指向するが，他方でローカル化に強みを発揮する事業者も少なくない。この授業では， 農業および関連産業をフードシステムと

いう視点で把握し，そこに見られる具体的な問題点や論点について考察する。 

 

Agriculture offers many business opportunities through being linked with various related industries. In agriculture and related 

industries, there are not few businesspersons who aim for globalization, and demonstrate the strength needed for localization. In 

this class, agricultural and related industries are looked at from a food system viewpoint, and the concrete problems and 

problems observed there are examined. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 農産物市場の特性（１） 

2. 農産物市場の特性（２） 

3. 食品産業とフードシステム（１） 

 （食品産業の発展とフードチェーン，インテグレーション） 

4. 食品産業とフードシステム（２） 

 （食品産業の発展とフードチェーン，インテグレーション） 

5. 品質とは何か 

 （品質属性，付加価値，付加的サービスほか） 

6. 情報の不完全と表示（１） 

 （情報の不完全，品質・安全をめぐるモラルハザード問題） 

7. 情報の不完全と表示（２） 

 （情報の不完全，品質・安全をめぐるモラルハザード問題） 

8. 食のリスク管理（１） 

（安全基準・表示規制等） 

9. 食のリスク管理（２） 

（生産情報トレーサビリティシステム） 

10. 表示制度と基準・認証（１） 

11. 表示制度と基準・認証（２） 

12. 表示制度と基準・認証（３） 

13. 産地呼称制度，地域ブランド（１） 

14. 産地呼称制度，地域ブランド（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録後に Blackboard 上で行う。各自が確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(30%)/議論への貢献(40%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 
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参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA306／農業政策特論２ 

(Special Lecture on Agricultural Policies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
農業経営の特殊性と発展可能性 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農業は，それぞれ生産地域に特有の立地や気候条件により，多様な生産技術・型態の経営が展開している。もっとも一般的な家

族農業にはそれなりの必然性と有利点もあるが，課題も少なくない。本授業では，農業経営の特殊性とは何か，また食品産業と

の関連性を「フードシステム」の視点で理解し，農産物（モノ）流通にくわえて，食品安全・付加価値情報の流通，表示・認証，マー

ケティングなどの実際について検討する。 

 

In agriculture, various types of farming practice and management are being developed with depending on the local and climatical 

conditions. The family farm is the most common and has several advantages, but has many challenges. We will focus on the 

peculiarities of agricultural management and the relevance to the food industry with the food-system approach. The distribution 

of agricultural products, the distribution of food safety and value added information, labeling and marketing are considered.   

 

授業の内容（Course Contents） 

農業経営のあり方は多様であるが，先進国も含めて家族農業はひきつづき主流である。その特質と課題は何か，またさまざまな

関連産業と結びついて多くのビジネス機会を提供しているが，その特徴と可能性は何かを検討する。農業および関連産業は，一

方でグローバル化を指向するが，他方でローカル化に強みを発揮する事業者が少なくない。この授業では， 企業の農業参入，

経営，マーケティング等の具体的な課題について考察する。 

 

Agriculture contributes to many business opportunities. Agriculture and its related industries, on the one hand, are oriented 

toward globalization, but on the other hand, there are many businesses based on the local community. We will focus on some 

specific issues, such as companies entering farm management, food processing and marketing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 農業経営の特殊性（１）（家族経営と会社経営） 

2. 農業経営の特殊性（２）（家族経営と会社経営） 

3. 農業の外部経済効果（１）（多面的機能論） 

4. 農業の外部経済効果（２）（地域活性化） 

5. 農業の外部経済効果（３）（６次産業化） 

6. 異業種からの農業参入（１） 

7. 異業種からの農業参入（２） 

8. 異業種からの農業参入（３） 

9. 農業および食品産業の連携（１） 

10. 農業および食品産業の連携（２） 

11. 農業および食品産業の連携（３） 

12. マーケティングと情報・表示（１） 

13. マーケティングと情報・表示（２） 

14. マーケティングと情報・表示（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録後に Blackboard 上で行う。各自が確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(30%)/議論への貢献(40%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA307／世界経済特論１ 

(Special Lecture on the Global Economies1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
EUのグリーンディール 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

欧州連合（EU）の産業政策としてのグリーンディールについて学ぶ 

 

Students will learn about Green Deal as the industrial policy of the European Union (EU) . 

 

授業の内容（Course Contents） 

欧州連合（EU）は、新たな産業政策としてグリーンディ－ルを進めようとしている。そこで、この講義では、EUの気候変動・エネル

ギー政策の一次資料（英文）を輪読する。成績評価は、提出されたレポートに基づく。 

 

The European Union (EU) is pursuing the Green Deal as a new industrial policy. In this lecture, we will read the primary source 

of the EU climate change and energy policy. Grading is based on the submitted report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. The European Green Deal COM(2019)640 final を読む 

3. The European Green Deal COM(2019)640 final を読む 

4. Sustainable European Investment Plan European Green Deal Investment Plan COM(2020)21 を読む 

5. Sustainable European Investment Plan European Green Deal Investment Plan COM(2020)21 を読む 

6. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund を読む 

7. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund を読む 

8. レポート作成の構想検討会 

9. Preparing the ground for raising long-term ambition EU Climate Action Progress Report 2019 COM(2019)559 final を読む 

10. Preparing the ground for raising long-term ambition EU Climate Action Progress Report 2019 COM(2019)559 final を読む 

11. 上記以外の関連資料を読む 

12. 上記以外の関連資料を読む 

13. レポート構想の発表会 

14. レポート構想の発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、EUの COM 文書資料を読み込んでいく。したがって、最低でも毎回 100 分程度の予習が必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安田陽、2018、『世界の再生可能エネルギーと電力システム 電力システム編』、インプレス R&D (ISBN:978-4844398257) 

2. 植田和弘、山家公雄、2017、『再生可能エネルギー政策の国際比較』、京都大学出版界 (ISBN:978-4814000654) 

3. 安田陽、2019、『世界の制裁可能エネルギーと電力システム 経済・政策編』、インプレス R&D (ISBN:978-4844396826) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

欧州連合（EU） https://europa.eu/european-union/index_en 

EU MAG http://eumag.jp/ 

ジャン・モネ EU研究センター（慶應義塾大学）レファレンス http://www.jean-monnet-coe.keio.ac.jp/references_jpn.html 

 

注意事項（Notice） 
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■KA308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA308／世界経済特論２ 

(Special Lecture on the Global Economies2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
EUの通商戦略とアジア 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

EU の通商戦略、特に中国、日本などアジアに対する通商戦略を学ぶ。 

 

Students will learn about EU's trade strategy to Asia including Japan and China. 

 

授業の内容（Course Contents） 

欧州連合（EU）は、アジア諸国との経済関係を強化しようとしている。そこで、この講義では、EU の通商戦略、特に日本と中国に

対する政策に関する EUの一次資料を輪読する。成績評価は、提出されてたレポートに基づく。 

 

The European Union (EU) is trying to  strengthen economic relations with Asian countries. In this lecture, we will read the 

primary documents  of the EU on trade policy, especially to Japan and China. Grading is based on the submitted report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Connecting Europe and Asia -building blocks for an EU Strategy JOIN(2018)31 final を読む 

3. Connecting Europe and Asia -building blocks for an EU Strategy JOIN(2018)31 final を読む 

4. Report on Implementation of EU Free Trade Agreements 1 january 2017-31 December 2017, 2018 COM(2018)728final を

読む 

5. Report on Implementation of EU Free Trade Agreements 1 january 2017-31 December 2017, 2018 COM(2018)728final を

読む 

6. Report on Implementation of EU Free Trade Agreements 1 january 2017-31 December 2017, 2018 を読む 

7. Report on Implementation of EU Free Trade Agreements 1 january 2017-31 December 2017, 2018 COM(2018)728final を

読む 

8. レポート構想中間発表会 

9. Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade Agreement SDW(2018)454 final を読む 

10. Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade Agreement SDW(2018)454 final を読む 

11. Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade Agreement SDW(2018)454 final を読む 

12. EU-Japan EPA関連資料を読む 

13. EU-Japan EPA関連資料を読む 

14. レポート構想の発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、EUの通商戦略に関する文書を読むので、毎週、最低でも 100 分の予習が必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ダニ・ロドリック、2019、『貿易戦争の政治経済学』、白水社 (ISBN:978-4560096888) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

欧州連合（EU） https://europa.eu/european-union/index_en 

EU MAG http://eumag.jp/ 

ジャン・モネ EU研究センター（慶應義塾大学）レファレンス http://www.jean-monnet-coe.keio.ac.jp/references_jpn.html 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 253 - 

■KA309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA309／中国経済特論１ 

(Special Study on Chinese Economy1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

中国の経済発展と制度変化 

（Economic Development and Institutional Changes in China） 

担当者名 

（Instructor） 
厳 成男(YAN CHENGNAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国における経済発展と制度変化の間の相互関係を考察し、激変する中国の社会経済システムのさまざまな側面を把握するこ

とによって、中国経済に対する正しい理解ができる。 

 

Students will analyze mutual relationship between economic development and institutional change in China. Students will 

acquire accurate understanding about Chinese economy by grasping various aspects of drastically changing Chinese 

socioeconomic system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に、テキストの輪読とその内容に関する議論を通じて、高度経済成長から中成長へ転換しつつある中国経済が直面しているさ

まざまな課題―市場競争、成長、分配、格差、環境、就労等―の発生メカニズム、実態、変容、および政策的対応について考え、

中国経済発展の本質を把握する。 

 

By reading texts and discussing their contents, students will think about various issues facing Chinese economy when 

transitioning from high to moderate economic growth – market competition, growth, distribution, disparity, environment, and 

employment. Students will think about their mechanism, current state, transformation, and political implementation to 

understand the nature of Chinese economic development accurately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―中国経済は如何に調整されているか？ （テキスト 1 概括） 

2. 中国の経済発展戦略 （テキスト 1 の第 1 章） 

3. 中国の雇用制度と低賃金労働 （テキスト 1 の第 2 章） 

4. 中国の輸出主導型成長体制 （テキスト 1 の第 3 章、第 4 章） 

5. 中国の産業発展と輸出主導型成長のインパクト① （テキスト 1 の第 5 章） 

6. 中国の産業発展と輸出主導型成長のインパクト② （テキスト 1 の第 6 章、第 7 章） 

7. 中国の労働市場制度改革 （テキスト 1 の第 8 章） 

8. 中国経済の成長体制転換と調整様式 （テキスト 1 の第 9 章、終章） 

9. 中国における経済制度の特質とその形成 （テキスト 2 の第 1 章、第 2 章） 

10. 中国における経済制度の進化 （テキスト 2 の第 3 章、第 4 章） 

11. 中国における企業経営と技術革新 （テキスト 2 の第 5 章、第 6章） 

12. 中国経済の対外拡張 （テキスト 2 の第 7 章） 

13. 中国における腐敗と格差 （テキスト 2 の第 8 章、第 9 章） 

14. 総括―「中国経済学」の誕生？ （テキスト 2 概括） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃より、日本経済新聞における中国経済関連記事をチェックすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメの発表(70%)/全体議論への参加度合い(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 厳成男、2011、『中国の経済発展と制度変化』、京都大学学術出版会 

2. 加藤弘之、2016、『中国経済学入門』、名古屋大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤弘之、2013、『「曖昧な制度」としての中国型資本主義』、NTT出版 

2. 丸川知雄・梶谷懐、2015、『超大国・中国のゆくえ』、東京大学出版会 

3. 大西広、2016、『中成長を模索する中国』、慶応義塾大学出版会 
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4. 関志雄、2015、『中国 「新常態」の経済』、日本経済新聞出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA310／中国経済特論２ 

(Special Study on Chinese Economy2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

中国の経済発展と制度変化 

（Economic Development and Institutional Changes in China） 

担当者名 

（Instructor） 
厳 成男(YAN CHENGNAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国における経済発展と制度変化の間の相互関係を考察し、激変する中国の社会経済システムのさまざまな側面を把握するこ

とにより、中国経済に対する正しい理解ができる。 

 

Students will analyze mutual relationship between economic development and institutional change in China. Students will 

acquire accurate understanding about Chinese economy by grasping various aspects of drastically changing Chinese 

socioeconomic system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に、テキストの輪読とその内容に関する議論を通じて、高度経済成長から中成長へ転換しつつある中国経済が直面しているさ

まざまな課題―市場競争、成長、分配、格差、環境、就労等―の発生メカニズム、実態、変容、および政策的対応について考え、

中国経済発展の本質を把握する。 

 

By reading texts and discussing their contents, students will think about various issues facing Chinese economy when 

transitioning from high to moderate economic growth – market competition, growth, distribution, disparity, environment, and 

employment. Students will think about their mechanism, current state, transformation, and political implementation to 

understand the nature of Chinese economic development accurately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―中国経済が直面する二つの罠 （テキストの序章） 

2. 中国の戸籍制度と農民工 （テキストの第 1 章） 

3. 中国の農村、都市化 （テキストの第 2 章） 

4. 中国の地方政府間競争 （テキストの第 3 章） 

5. 中国の産業構造の高度化 （テキストの第 4 章） 

6. 中国の産業集積 （テキストの第 5 章） 

7. 中国の技術開発 （テキストの第 6 章） 

8. 中国の民営化、市場化 （テキストの第 7 章） 

9. 中国の労働分配 （テキストの第 8 章） 

10. 中国の国有企業制度改革 （テキストの第 9 章） 

11. 中国の企業間競争 （テキストの第 10 章） 

12. 中国企業の海外進出 （テキストの第 11 章） 

13. 中国における格差 （テキストの第 12 章、第 13 章） 

14. 中国国家資本主義のゆくえ （テキストの終章） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃より、日本経済新聞における中国経済関連記事をチェックすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ発表(70%)/全体議論への参加度合い(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加藤弘之・梶谷懐、2016、『二重の罠を超えて進む中国型資本主義』、ミネルヴァ書房 

 

参考文献（Readings） 

1. 厳成男、2011、『中国の経済発展と制度変化』、京都大学学術出版会 

2. 加藤弘之、2016、『中国経済学入門』、名古屋大学出版会 

3. 丸川知雄・梶谷懐、2015、『超大国・中国のゆくえ』、東京大学出版会 

4. 大西広、2016、『中成長を模索する中国』、慶応義塾大学出版会 
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5. 肖敏捷、2017、『中国 新たな経済大革命』、日本経済新聞出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA311／外国貿易特論１ 

(Special Lecture on Foreign Trade 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貿易の基礎と現代貿易の課題 

担当者名 

（Instructor） 
田中 綾一(TANAKA RYOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1．貿易の基礎的な事項について説明できる。 

2．戦後貿易の展開を説明できる。 

3．現代貿易の課題について説明できる。 

 

1. Basics of trade will be explained. 

2. Post-war development of trade will be explained. 

3. Modern trade will be explained. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1．貿易の歴史を説明する。 

2．貿易政策と実務について説明する。 

3．戦後の貿易体制について説明する。 

4．貿易と開発、所得格差との関係について説明する。 

5．地域主義等の諸問題について説明する。 

6．資源のグローバル化が産み出す問題について説明する。 

 

1. Trade history will be explained. 

2. Trade policy and practice will be explained. 

3. Post-war trade system will be explained. 

4. Connections among trade, development, and income gap will be explained. 

5. Various issues such as regionalism will be explained. 

6. Issues caused by globalization of resources will be explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 貿易の歴史：大航海時代から現代まで 

2. 貿易の考え方：自由貿易の利益とは 

3. 貿易の政策：貿易のルールとは 

4. 貿易の実務：貿易はどのように行われているのか 

5. 国際収支と外国為替：貿易決済のしくみ 

6. 戦後貿易の制度（1）：IMF と GATT 

7. 戦後貿易の制度（2）：WTO 

8. 貿易と開発（南北問題）：貧困解決に必要なものとは 

9. 多国籍企業と直接投資：企業の海外展開 

10. 地域主義・地域貿易協定 

11. 世界と日本の貿易：21 世紀の日本の貿易 

12. 農業と資源の貿易：資源と貿易の関係 

13. 貿易の新たな課題 

14. 講義のまとめと総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの内容をまとめてレジュメを作成すること。 

復習については講義中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席及び授業参加度(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 小林尚朗・篠原敏彦・所康弘（編）、2017、『貿易入門：世界と日本が見えてくる』、大月書店 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA312／外国貿易特論２ 

(Special Lecture on Foreign Trade 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
外国為替と国際決済、為替需給の分析 

担当者名 

（Instructor） 
田中 綾一(TANAKA RYOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1．国際貿易と一体不可分である決済の機能および実態を説明できる。 

2．輸出取引を中心とした外国為替の機能を説明できる。 

3．国際収支から為替需給を分析できる。 

4．「グローバル・インバランス」を為替需給の観点から説明できる。 

5．近年の為替相場の変動が日本の貿易に与えた影響を説明できる。 

 

1. Students will be able to explain settlement function, which is inseparable from international trade. 

2. Students will be able to explain foreign exchange function particularly in export trade. 

3. Students will be able to analyze supply and demand of foreign exchange based on balance of international payments. 

4. Students will be able to explain global imbalance from perspective of foreign exchange supply and demand. 

5. Students will be able to explain impact of recent foreign exchange market fluctuation on Japan’s trade. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1．国際貿易の決済方法について説明する。 

2．外国為替取引の原理と基本的なしくみについて説明する。 

3．国際決済における、SWIFT、CLSなどの技術革新について説明する。 

4．為替相場の変動要因について説明する。 

5．為替相場の変動が貿易に与える影響について説明する。 

 

1. Settlement method in international trade will be explained. 

2. Principle and basic mechanism of foreign exchange will be explained. 

3. Technological innovation such as SWIFT and CLS in international settlement will be explained. 

4. Cause of fluctuation in FX market will be explained. 

5. Impact of fluctuation of FX market on trade will be explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際貿易と国際決済 

2. 外国為替の原理と国際決済の基本形態 

3. 外国為替の種類(1） 

4. 外国為替の種類(2) 

5. 外国為替における技術革新 

6. 外国為替市場の構造と現状(1) 

7. 外国為替市場の構造と現状(2) 

8. 為替調整取引と為替媒介通貨(1) 

9. 為替調整取引と為替媒介通貨(2) 

10. 国際通貨と基軸通貨 

11. 種々の為替相場 

12. 国際収支の通貨区分の意義 

13. 国際収支と為替需給 

14. 講義のまとめと総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの第 1〜4 章を中心に学習する。 

復習については講義中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席および授業参加度(80%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 奥田宏司・代田純・櫻井公人 (編)、2020、『深く学べる国際金融 持続可能性と未来像を問う』、法律文化社 (ISBN978-4-

589-04067-1 C1033) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA313／社会政策特論１ 

(Special Lecture on Social Policies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

社会政策の史資料分析方法論―基礎編 

(Methodology of analyzing historical materials on social policy) 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 隆(SUGANUMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会政策の歴史制度的分析に必要な史資料の収集と分析の方法を習得する。 

 

This course teaches methodology of collecting and analyzing historical materials on social policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文執筆に必要な制度の歴史分析の方法を学ぶ。基礎編として歴史における時間の問題を扱った文献、および戦後社会福

祉の制度分析を行った文献を読む。修士論文を執筆するに必要な基礎知識を提供する。制度政策の研究を志す学生にとって姿

勢と方法を身につける。 

 

First, we will read methodological book on time and institutions. Next we will read some example of historical studies on social 

welfare in post-war Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 歴史制度分析基礎文献１ 講読 

3. 歴史制度分析基礎文献１ 講読 

4. 歴史制度分析基礎文献１ 講読 

5. 歴史制度分析基礎文献１ 講読 

6. 歴史制度分析基礎文献１ 講読 

7. 歴史制度分析基礎文献１ 講読 

8. 歴史制度分析基礎文献２ 講読 

9. 歴史制度分析基礎文献２ 講読 

10. 歴史制度分析基礎文献２ 講読 

11. 歴史制度分析基礎文献２ 講読 

12. 歴史制度分析基礎文献２ 講読 

13. 歴史制度分析基礎文献２ 講読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定した文献を予め読み、考えをまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/プレゼンテーション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ポール・ピアソン、2010、『ポリティクス・イン・タイム―歴史・制度・社会分析』、勁草書房 (ISBN:9784326301874) 

2. 菅沼隆、2005、『被占領期社会福祉分析』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623045315) 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅沼隆編、2018、『戦後社会保障の証言- : 厚生官僚 120 時間オーラルヒストリー』、有斐閣 (ISBN:9784641174351) 

2. 黒木利克、1958、『日本社会事業現代化論』、全国社会福祉協議会 

3. ベルナール シャバンス、2007、『入門 制度経済学』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779501661) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA314／社会政策特論２ 

(Special Lecture on Social Policies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

社会政策の史資料分析方法論―応用編 

(Methodology of analyzing historical materials on social policy-Advanced) 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 隆(SUGANUMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会政策の歴史制度的分析に必要な史資料の収集と分析の方法を学ぶ 

 

This course teaches methodology of collecting and analyzing primary materials on social policy.  

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的な一次資料を探索し、史資料から歴史を再構成する方法を学ぶ。 

 

Students are required to collect and analyze historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 一次資料探索の方法 

3. 一次資料探索の方法 

4. 一次資料探索の方法 

5. 一次資料探索の方法 

6. 一次資料探索の方法 

7. 一次資料探索の方法 

8. 歴史像構成の方法 

9. 歴史像構成の方法 

10. 歴史像構成の方法 

11. 歴史像構成の方法 

12. 歴史像構成の方法 

13. 歴史像構成の方法 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学内外の図書館・公文書館等で自分の研究目的に即した一次資料の探索を行うことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/プレゼンテーション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ヴァレリー・R・ヤウ、2011、『オーラルヒストリーの理論と実践 : 人文・社会科学を学ぶすべての人のために』、インターブックス 

(ISBN:9784924914124) 

2. 御厨貴、2007、『オーラル・ヒストリー入門』、岩波書店 (ISBN:9784000280464) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA315／労働経済特論１ 

(Special Lecture on Labor Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の労使関係・雇用慣行 

担当者名 

（Instructor） 
首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の労使関係・雇用慣行について，その特質，形成過程を理解したうえで，今日の変化を議論する。 

 

Students will understand characteristics and formation process of labor-employment relationship and employment practice in 

Japan. They will also discuss current changes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

かつて日本の国際競争力を牽引してきたとされる日本型雇用慣行は，今日，大きく揺らいでいる。有期雇用者や短時間労働者の

増加，職務給や成果・業績給制度の導入がすすむなか，長期に安定した雇用や年功型の賃金体系は，過去の産物として語られ

ることが多い。本講義では，まず日本的雇用システムとは何であったのかについて，その形成過程から論じ，そこに内包されてき

た問題を検討する。同時に，賃金制度，技能育成のあり方，労使関係について，先進諸外国の実態と比較することで，日本的特

質を明らかにする。そのうえで，今日，日本型雇用慣行が質的にどう変わりつつあるのかを議論し，今後の労使関係，雇用慣行

を展望する。 

 

Previously Japanese employment practice has contributed greatly to Japan’s international competitiveness, but its balance is 

being upset. Due to increase of fixed-term and short-term employees, companies introduce performance-based or 

evaluation/result-based pays. Many people state that stable long-term employment and seniority system are legacy of the past. 

In this class, students will discuss previous Japanese employment system’s essence, formation, and issues it brought. At the 

same time, students will compare Japan with other developed nations in terms of salary system, skill cultivation, and labor-

employment relationship to clarify characteristics found in Japan. Furthermore, students will discuss gradual qualitative changes 

in Japanese employment practice and forecast future labor-employment relationship and employment practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 参加者による報告，議論（１） 

3. 参加者による報告，議論（２） 

4. 参加者による報告，議論（３） 

5. 参加者による報告，議論（４） 

6. 参加者による報告，議論（５） 

7. 参加者による報告，議論（６） 

8. 参加者による報告，議論（７） 

9. 参加者による報告，議論（８） 

10. 参加者による報告，議論（９） 

11. 参加者による報告，議論（１０） 

12. 参加者による報告，議論（１１） 

13. 参加者による報告，議論（１２） 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義のなかで適宜指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および発言を総合的に評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは参加者と相談して決める。 

 

参考文献（Readings） 
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講義のなかで適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA316／労働経済特論２ 

(Special Lecture on Labor Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル化と労使関係の変化 

担当者名 

（Instructor） 
首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化に対応した労使関係の枠組みについて議論し，理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding by discussing globalized labor-employment relationship framework. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営のグローバル化が進展する一方で，労働組合による国際連帯の強化が叫ばれて久しいが，日本の多くの労働組合は，未だ

一国的な活動にとどまっている。本講義では，企業のグローバル化と労働組合の一国的運動という労使間のズレが何をもたらす

のか，議論する。そのうえで，欧州を中心に，多国籍企業に対する社会的規制や労働組合のネットワークの拡大のケースを考察

し，グローバル化に対応した労使関係のあり方を検討したい。 

 

As globalization of management is progressing, labor unions are called to fortify their international solidarity. Nevertheless, many 

Japanese labor unions are still active only in Japan. In this class, students will discuss countrywide labor-employment gap 

between globalization of corporations and stagnated globalization of labor unions. In addition, students will focus on Europe 

when analyzing social regulations on multi-national corporations and labor unions’ expanding network. Students will discuss 

about how the labor-employment relationship in response to globalization should be. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 参加者による報告，議論（１） 

3. 参加者による報告，議論（２） 

4. 参加者による報告，議論（３） 

5. 参加者による報告，議論（４） 

6. 参加者による報告，議論（５） 

7. 参加者による報告，議論（６） 

8. 参加者による報告，議論（７） 

9. 参加者による報告，議論（８） 

10. 参加者による報告，議論（９） 

11. 参加者による報告，議論（１０） 

12. 参加者による報告，議論（１１） 

13. 参加者による報告，議論（１２） 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のなかで適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および発言を総合的に評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは参加者と相談して決める。 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA321／証券経済特論１ 

(Special Lecture on Economic Theory of Securities 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

現代の資本主義システムを「金融化(ファイナンシャリゼーション)」という観点から分析

し、金融システムや金融市場の歴史的な発展を理論的・実証的に解明していく。 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の資本主義システムを「金融化(ファイナンシャリゼーション)」という観点から分析し、金融システムや金融市場の歴史的な発

展を理論的・実証的に解明していく。 

 

Students will analyze modern capitalism system from financialization perspective. Students will clarify theoretically and 

empirically historical development of financial system and market. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、コスタス・ラパヴィツァスの『金融化資本主義』(2018 年、日本経済評論社)をテキストにしながら、現代の金融市

場の基本的な仕組みや、金融機関における証券投資や資産運用のあり方について学んでいく。また、授業の進め方としては、テ

キストを輪読しながら、報告者による発表とその内容に関する討論を行っていく。 

 

In this class, students will use Financialised Capitalism by Costas Lapavistas (2018, published by Nihon Keizai Hyoronsha) as 

textbook. Students will learn about basic framework of modern financial market, securities investment, and asset management in 

financial institutions. This class will proceed with textbook reading, reporters’ presentations, and discussion about these 

contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のガイダンス 

2. 金融化の分析視角について 

3. 金融化の文献および理論 

4. 金融化についてのアプローチ 

5. 金融の優位の第一波動 

6. 資本主義の変化についてのヒルファディングの分析 

7. 株式市場と金融資本 

8. 金融化資本主義の貨幣的基礎 

9. 現代貨幣に関する理論 

10. 金融化資本主義における新たな形態の貨幣 

11. 金融化の流動領域 ：金融と資本主義経済 

12. 資本主義的な社会的条件が要求する金融システム 

13. 資本市場、投資銀行、機関投資家および金融システムのデザイン 

14. 授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 テキストの事前学習と、発表時のレジュメ等の準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/報告および討論(25%)/レポート(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. コスタス・ラパヴィツァス、2018、『金融化資本主義』、日本経済評論社 (ISBN:9784818825000) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、授業の際に、適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA322／証券経済特論２ 

(Special Lecture on Economic Theory of Securities 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

現代の資本主義システムを「金融化(ファイナンシャリゼーション)」という観点から分析

し、金融システムや金融市場の歴史的な発展を理論的・実証的に解明していく。 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の資本主義システムを「金融化(ファイナンシャリゼーション)」という観点から分析し、金融システムや金融市場の歴史的な発

展を理論的・実証的に解明していく。 

 

Students will analyze modern capitalism system from financialization perspective. Students will clarify theoretically and 

empirically historical development of financial system and market. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、コスタス・ラパヴィツァスの『金融化資本主義』(2018 年、日本経済評論社)をテキストにしながら、現代の金融市

場の基本的な仕組みや、金融機関における証券投資や資産運用のあり方について学んでいく。また、授業の進め方としては、テ

キストを輪読しながら、報告者による発表とその内容に関する討論を行っていく。 

 

In this class, students will use Financialised Capitalism by Costas Lapavistas (2018, published by Nihon Keizai Hyoronsha) as 

textbook. Students will learn about basic framework of modern financial market, securities investment, and asset management in 

financial institutions. This class will proceed with textbook reading, reporters’ presentations, and discussion about these 

contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のガイダンス 

2. 金融利潤の難問 

3. 株式保有から生じる金融利潤 

4. 金融化的蓄積の背景 

5. 国家が形作る金融化的蓄積の「チャネル」 

6. 成熟した金融化と従属的金融化 

7. 実物的蓄積と金融的蓄積の間の区分 

8. バブルの崩壊と金融危機の発生 

9. 国家の介入と危機の財政化 

10. 金融のコントロール 

11. 第二次世界大戦後の金融規制の軌跡 

12. 金融化の条件下における規制 

13. 金融化への対抗：いくつかの結論 

14. 授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 テキストの事前学習と、発表時のレジュメ等の準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/報告および討論(25%)/レポート(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. コスタス・ラパヴィツァス、2018、『金融化資本主義』、日本経済評論社 (ISBN:9784818825000) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、授業の際に、適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA323／環境経済特論１ 

(Special Lecture on Environmental Economics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境経済学の考え方やその理論を学ぶことで，環境問題に対する客観的な分析手法を身につけるとともに，論理的な思考力を

養うことを目標とする。 

 

Students will learn the ideas and theories of environmental economics. Through this learning, they will develop their ability to 

logically analyze environmental issues, and cultivate their theoretical thinking skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境問題の多くは人々の経済活動が原因となって発生しており，その解決のためには経済学的な視点から問題を分析すること

が必要不可欠となる。授業では環境経済学の理論について扱った洋書をテキストとして取り上げ，輪読を中心とした演習形式の

授業を通し環境経済学の分析手法を習得することを目指す。環境経済学の理論には様々なものがあるが，その中でも特に，ミク

ロ経済学をベースとした数理的な枠組みを用いた分析方法についての理解を深めていく。なお，授業では地球温暖化問題や廃

棄物問題といった個別の環境問題を大きく取り上げることはせず，それらの問題の分析に用いることができる一般的な理論を学

ぶことを目標とする。授業計画はあくまで目安であり参加者の状況によって変化する場合がある。 

 

Many environmental issues are caused by human economic activities. To solve these issues, it is essential to analyze them from 

economic perspective. In this class, students will read English textbooks on environmental economic theories. This class will be 

in seminar format and focus on reading. Through these, students will learn environmental economic analysis method. Among 

many environmental economic theories, students will focus and delve into analysis method using mathematical framework and 

microeconomics foundation. Instead of studying individual environmental issues such as global warming and waste, students will 

learn universal theories that can apply to the analysis of these issues. The lesson plan is tentative and subject to change 

depending on the situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 外部性の理論 1 

3. 外部性の理論 2 

4. 外部性の理論 3 

5. 環境政策の理論 1 

6. 環境政策の理論 2 

7. 環境政策の理論 3 

8. 不確率性と政策選択 1 

9. 不確実性と政策選択 2 

10. 資源採取問題 1 

11. 資源採取問題 2 

12. 資源採取問題 3 

13. ゲーム論的アプローチ 1 

14. ゲーム論的アプローチ 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微分とミクロ経済学に関して学部レベルの知識があることを前提とするので，講義履修前にこれらの分野の予習を行うことを推奨

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席・および授業中の発言(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Charles D. Kolstad, Environmental Economics (Oxford University Press) などの洋書を予定しているが，詳細については参加者

と相談の上決定する。 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA324／環境経済特論２ 

(Special Lecture on Environmental Economics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境経済学の分野の学術論文を精読することで，環境経済学の手法や研究の流れ，最新の研究内容を理解することを目指す。 

 

Students will read the latest academic literature in environmental economics to understand methods, research processes, and 

the latest research findings in this field. 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境経済学は比較的歴史の新しい分野であるが，近年海外を中心に急速に研究が進められてきた分野でもある。授業では環境

経済学系の論文誌に掲載された論文の中から，海外の文献を中心に，環境経済学の研究において影響の大きかったと思われる

文献に注目し，演習形式の輪読を行うことでその内容を丁寧に追っていく。特に，環境税や規制，環境法といった政策の効果を

分析した論文を取り上げ，環境政策の効果を分析する手法や研究論文の書き方を実践的に学ぶことを目指す。また，古典的な

文献だけでなく最新の研究論文も取り上げることで，環境経済学の研究内容に幅広く触れることも目標とする。授業計画では各

回に取り上げる予定の論文テーマを挙げてあるが，あくまでも目安であり，参加者の状況によって変更する場合がある。 

 

Although environmental economics is relatively a new area of study, research in this field have been making rapid progress 

overseas in recent years. In this class, students will intensively read influential articles on environmental economics in turn. The 

articles we read are dealt with the analysis of policy effects including environmental tax, regulation, and law. Students will learn 

and practice how to analyze the effect of environmental policy. They will also learn and practice writing research thesis. In this 

seminar, we will deal with not only classic literatures but also the latest research theses, covering wide range of environmental 

economics study. The articles to be read in the class are listed in the syllabus, but they are tentative and subject to change 

depending on the situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. サーベイ研究 1 温暖化問題 

3. サーベイ研究 2 水質汚染 

4. サーベイ研究 3 資源利用 

5. サーベイ研究 4 環境評価 

6. 古典的文献 1 大気汚染 

7. 古典的文献 2 水質汚染 

8. 古典的文献 3 廃棄物問題 

9. 古典的文献 4 環境評価 

10. 近年の文献 1 大気汚染 

11. 近年の文献 2 水質汚染 

12. 近年の文献 3 廃棄物問題 

13. 近年の文献 3 廃棄物問題 

14. 近年の文献 5 環境評価 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微分と学部レベルのミクロ経済学の知識があることを前提とするので，講義履修前にこれらの内容についての予習を行うことを推

奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席・報告内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

環境経済学の論文誌に掲載された論文の中から，授業で扱う文献を適宜指示する。なお，扱う論文は英文のものが中心となる。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA325／日本経済特論１ 

(Special Lecture on Japanese Economic 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本と東アジアの高度経済成長研究 1 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後東アジア経済は冷戦の傍ら長期間にわたる｢高度成長｣あるいは「圧縮成長」を経験した。経済史的観点から見れば、日本、

台湾、韓国、中国の隣接する 4つの地域あるいは国が時間差を置きながら、このような高成長を工業化に基づいて成し遂げたの

は人類史上、東アジアに限られる現象である。その中で日本経済がいわゆる投資循環型高度成長メカニズムを構築し、1955年

から石油危機が起こる 1973 年にかけて年平均 10％前後の成長率を記録している。日本は外資の導入と高い貿易依存度を前

提として全く別の国となってしまうが、高度成長の原型ともいえる。こうした比較の視点から、なぜ日本と東アジアでは高成長メカ

ニズムが作動して展開し、最後には終息に向かえざるを得なかったのかを明らかにする。 

 

Post-war East Asian economy has experienced long period of high or compressed growth parallel to the cold war. From 

perspective of economic history, Japan, Taiwan, South Korea, China and their surrounding 4 regions and countries have 

achieved great economic growth based on industrialization despite lag in their progress. In human history this phenomenon is 

only observed in Easy Asia. Amidst this, Japan has constructed high-growth mechanism through the so-called investment cycle 

model. Through these, Japan has recorded roughly 10% annual growth from 1955 to crude oil crisis 1973. Although Japan seems 

like different country if we look at foreign capital inflow and high dependency on trade, it is still the prototype for high growth. 

Through comparative perspective, professor will clarify how these high-growth mechanisms work in Japan and East Asia, and 

why they had inevitably end. 

 

授業の内容（Course Contents） 

武田晴人・林采成編(2019）『歴史としての高成長』京都大学学術出版会、堀和生編著(2019)『世界工場への道』京都大学学術出

版会、武田晴人編(2011)『高度成長期の日本経済』有斐閣、関連論文などを順番に読んでいく。そしてそれを基に高度経済成長

メカニズムを探る。 

 

Students will read The Historical Origins of The High Economic Growth in East Asia by Kazuo Hori (2016, Kyoto University 

Press), The high-growth Economy in Japan by Takeda Haruhito (2011, Yuhikaku publishing), and related papers. Students will 

explore mechanisms of high economic growth based on these. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 東アジア経済成長に関する史的分析 

3. 関連論文および資料分析 

4. 関連論文および資料分析 

5. 関連論文および資料分析 

6. 関連論文および資料分析 

7. 関連論文および資料分析 

8. 関連論文および資料分析 

9. 関連論文および資料分析 

10. 関連論文および資料分析 

11. 関連論文および資料分析 

12. 関連論文および資料分析 

13. 関連論文および資料分析 

14. 中間まとめ―「高度成長」の歴史的条件 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者は交代でレポーターとなる。レポーターはもちろん、その他の参加者も熟読の上、必ず討論点を提出する。また、適宜討論

内容を記録し、中間まとめレポートの材料とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッション技術など(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 堀和生、2016、『東アジア高度成長の歴史的展開』、京都大学出版会 (ISBN:9784814000548) 

2. 堀和生・萩原充、2019、『世界工場への道』、京都大学出版会 (ISBN:9784814002184) 

3. 武田晴人・林采成、2019、『歴史としての高成長』、京都大学出版会 (ISBN:9784814002474) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA326／日本経済特論２ 

(Special Lecture on Japanese Economic 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本と東アジアの高度経済成長研究２ 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後東アジア経済は冷戦の傍ら長期間にわたる｢高度成長｣あるいは「圧縮成長」を経験した。経済史的観点から見れば、日本、

台湾、韓国、中国の隣接する 4つの地域あるいは国が時間差を置きながら、このような高成長を工業化に基づいて成し遂げたの

は人類史上、東アジアに限られる現象である。その中で日本経済がいわゆる投資循環型高度成長メカニズムを構築し、1955年

から石油危機が起こる 1973 年にかけて年平均 10％前後の成長率を記録している。日本は外資の導入と高い貿易依存度を前

提として全く別の国となってしまうが、高度成長の原型ともいえる。こうした比較の視点から、なぜ日本と東アジアでは高成長メカ

ニズムが作動して展開し、最後には終息に向かえざるを得なかったのかを明らかにする。 

 

Post-war East Asian economy has experienced long period of high or compressed growth parallel to the cold war. From 

perspective of economic history, Japan, Taiwan, South Korea, China and their surrounding 4 regions and countries have 

achieved great economic growth based on industrialization despite lag in their progress. In human history this phenomenon is 

only observed in Easy Asia. Amidst this, Japan has constructed high-growth mechanism through the so-called investment cycle 

model. Through these, Japan has recorded roughly 10% annual growth from 1955 to crude oil crisis 1973. Although Japan seems 

like different country if we look at foreign capital inflow and high dependency on trade, it is still the prototype for high growth. 

Through comparative perspective, professor will clarify how these high-growth mechanisms work in Japan and East Asia, and 

why they had inevitably end. 

 

授業の内容（Course Contents） 

武田晴人・林采成編（2019） 『歴史としての高成長』京都大学出版会、堀和生・萩原充編(2019)『世界工場への道』京都大学学術

出版会、堀和生編著(2016)『東アジア高度成長の歴史的展開』京都大学学術出版会、武田晴人編(2011)『高度成長期の日本経

済』有斐閣、関連論文などを順番に読んでいく。そしてそれを基に高度経済成長メカニズムを探る。 

 

Students will read The Historical Origins of The High Economic Growth in East Asia by Kazuo Hori (2016, Kyoto University 

Press), The high-growth Economy in Japan by Takeda Haruhito (2011, Yuhikaku publishing), and related papers. Students will 

explore mechanisms of high economic growth based on these. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高度成長期の日本経済に関する経済史的分析 

2. 関連論文および資料分析 

3. 関連論文および資料分析 

4. 関連論文および資料分析 

5. 関連論文および資料分析 

6. 関連論文および資料分析 

7. 関連論文および資料分析 

8. 関連論文および資料分析 

9. 関連論文および資料分析 

10. 関連論文および資料分析 

11. 関連論文および資料分析 

12. 関連論文および資料分析 

13. 関連論文および資料分析 

14. まとめ―「高度成長」の歴史的総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読については日本経済特論１に同じ。資料分析については担当した資料群の分析経過を報告し、分析上の隘路についは打開

方法を協議するので、それらを明確にしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッション技術など(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 武田晴人、2011、『高度成長期の日本経済』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16368-3) 

2. 堀和生・萩原充、2019、『世界工場への道』、京都大学出版会 (ISBN:978-4814002184) 

3. 武田晴人・林采成、2019、『歴史としての高成長』、京都大学出版会 (ISBN:9784814002474) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA327／都市政策特論１ 

(Urban Policy Studies Special Lecture1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市と地域の経済学 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市経済学の基本テキストの精読を通じ、経済学の理論的枠組みを現実の都市問題の分析に応用する方法を理解する。 

 

Students will read basic textbooks on urban economics to understand how to apply theoretical economic framework on analysis 

of modern urban issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 都市経済学は 1960 年代以降に発展した比較的新しい経済学の応用分野であり、地理空間上の位置や移動距離・費用等を明

示的にモデルに組み込むことによって所得・環境・要素価格等の様々な変化が都市のあり方に与える変化（あるいはその逆）の

示唆を得ようとするところに特徴がある。この授業では都市経済学の基本概念と理論的枠組みをカバーしたテキストを演習形式

で学ぶことにより、「経済学の枠組みが現実の都市問題及び政策の客観的な分析にどう役立つのか」を理解することを目指す。

なお、使用するテキストや授業の内容は、受講者の理解度や関心領域によって変更することがある。 

 受講者との話し合いにより、英語で授業を行う場合もある。 

 

Having been developed  since the 1960's, urban economics is a relatively new applied field of economics. By taking account of 

variables such as geographical location, distance, and transport cost in models, it provides suggestions on how various changes 

in existence of income, environment, and factor price influence city (or vice versa). In this class, students will study textbooks 

on basic concepts and theoretical frameworks of urban economics in seminar format to understand how economics frameworks 

can help solve actual urban issues and objective policy analysis. Professor may change textbooks and lesson contents based on 

students’ understanding and interests. 

 Class discussions may be held in English after discussing with students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Why Cities Exist: Scale Economies, Agglomeration Economies, and Transportation Costs 

2. Modeling Urban Spatial Structure 

3. Analyzing Urban Spatial Structure 

4. Modifications of Urban Model: Income Segregation, Multiple Transportation Modes 

5. Urban Sprawl and Land-Use Controls 

6. Congestion  

7. Housing Demand and Tenure Choice 

8. Housing Policies 

9. Local Public Goods and Services 

10. Pollution 

11. Crime 

12. Urban Quality-of-Life Measurement 

13. Special Topics (1) 

14. Special Topics (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学部レベルのミクロ経済学を習得していることが望ましい。予習として毎回テキストを精読し、授業内での議論に備えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内での報告や議論への貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Brueckner, Jan K.. 2011. Lectures on Urban Economics. The MIT Press (ISBN:978-0-262-01636-0) 

英文のテキストを利用するが、適宜和文の資料を用意して受講者の理解に資する。テキストは重要な研究論文のレビューとして

の性格も有しているため、受講者の関心に応じて代表的な論文も授業の対象とすることがある（適宜配布する）。 
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参考文献（Readings） 

1. Burton, Virginia Lee. 1942. The Little House. HMH Books (ISBN:978-0547131047) 

2. 佐藤泰裕、2014、『都市・地域経済学への招待状』、有斐閣 (ISBN:978-4641150096) 

3. エドワード・グレイザー、2012、『都市は人類最高の発明である』、エヌティティ出版 (ISBN:978-4757142794) 

4. Gilles Duranton, Vernon Henderson, William Strange (eds.). 2015. Handbook of Regional and Urban Economics, Volume 5A-
5B . North Holland (ISBN:978-0444595171) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA328／都市政策特論２ 

(Urban Policy Studies Special Lecture2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市・地域の実証経済分析 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市経済学(Urban Economics)及び社会科学としての都市研究(Urban Studies)分野における都市・住宅研究の全体像を把握し、

学術研究のレビューに習熟する。計量経済学の手法を用いた実証分析や政策評価の方法を理解する。 

 

Students will understand overall urban and residential researches in urban economics and urban studies, a sub-area of social 

science, and learn how to review academic research. Students will understand econometric methods to conduct empirical 

analysis and policy evaluation methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式で実施する。 

近年注目されている政策課題についてのサーベイ論文、実証研究論文を数多く読み進めることにより、都市政策研究の対象とな

る多様な事例及び論点を整理するとともに、実証研究の手法について理解を深める。主に英文で刊行された学術論文を対象と

するが、日本の都市に関わる文献についてはその限りではない。以下の授業計画は一例であり、受講者の関心領域によって変

更することがある。受講者との話し合いにより英語で授業を行う場合がある。 

 

The class will proceed in seminar format. Students will read multiple empirical research and survey papers on policy subjects 

under spotlight to deepen their understanding about empirical researches while organizing various cases and arguments 

targeting urban policy researches. Students will study mostly English academic papers but literatures on Japanese cities are not 

limited to English language. The following lesson plan is an example and may be changed depending on students’ interests. Class 

discussions may be held in English after discussing with students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 都市化、郊外化と再都市化（都心回帰）（1) 

2. 都市化、郊外化と再都市化（都心回帰）（2) 

3. 都市計画・交通と土地・住宅市場（1） 

4. 都市計画・交通と土地・住宅市場（2） 

5. 人的資本論と都市の生産性（1） 

6. 人的資本論と都市の生産性（2） 

7. 地域公共財の経済評価（1） 

8. 地域公共財の経済評価（2） 

9. 地域公共財の経済評価（3） 

10. 人口の変動と都市・地域（1） 

11. 人口の変動と都市・地域（2） 

12. 人口の変動と都市・地域（3） 

13. 気候変動・自然災害リスクと都市（1） 

14. 気候変動・自然災害リスクと都市（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業前に文献を精読し、授業内での報告及び議論に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内での報告及び議論への貢献度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。受講生の研究分野・関心領域に応じて適宜学術論文を選び、教材として使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Gilles Duranton, J. Vernon Henderson and William C. Strange (eds.). 2015. Handbook of Regional & Urban Economics - 
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Volume 5A, 5B. Elsevier (978-0444595171, 978-0444595317) 

2. 山本勲、2015、『実証分析のための計量経済学』、中央経済社 (ISBN:978-4502168116) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA329／アメリカ経済特論１ 

(Special Study on American Economy1) 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ経済に関連する内外の研究論文を講読する。あわせて参加者の研究テーマ設定の一助となるよう研究指導を行う。 

 

Students will read US economy research papers from Japan and overseas. At the same time, professor will guide students in 

their researches so students can establish their research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ経済に関連する論文や文献を講読する。2019 年度は河音琢郎・藤木剛康編著（2016）『オバマ政権の経済政策』ミネルヴ

ァ書房などを検討対象として想定している。 

希望があれば受講者の研究報告を行う。研究テーマの設定に際して重要となるのは当該分野のすぐれた研究者を特定し，その

著作や論文を熟読理解し未だ解明されていない論点を見出すことである。受講者には早期にこの課題に取り組むことを推奨して

いる。 

 

Students will read US economy research papers and literatures. In 2019, students will study Obama’s Economic Policy by 

Takuro Kawane and Takeyasu Fujiki (2016, Minerva Shobo publishing). 

If students desire, they may present their research reports. When selecting research subjects, it is important to specify 

outstanding researchers in these areas, read their works and papers, and find out unclear arguments. Students are 

recommended to work on this early. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス 

2. テキスト検討（１） 

3. テキスト検討（２） 

4. テキスト検討（３） 

5. 受講者の研究報告およびディスカッション（１） 

6. テキスト検討（４） 

7. テキスト検討（５） 

8. テキスト検討（６） 

9. 受講者の研究報告およびディスカッション（２） 

10. 大学院生に必要なアカデミックスキル（学術論文読解法および先行研究評価法）教授 

（英語論文読解を含む）（１） 

11. 大学院生に必要なアカデミックスキル（学術論文読解法および先行研究評価法）教授 

（英語論文読解を含む）（２） 

12. 大学院生に必要なアカデミックスキル（学術論文読解法および先行研究評価法）教授 

（英語論文読解を含む）（３） 

13. 受講者の研究報告およびディスカッション（３） 

14. 総括 受講者の研究成果報告およびディスカッション，今後の研究計画作成のアドバイス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途行う。大学院生は自立した研究者を目指し，指定文献や自らの研究報告

に関する十分な予習を行うこと。講義内容やテキスト読解に関する復習も継続することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告，ディスカッション，その他研究に関わる成果(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤木剛康編、2012、『アメリカ政治経済論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623062102) 

2. 河音琢郎・藤木剛康編、2016、『オバマ政権の経済政策』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623077939) 

「授業の内容」に記載した文献を含め受講生と相談して決定する。 
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参考文献（Readings） 

講義中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA330／アメリカ経済特論２ 

(Special Study on American Economy2) 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最新の政策資料や政策論争に関する研究文献の読み込みを進め，アメリカ経済政策の最新の展開を理解する。あわせて参加

者に研究指導を行う。 

 

Students will read the latest research literatures on policy documents and debates to understand latest trend of US economic 

policy. At the same time, professor will guide students in their researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ経済特論１に続き，「現代アメリカ経済の新展開」を検討テーマとする。この講義ではアメリカ経済政策の基本線を巡る最

新の政策論争を検討する。参加者の希望があれば，種々の文献の輪読を行うことも可能である。多様なジャンルに対応してい

る。 

希望があれば受講者の研究報告を行う。研究テーマの設定に際して重要となるのは当該分野のすぐれた研究者を特定し，その

著作や論文を熟読理解し未だ解明されていない論点を見出すことである。受講者には早期にこの課題に取り組むことをお願いし

たい。 

 

Following Special Study on American Economy 1, students will discuss new modern US economic trend. In this class, students 

will discuss the latest policy issue over baseline of US economic policy. If students desire, they may read various literatures. 

Professor will accommodate various genres. 

If students desire, they may present their research reports. When selecting research subjects, it is important to specify 

outstanding researchers in these areas, read their works and papers, and find out unclear arguments. Students should work on 

this assignment early. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス 

2. テキスト検討（１） 

3. テキスト検討（２） 

4. テキスト検討（３） 

5. テキスト検討（４） 

6. 受講者の研究報告およびディスカッション（１） 

7. 政策資料・政策論争に関する論文・資料読解（１） 

8. 政策資料・政策論争に関する論文・資料読解（２） 

9. 政策資料・政策論争に関する論文・資料読解（３） 

10. 政策資料・政策論争に関する論文・資料読解（４） 

11. 受講者の研究報告およびディスカッション（２） 

12. 政策資料・政策論争に関する論文・資料読解（５） 

13. 政策資料・政策論争に関する論文・資料読解（６） 

14. 総括 受講者の研究成果のまとめとディスカッション 修士論文執筆に向けた研究アドバイス等 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途行う。大学院生は自立した研究者を目指し，指定文献や自らの研究報告

に関する十分な予習を行うこと。講義内容やテキスト読解に関する復習も継続することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容，ディスカッション内容，その他研究に関わる成果(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 河音琢郎・藤木剛康（編著）、2008、『G・W・ブッシュ政権の経済政策』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623052295) 

2. 河音琢郎・藤木剛康（編著）、2016、『オバマ政権の経済政策』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623077939) 

受講生と相談して決定する。 

 



 - 286 - 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA331／国際経済特論１ 

(Special Lecture on International Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代国際経済の成立と展開 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 礼二(MIYAZAKI REIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後国際経済秩序の形成・展開を政治経済学的に把握する。 

 

Students will understand formation and development of post-war international economic order from political economics 

perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義は今日の国際経済を理解するために，第二次世界大戦前後から今日に至る世界経済の展開と変遷を，インターナショ

ナルな経済関係からグローバルな経済への移行とその構造変化に焦点を当てながら，政治経済学的に考察をおこなう。さらに，

この変遷過程に，現実経済と経済思想との関係性を見出し，政策面からも国際経済を捉える。講義では，個々の具体的な政治

経済事象や政策展開を時系列的に取り上げ，それらの政治経済的な意味とそれらが現実の世界経済にどのような影響をもたら

し，またどのような意義をもったのかを論じたい。したがって，本講義は理論を中心とする「学」ではなく，事実を踏まえて解釈する

「論」に重きをおく。つまり，定量的ではなく定性的分析が主たるアプローチである。 

 講義では，個々の具体的な国際経済事象や政策展開を時系列的に取り上げながら，それらの相互連関性，政治経済学的な意

義，そしてそれらが現実の世界経済にどのような意味をもっていたのか，またどのような影響をもたらしたのかを考察する。日々

流れる膨大な個別情報を統合して，今日の国際経済の状況を把握できるようにすることを目標とする。 

 

In this class, students will understand current international economy. To do that, students will study global economic 

development and transitions around WWII until today from political economics perspective, focusing on transition from 

international relationship to global economy, and its structural change. Furthermore, students will explore relation between 

actual economy and economic thinking during this transition. Students will also study international economy from policy 

perspective. In this class, specific political economic phenomena and policy development will be addressed sequentially and their 

political economic meanings, their impacts on actual economy worldwide, and their significances will be discussed. Therefore, 

this class tilts towards theories interpret based on the fact, instead of knowledge that focus on theories. In other words, 

students will focus on qualitative instead of quantitative analysis. 

In this class,specific international economic phenomena and policy development will be picked up sequentially to discuss about 

their mutual relationships, political economic meanings, their impacts and significances in actual economy worldwide. Students 

will be able to grasp current global economic states by integrating individual information available in large volume daily. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション：現代国際経済をどのように把握するのか？ 

3. 戦後自由貿易体制の形成と背景：なぜアメリカは自由貿易を希求したのか？ 

4. 戦後構想と現実の乖離：復興援助政策の意味 

5. Pax Americana への統合：政治経済資源としての石油 

6. 史的展開と現代との対話１ 

7. 国民国家を超越する資本：多国籍資本の台頭 

8. 国民国家を超越する資本：国民国家と金からの「呪縛」からの解放 

9. 石油を巡る政治経済１ 

10. 石油を巡る政治経済２ 

11. アメリカの金融政策の波及効果と累積債務危機 

12. プラザ合意とルーブル合意 

13. 史的展開と現代との対話２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献と講義ノートによる毎講義ごとの復習。 

対話形式の講義の準備。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義内での議論(40%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

講義内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は「連続物語」で進行するので，欠席をするとそれ以降のストーリー展開の把握が困難になることに注意。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA332／国際経済特論２ 

(Special Lecture on International Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバリゼーションの時代 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 礼二(MIYAZAKI REIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバリゼーションを政治経済学的に把握する． 

 

Students will understand globalization through political economics perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 21 世紀に入ってから、BRICSに象徴される新興国の台頭は，19 世紀・20 世紀の帝国主義列強諸国・先進工業国中心の世界

経済地図を大きく書き換えつつある．とりわけ、中国の台頭は覇権国アメリカとの対抗関係を強めてもいる．また，イギリスの EU

離脱やアメリカでのトランプ政権成立に象徴されるように，先進国の多くで「グローバル化恐怖症」（globaphobia）がそれまでのグ

ローバリズムの興隆を凌駕しようとしている．不確定かつ不確実性の高まる時代を予兆させる． 

 本講義は今日の国際経済を理解するために，第二次世界大戦前後から今日に至る世界経済の展開と変遷を，インターナショ

ナルな経済関係からグローバルな経済への移行とその構造変化に焦点を当てながら，政治経済学的に考察をおこなう．さらに，

この変遷過程に，現実経済と経済思想との関係性を見出し，政策面からも国際経済を捉える．講義では，個々の具体的な政治

経済事象や政策展開を時系列的に取り上げ，それらの政治経済的な意味とそれらが現実の世界経済にどのような影響をもたら

し，またどのような意義をもったのかを論じたい．したがって，本講義は理論を中心とする「学」ではなく，事実を踏まえて解釈する

「論」に重きをおく．つまり，定量的ではなく定性的分析が主たるアプローチである． 

 講義では，個々の具体的な国際経済事象や政策展開を時系列的に取り上げながら，それらの相互連関性，政治経済学的な意

義，そしてそれらが現実の世界経済にどのような意味をもっていたのか，またどのような影響をもたらしたのかを考察する．日々

流れる膨大な個別情報を統合して，今日の国際経済の状況を把握できるようにすることを目標とする．  

 

After entering 21st century, emerging countries, particularly BRICS, have changed drastically global economic map, which had 

been dominated by 19th and 20th century imperialism countries and developed industrial countries. Particularly, the rise of 

China has challenged reigning country US more and more. In many developed nations, globaphobia is trying to outdo emerging 

globalism, evidenced by Brexit and Trump administration in US. This seems to be a sign of arriving era with higher uncertainty 

and instability. 

In this class, students will examine development and transition of world economy from around WWII until today while focusing on 

the transition from international economic relationship to global economy and changes in its structure to understand current 

international economy. Students will also try to understand the international economy from political policy perspective by finding 

out the relationship between actual economic and the conceptual economic within the transition process. Furthermore, the 

class will look into specific political economic phenomena and policy development sequentially to discuss their political 

economic meanings, their impacts and significances in actual economy worldwide. Therefore, this class tilts towards “theories” 

that is to be used for interpretation based on the fact, instead of “knowledge” that focus on theories. In other words, the 

approaches focus on qualitative instead of quantitative analysis. 

In this class, specific international economic phenomena and policy development will be picked up sequentially, while considering 

their mutual relationships and political economic meanings as well as their impacts and significances in actual economy 

worldwide. Students will be able to grasp current global economic states by integrating individual information available in large 

volume daily.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション 

3. ポスト冷戦時代の幕開け：Pax Americana の再生とグローバリズムの始動 

4. バブル連鎖：サブプライムローンと世界同時不況 

5. グローバリゼーションと国民主権１ 

6. グローバリゼーションと国民主権２ 

7. 国際経済秩序を巡る米中対抗１ 

8. 国際経済秩序を巡る米中対抗２ 

9. 輪読１ 

10. 輪読２ 
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11. 輪読３ 

12. 輪読４ 

13. 輪読５ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献と講義ノートでの毎講義の復習． 

輪読の課題． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/平常点(60%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

輪読文献については、受講者と相談して決める。 

 

参考文献（Readings） 

講義で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は「連続物語」で進行するので，欠席をするとそれ以降のストーリー展開の把握が困難になることに注意． 

 

注意事項（Notice） 
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■KA333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA333／国際企業法務特論１ 

(Special Lecture on International Justice and Corporate Governance 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

コーポレート・ガバナンスを中心に，ビジネスエシックス（企業倫理），コンプライアンス，Ｃ

ＳＲ（企業の社会的責任），ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス），ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
白坂 亨(SHIRASAKA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年，会社経営においてその重要性を増している（１）コーポレート・ガバナンス（２）企業倫理（ビジネス・エシックス）・コンプライア

ンス（３）ＣＳＲ（企業の社会的責任），ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）などをとりあげ，国際企業法

務の視点から，考察・解明する（本講義では（1）が中心となる。（2）および（3）は国際企業法務特論 2 にて講義する）。 

 

Students will study increasingly important issues in corporate management in recent years: (1) corporate governance, (2) 

business ethics, compliance, (3) corporate social responsibility (CSR), environment, society, and governance (ESG), and 

sustainable development goals (SDGs). Students will analyze and clarify these subjects from international corporate legal 

perspective. (This class will focus on (1). (2) and (3) will be lectured in Special Lecture on International Justice and Corporate 

Governance 2.) 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は受講生の関心のニーズを確認したうえで，配布するスライド，資料，論文とともに，視聴覚教材等を活用し，適宜質疑応答

や小レポートの発表，質疑応答を組み入れながら受講生参画型で行う。まずはコーポレート・ガバナンスについて，その議論と進

展，国際的な環境変化，経営システムの制度改革，内部統制システムの構築義務，多発しているグローバル企業の不祥事例な

どを取り上げる。次に，企業倫理，企業の社会的責任（ＣＳＲ））のあり方を理解し，さらにはＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の重要

性とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）のあり方を理解する。近年，企業を見る社会の眼が一段と厳しくなる中，企業として従来の財

務業績向上に加えて，誠実な企業行動をとり，社会的責任を果たすことがビジネス成功の鍵であることを理論と事例研究で考察

する。 

 

In this class, professor will consider students’ interests and use distributed PowerPoint slides, documents, papers, and audio-

visual materials. Students will participate actively in class through Q&A and mini report presentation. First, students will study 

corporate governance, including its discussion, development, international environmental change, management system 

revolution, obligation when constructing internal control system, and frequent unfavorable cases among global corporations. 

Next, students will understand corporate ethics and social responsibilities (CSR). They will understand importance of 

environment, society, and governance (ESG) and current state of sustainable development goals (SDGs). In recent years, 

society are judging corporations with harsher eyes. In addition to existing financial performance improvement, corporations must 

be honest in their actions and fulfill their social responsibilities. These are the key to business success. Students will analyze 

these through theories and case researches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/会社の仕組み，株式会社とは何か，講義の進め方，小レポート，質疑応答などについて. 

2. 1-1  コーポレートガバナンスの概要 

3. 1-2 コーポレート・ガバナンスと社外取締役①在任期間／受講生の小レポート報告・質疑応答 

4. 1-3 コーポレート・ガバナンスと社外取締役②報酬と兼任／受講生の小レポート報告・質疑応答 

5. 1-4 コーポレート・ガバナンスと社外取締役③取締役会への出席／受講生の小レポート報告・質疑応答 

6. 1-5 コーポレート・ガバナンスと相談役・顧問①その意義と実態／受講生の小レポート報告・質疑応答 

7. 1-6 コーポレート・ガバナンスと相談役・顧問②問題点／受講生の小レポート報告・質疑応答 

8. 1-7 コーポレート・ガバナンスと取締役①報酬／受講生の小レポート報告・質疑応答 

9. 1-8 コーポレート・ガバナンスと取締役②国際比較／受講生の小レポート報告・質疑応答 

10. 1-9 コーポレート・ガバナンスと中期経営計画／受講生の小レポート報告・質疑応答 

11. 1-10 コーポレート・ガバナンスと自己株式取得／受講生の小レポート報告・質疑応答 

12. 1-11 コーポレート・ガバナンスと政策保有株式／受講生の小レポート報告・質疑応答 

13. 1-12 コーポレート・ガバナンスとは何か-総括へ向けて-／受講生の小レポート報告・質疑応答 

14. 1-13 受講生のレポート報告・総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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必要に応じて，授業内で都度指示する（予習の必要はない）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/最終レポートの発表(20%)/授業内で指示した課題（小レポート）の提出状況(30%)/出席の状況・

参画意欲等(20%) 

最終レポート、最終レポートの発表および主要課題へのレポート提出のほか，リアクションペーパー，意見交換，ディスカッション

などを総合的に勘案して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメおよび資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で，課題に合わせて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

無し。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA334／国際企業法務特論２ 

(Special Lecture on International Justice and Corporate Governance 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

コーポレートガバナンスを中心に，ビジネスエシックス（企業倫理），コンプライアンス，Ｃ

ＳＲ（企業の社会的責任），ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス），ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
白坂 亨(SHIRASAKA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年，会社経営においてその重要性を増している（１）コーポレート・ガバナンス（２）企業倫理（ビジネス・エシックス）・コンプライア

ンス（３）ＣＳＲ（企業の社会的責任），ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）などをとりあげ，国際企業法

務の視点から，考察・解明する（本講義では（2）および（3）を講義する）。 

 

This class will cover increasing important issues in corporate management in recent years: (1) corporate governance, (2) 

business ethics and compliance, (3) corporate social responsibility (CSR), environment, society, and governance (ESG), and 

sustainable development goals (SDGs). Students will analyze and clarify these subjects from international corporate law 

perspective. (This class will focus on (2) and (3)). 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は受講生の関心のニーズを確認したうえで，配布するスライド，資料，論文とともに，視聴覚教材等を活用し，適宜質疑応答

や小レポートの発表を組み入れながら受講生参画型で行う。まずはコーポレート・ガバナンスについて，その議論と進展，国際的

な環境変化，経営システムの制度改革，内部統制システムの構築義務，多発しているグローバル企業の不祥事例などを取り上

げる。次に，企業倫理，企業の社会的責任（ＣＳＲ））のあり方を理解し，さらにはＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の重要性とＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）のあり方を理解する。近年，企業を見る社会の眼が一段と厳しくなる中，企業として従来の財務業績向上

に加えて，誠実な企業行動をとり，社会的責任を果たすことがビジネス成功の鍵であることを理論と事例研究で考察する。 

 

In this class, professor will consider students’ interests and use distributed PowerPoint slides, documents, papers, and audio-

visual materials. Students will participate actively in class through Q&A and mini report presentation. First, students will study 

corporate governance, including its discussion, development, international environmental change, management system 

revolution, obligation when constructing internal control system, and frequent unfavorable cases among global corporations. 

Next, students will understand corporate ethics and social responsibilities (CSR). They will understand importance of 

environment, society, and governance (ESG) and current state of sustainable development goals (SDGs). In recent years, 

society are judging corporations with harsher eyes. In addition to existing financial performance improvement, corporations must 

be honest in their actions and fulfill their social responsibilities. These are the key to business success. Students will analyze 

these through theories and case researches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/講義の概要，講義の進め方，小レポート，質疑応答などについて 

2. 2-1 企業倫理（ビジネス・エシックス）の概要 

3. 2-2 企業のグローバル化と企業倫理／受講生の小レポート報告・質疑応答 

4. 2-3 多国籍企業の企業倫理／受講生の小レポート報告・質疑応答 

5. 2-4 国際的多元化社会における企業倫理／受講生の小レポート報告・質疑応答 

6. 2-5 BOPから見た企業倫理／受講生の小レポート報告・質疑応答 

7. 2-6 ジョンソンエンドジョンソンの企業倫理／受講生の小レポート報告・質疑応答 

8. 3-1 CSR の概要 

9. 3-2 グローバル企業の CSR(日本）の現状／受講生の小レポート報告・質疑応答 

10. 3-3 グローバル企業の CSR(欧米）の現状／受講生の小レポート報告・質疑応答 

11. 3-4 日本企業の CSR の展開／受講生の小レポート報告・質疑応答 

12. 3-5 イギリス企業の CSR の展開／受講生の小レポート報告・質疑応答 

13. 3-6 アメリカ企業の CSR の展開／受講生の小レポート報告・質疑応答 

14. 受講生のレポート報告・総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて，授業内で都度指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/小レポートの発表(20%)/授業内で指示した課題（小レポート）の提出状況(30%)/出席の状況・参

画意欲等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメおよび資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で，課題に合わせて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

無し。  

 

注意事項（Notice） 
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■KA339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA339／企業環境Ｃ特論１ 

(Special Lecture on Economics and Environment C-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
事業戦略概論と定性分析の技法 

担当者名 

（Instructor） 
玉木 昭宏(TAMAKI AKIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が企業における事業戦略の目的や意味合いを理解し，その前提となる事業環境の洞察に必要な分析フレームワークの理解

と活用を通じて，経営目線から企業の抱える課題を的確に抽出するスキル習得を目標とする。 

 

Students will understand purpose and implication of business strategies in corporations. They will also understand and use 

analysis frameworks, which are prerequisites for business-environment analysis. By doing this, students will acquire skill to 

accurately extract corporates issues from management perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

冒頭の講義で，企業における事業戦略策定の枠組みを理解する。その後は分析の基礎となる思考力についての理解を踏まえ，

SWOT や 3C，5Forces など定性面からの経営分析ツールを活用事例とともに学ぶ。仕上げとして，上場企業を題材としたケース

スタディに取り組むことで，それらツールの実践的な活用イメージを習得する。 

 

In early lectures, students will understand frameworks used to determine business strategies in corporations. After that, with 

the understandings of analysis basics, students will learn about qualitative management analysis tool such as SWOT, 3C and 

5Forces while studying about application examples. To finish, students will work on case studies using listed companies as 

materials to acquire the image for practical application. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営戦略を構築する視点とアプローチ（概論） 

2. 経営戦略を構築する視点とアプローチ（概論） 

3. ベースロジック 論理的思考と仮説構築の技法 

4. ベースロジック 論理的思考と仮説構築の技法 

5. 定性面からの経営分析の枠組みと技法（1） 

6. 定性面からの経営分析の枠組みと技法（1） 

7. 定性面からの経営分析の枠組みと技法（2） 

8. 定性面からの経営分析の枠組みと技法（2） 

9. 定性面からの経営分析の枠組みと技法（3） 

10. 定性面からの経営分析の枠組みと技法（3） 

11. 定性分析ケーススタディ 

12. 定性分析ケーススタディ 

13. 戦略立案のプロセスにおける財務の活用場面 

14. 戦略立案のプロセスにおける財務の活用場面 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

論理思考や戦略の基礎知識について，自身で選んだ書籍等で確認しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への出席およびクラス貢献度（発言、質問、事前準備、グループワーク参加など）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義の都度，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA340／企業環境Ｃ特論２ 

(Special Lecture on Economics and Environment C-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務分析の技法と課題抽出アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
玉木 昭宏(TAMAKI AKIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が企業の経営課題を財務面からも見極めることができるよう，財務分析に必要な知識を企業活動や事業戦略と関連付けて

理解し、それを分析に実践できるスキル習得を目標とする。 

 

Students will acquire essential knowledge in financial analyses in relationships with corporate activities and business strategies 

to understand thoroughly corporate management subjects also from financial perspective. Students will aim to acquire skills 

applicable in these analyses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

財務数字を入口に，企業経営の状況を分析・評価する技法を学ぶ。損益計算書，貸借対照表各々の体系と主要項目について，

経営や事業活動の側から見た意味合いを理解するとともに，上場企業を題材とした財務分析ケースに取り組むことで，財務指標

の読み解き方や企業活動との関連を肌感覚として養う。 

 

Students will learn techniques to analyze and evaluate corporate managements by approaching them through financial numbers. 

Students will understand implications of systems and major subjects such as profit-and-loss statements and balance sheets 

from perspective of managements and business activities. At the same time, students will work on the case study about listed 

companies for financial analyses. They will learn hands-on how to read financial indicators and their relationships with corporate 

activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 損益計算書の体系と分析・評価の視点（1） 

2. 損益計算書の体系と分析・評価の視点（2） 

3. 損益計算書の体系と分析・評価の視点（3） 

4. 損益計算書の体系と分析・評価の視点（4） 

5. 貸借対照表（バランスシート）の体系と分析・評価の視点（1） 

6. 貸借対照表（バランスシート）の体系と分析・評価の視点（2） 

7. 貸借対照表（バランスシート）の体系と分析・評価の視点（3） 

8. 貸借対照表（バランスシート）の体系と分析・評価の視点（4） 

9. 企業経営の視点から構築する財務分析のフレームワーク(1) 

10. 企業経営の視点から構築する財務分析のフレームワーク（2） 

11. 財務分析ケーススタディ 

12. 財務分析ケーススタディ 

13. 振り返りとまとめ，Ｑ＆Ａ 

14. 振り返りとまとめ，Ｑ＆Ａ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

会計分野の基礎知識について，自身で選んだ書籍等で確認しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への出席およびクラス貢献度（発言、質問、事前準備、グループワーク参加など）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義の都度，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 玉木昭宏、2014 年、『夜 11時からのビジネス会計トレーニング』、中央経済社 (ISBN-10: 4502096407) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA343／現代企業特論１ 

(Special Lecture on the Contemporary Firm 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イノベーションと企業家精神 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学における企業家機能に関する諸議論をもとに，現代企業における企業家の役割を明らかにする。企業家機能を近郊の破

壊と利潤創造に求めようとしたシュンペーター，それを否定し不均衡の発見と修正求めたカーズナーなど，とくに対立する概念や

議論を基に，企業家機能の本質理解に努める。 

 

Students will refer to various debates about entrepreneurship in economics to clarify their roles in modern enterprises. 

Schumpeter tried to find entrepreneurship in equilibrium destruction and profit creation. Disagreed with this statement, Kirzner 

sought discovery and correction of disequilibrium. Students will seek to understand essence of entrepreneurship especially 

based on such antagonistic concepts and debates. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは，イノベーションにおける企業家精神の役割を手掛りに，経済学における企業家機能の位置づけを確認する。つづいて，

企業家機能に関するさまざまな理論的解釈を検討し，企業家機能の解明を目指す。イノベーションの基本的理解においては，青

木・伊丹（1985）の「イノベーションと企業家精神」の論考を中心に理解を深める。 

 

First, students will locate entrepreneurship in economics by approaching the subject through functions of entrepreneur spirit in 

innovation. Next, students will discuss various theoretical interpretations of entrepreneurship to clarify the subject. Students 

will acquire basic understanding about innovation by focusing on arguments found in Innovation and Entrepreneurship (Aoki, 

Itami 1985). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 企業のイノベーション機能 

3. イノベーションの本質および技術の本質 

4. イノベーションへの誘因 

5. イノベーションに必要なインプット 

6. イノベーションと企業組織 

7. 経済学における企業家の無用化 

8. 聖なる企業家像～シュンペーターの企業家論 

9. 企業家と危険負担～危険負担と企業組織 

10. 企業家即仲介人～カーズナーの企業家論 

11. 不確実性と企業家～ナイトの企業家像 

12. 企業組織の成長～ペンローズの企業家像 

13. 企業家論の系譜 

14. 結論と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は履修登録完了後に Blackboard 上にて履修者に対して行う。各自確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/報告(30%)/発言(30%) 

単位取得のためには 75％（3/4以上）の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池本正純、2005、『企業家とはなにか』、八千代出版 (ISBN:4842913414) 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木昌彦・伊丹敬之、1985、『企業の経済学』、岩波書店 (ISBN:4000043250) 
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2. ボーモル、2010、『自由市場とイノベーション』、勁草書房 (ISBN:4326503421) 

3. 關智一、2017、『イノベーションと内部非効率性』、白桃書房 (ISBN:4561267026) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA344／現代企業特論２ 

(Special Lecture on the Contemporary Firm 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イノベーションと内部非効率性 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代企業におけるイノベーション機能について，新たに内部非効率性の観点から理論的解釈を試みる。 

 

Students will seek to interpret theoretically innovation function in modern corporations from perspective of new internal 

inefficiency. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シュンペーターモデルへの批判的検討とともに，新たに内部非効率性という視点を導入することで，イノベーションおよび企業家

精神の理論的再解釈を行う。 

 

Students will critically discuss Schumpeter model. At the same time, they will bring in perspective of new internal inefficiency to 

reinterpret theoretically innovation and entrepreneur spirit. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 現代企業のイノベーション課題～企業家精神 

3. 現代企業のイノベーション課題～機敏性 

4. 現代企業のイノベーション課題～効率的な生産者 

5. 現代企業のイノベーションと新たな理論展開～イノベーションの現代的理解 

6. 現代企業のイノベーションと新たな理論展開～シュンペーターのイノベーション観 

7. 現代企業のイノベーションと新たな理論展開～イノベーションをめぐる新たな理論展開 

8. 現代企業における企業家精神の所在～企業家精神と組織管理上の工夫 

9. 現代企業における企業家精神の所在～企業家精神と内部非効率性 

10. 現代企業における企業家精神の所在～企業家精神の定義とその課題 

11. 現代企業の戦略理論と内部非効率性 

12. 現代企業の組織変革と内部非効率性 

13. イノベーションと内部非効率性をめぐる課題 

14. 結論と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は履修登録完了後に Blackboard 上にて履修者に対して行う。各自確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/報告(30%)/発言(30%) 

単位取得のためには 75％（3/4以上）の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 關智一、2017、『イノベーションと内部非効率性』、白桃書房 (ISBN:4561267026) 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木昌彦・伊丹敬之、1985、『企業の経済学』、岩波書店 (ISBN:4000043250) 

2. 池本正純、2005、『企業家とはなにか』、八千代出版 (ISBN:4842913414) 

3. ボーモル、2010、『自由市場とイノベーション』、勁草書房 (ISBN:4326503421) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA401／会計学特論１ 

(Special Lecture on Accounting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業会計を考えて学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 雅雄(WATANABE MASAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計学の基礎知識を前提として，ディスカッションをつうじて，応用力を身につける。 

 

With prior knowledge in basic accounting, students will cultivate ability which can be applied. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストの Discussion の問題に対する解答を各自で準備し，それに基づき討論を行う。毎回，司会者を決め，当該司会者が中心

となり，それぞれが準備してきた解答を検討していく。また，通常のレポートとその議論とは別に，企業会計に関する各自の関心

に基づいて，学期を通して 1 つのレポートを完成させ，その内容について討論を行う。 

 

Students will prepare answers for questions in the textbook. They will then participate in discussions based on these questions 

and answers. Each time moderators, i.e. center of discussions, will be selected. These discussions will proceed based on 

answers prepared by students.At the end of these discussions, the professor will comment on students’ answers and 

arguments. They will make up a final report on  

 their own research topic, They will discuss it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 企業会計の役割① 

3. 企業会計の役割② 

4. 企業会計の役割③ 

5. 企業会計の仕組み① 

6. 企業会計の仕組み② 

7. 企業会計の仕組み③ 

8. 資本と利益の情報① 

9. 資本と利益の情報② 

10. 学期末レポートの中間発表と議論 

11. 収益認識のルール① 

12. 収益認識のルール② 

13. 収益認識のルール③ 

14. 学期末レポート発表と議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの章末にある Discussion の問題に対する解答を準備する際には，テキストで解説されていない内容も要求されているの

で，テキストの内容をまとめるだけではなく，各自で，他の文献等を参照しつつ自らの考えをまとめる必要がある。学期末レポート

についても同様である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

通常レポート(40%)/学期末レポート(40%)/討論(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤静樹、2016、『企業会計入門 補訂版』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹、2010 年、『企業会計とディスクロージャー 第４版』、東京大学出版会 (ISBN:9784130421348) 

2. 大日方隆、2013 年、『アドバンスト財務会計 第２版』、中央経済社 (ISBN:9784502475009) 

3. 桜井久勝、2019 年、『財務会計講義 第 20 版』、中央経済社 

4. 伊藤邦雄、2018 年、『新・現代会計入門 第 3 版』、日本経済新聞出版社 (ISBN:9784532134808) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は，テキストにそって一から教員が講義を行う形式ではなく，受講者のディスカッションを通じて進めていく。また，学部上

級レベルの財務会計の知識（すなわち基礎概念および一通りの会計基準の内容）を前提として進めていくので，受講希望者は注

意されたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA402／会計学特論２ 

(Special Lecture on Accounting 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業会計を考えて学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 雅雄(WATANABE MASAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計学の基礎知識を前提として，ディスカッションをつうじて，応用力を身につける。 

 

With prior knowledge in basic accounting, students will cultivate ability which can be applied. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストの Discussion の問題に対する解答を各自で準備し，それに基づき討論を行う。毎回，司会者を決め，当該司会者が中心

となり，それぞれが準備してきた解答を検討していく。また，通常のレポートとその議論とは別に，企業会計に関する各自の関心

に基づいて，学期を通して 1 つのレポートを完成させ，その内容について討論を行う。 

 

Students will prepare answers for questions in the textbook. They will then participate in discussions based on these questions 

and answers. Each time moderators, i.e. center of discussions, will be selected. These discussions will proceed based on 

answers prepared by students.At the end of these discussions, the professor will comment on students’ answers and 

arguments. They will make up a final report on  

 their own research topic, They will discuss it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 費用の認識と配分① 

2. 費用の認識と配分② 

3. 費用の認識と配分③ 

4. 負債の認識と測定① 

5. 負債の認識と測定② 

6. 負債の認識と測定③ 

7. 純資産の開示と規制① 

8. 純資産の開示と規制② 

9. 学期末レポートの中間発表と討論 

10. 企業結合の会計情報① 

11. 企業結合の会計情報② 

12. 日本の会計制度改革① 

13. 日本の会計制度改革② 

14. 学期末レポート発表と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの章末にある Discussion の問題に対する解答を準備する際には，テキストで解説されていない内容も要求されているの

で，テキストの内容をまとめるだけではなく，各自で，他の文献等を参照しつつ自らの考えをまとめる必要がある。学期末レポート

についても同様である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

通常レポート(40%)/学期末レポート(40%)/討論(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤静樹、2016 年、『企業会計入門 考えて学ぶ 補訂版』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹、2010 年、『企業会計とディスクロージャー 第４版』、東京大学出版会 (ISBN:9784130421348) 

2. 大日方隆、2013 年、『アドバンスト財務会計 第２版』、中央経済社 (ISBN:9784502475009) 

3. 桜井久勝、2019 年、『財務会計講義 第 20 版』、中央経済社 

4. 伊藤邦雄、2016 年、『新・現代会計入門 第 3 版』、日本経済新聞出版社 (ISBN:9784532134808) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は，テキストにそって一から教員が講義を行う形式ではなく，受講者の議論を通じて進めていく。また，学部上級レベルの

財務会計の知識（すなわち基礎概念および一通りの会計基準の内容）を前提として進めていくので，受講希望者は注意された

い。 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA403／経営分析特論１ 

(Special Lecture on Business Analysis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
田村 八十一(TAMURA YASOKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現代の企業，すなわち個別資本は，その規模が巨大化すればするほど，我々の生活に様々な影響を与えている。このような巨

大企業の実態は，どのように把握すれば良いのだろうか。経営分析特論１では，このような企業の動向と特質を社会経済的な視

点から分析する方法を研究する。 

 

Modern corporations, i.e. individual capitals, bring greater impacts on our lives as they grow. How can we approach and 

understand current states of these mega corporations? In Special Lecture on Business Analysis 1, students will research 

methods to analyze these corporate trends and characteristics from social economics perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 個別資本は，単体企業だけでなく，連結企業集団として活動している。経営分析特論１では，様々なステークホルダーの立場だ

けでなく，国民の視点ないし社会経済的な視点から，このような個別資本の基礎的な経営分析の方法を検討するとともに，「有価

証券報告書」などの様々なデータを用いて，実際の企業のケースについても研究する。 

 特に経営分析を考える視点として，現代資本主義や現代産業などの特質などを踏まえて，経営分析の方法とフレームワークを

検討する。 

 また，会計政策やアーニングスマネジメントとのかかわりで会計情報の特質を検討するとともに，巨大企業がいかにして成長し

てきたのか，収益性と企業の本質とは何か，企業の支払能力や財務構造の安定性などについてディスカッションしながら研究し

ていく。 

 

Individual capitals are active not only in individual corporations but also in consolidated business groups. In Special Lecture on 

Business Analysis 1, students will look into basic management analysis method in these individual capitals considering 

perspectives of not only various stakeholders, but also citizens and social economics. At the same time, students will also 

research the actual corporation cases using various data such as securities reports. 

Notably, students will consider characteristics of modern capitalism and industry from business analysis perspective. They will 

then discuss business analysis methods and frameworks. 

Furthermore, students will study how mega corporations have been grown, what is the essence of profitability and corporations, 

and corporates’ paying capability and financial structure stability while discussing characteristics of accounting data from its 

relationships with accounting policies and earnings management. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営分析特論について 

2. 何のための経営分析か 

3. 現代資本主義の特質と経営分析 

4. 現代産業の特質と経営分析 

5. 財務データなどの活用と会計政策 

6. 経営分析の方法 

7. 現代企業の基礎分析 

8. タイムシリーズ分析と成長性分析 

9. 現代企業の収益性分析 

10. 現代企業におけるバランスシートの構造と安全性分析 

11. 企業の資金構造と資金分析 

12. 経営分析の課題と地平 

13. 総合分析と問題点 

14. ケーススタディと総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業時間外の学習については，必要に応じて指示するが，以下の点に留意すること。 

 （１）指示した文献の内容を事前に理解して本特論に臨むこと。 

 （２）本特論でマスターした内容についてケース分析を試みること。 

 上記（１），（２）の詳細については，別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/学期中の報告(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業において指示する。 

 

参考文献（Readings） 

大橋英五編著『日本の製造業を分析する』（唯学書房 2010 年） 

その他は，随時，講義において紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA404／経営分析特論２ 

(Special Lecture on Business Analysis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田村 八十一(TAMURA YASOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 経営分析特論２では，個別資本の実態を社会経済的に分析する方法を検討していく。現代の巨大企業は，いわゆるリストラクチ

ャリングを推進して，また多角化，多国籍化しながら、内部留保を蓄積している。そこで，このような企業の動向を分析するととも

に，混迷する現代社会において企業が国民のために真に向かわなければならない方向を研究する。 

 

In Special Lecture on Business Analysis 2, students will look into methods used to analyze current states of individual capitals 

from social economics perspective. Modern mega corporations promote restructuring, diversifying, and multi-nationalizing 

themselves to accumulate retained earnings. Therefore, in addition to analyzing these corporate trends, students will also 

research the way corporations should go to for people in this chaotic modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 大企業などの生産性分析などの単体データを用いた分析に加えて，多角化，多国籍化した企業の動向を分析するために，連

結データやセグメント情報などの各種のデータを活用する方法を検討する。 

 また，巨大企業における内部留保の強蓄積をどのように析出して，その実態をどのように分析すれば良いかなどの応用的な研

究を行う。 

 さらに，キャッシュフロー情報で企業の何がわかるのか，従業員の状況と企業の社会的責任，新しい指標とその問題点などを

研究する。 

 

In addition to the analysis that uses simple data such as productivity analysis in mega corporations, students will also look into 

methods that utilize the various data including consolidated data and segment information to analyze diversifying and globalizing 

corporate trends. 

Furthermore, students will conduct applied researches to filter out large reserve of retained earnings in mega corporations and 

to analyze their current states. 

Students will study and research what can be read about corporation from their cash flow data, their employee status and 

corporate social responsibilities, new indicators and their issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営分析特論について 

2. 生産性分析と合理化 

3. 現代企業の収益構造と損益分岐点分析 

4. 内部留保と分析方法 

5. 現代ビッグビジネスの内部留保 

6. 連結企業集団と連結財務諸表分析 

7. 多国籍・多角化するビッグビジネスの動向とセグメント情報 

8. M&A&D とセグメント分析 

9. 企業活動とキャッシュフロー分析 

10. 現代企業の社会的責任と労務分析 

11. リストラクチャリングと経営分析 

12. その他の指標と課題 

13. 経営分析の史的展開 

14. ケーススタディと総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業時間外の学習については，必要に応じて指示するが，以下の点に留意すること。 

 （１）指示した文献の内容を事前に理解して本特論に臨むこと。 

 （２）本特論でマスターした内容についてケース分析を試みること。 

 上記（１），（２）の詳細については，別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/学期中の報告(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業において指示する。 

 

参考文献（Readings） 

丸山惠也 編著『日本の多国籍企業』（新日本出版社 2012 年） 

その他は，随時，講義において指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA405／管理会計特論１ 

(Special Lecture on Management Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営管理者の意思決定や業績管理に有用な会計手法についての知識を習得し、適切な管理会計システムの設計・利用につい

て自身で考えられるようになる。 

 

Students will learn useful accounting methods applied in managements’ decisions and performance managements to be able to 

reflect independently on design and application of appropriate management accounting systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

管理会計の中級テキスト・論文・ケースを輪読し、議論する。管理会計の理論体系、業績管理会計・意思決定会計の伝統的な手

法ならびに戦略計画・実行のための管理会計手法について、計算手法とその背後にある理論的知識を習得し、企業にとって望ま

しい管理会計システムのあり方について考える手立てとする。 

 

Students will read and discuss intermediate textbooks, papers, and cases of managerial accounting. Students will learn about 

calculation methods and theoretical knowledge behind them for management accounting theoretical frameworks, traditional 

methods used in performance management accounting and decision accounting, management accounting methods used to 

achieve strategic planning and execution to reflect on management accounting systems desirable for corporations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 管理会計に関する文献の輪読(1) 

3. 管理会計に関する文献の輪読(2) 

4. 管理会計に関する文献の輪読(3) 

5. 管理会計に関する文献の輪読(4) 

6. 管理会計に関する文献の輪読(5) 

7. 管理会計に関する文献の輪読(6) 

8. 管理会計に関する文献の輪読(7) 

9. 管理会計に関する文献の輪読(8) 

10. 管理会計に関する文献の輪読(9) 

11. 管理会計に関する文献の輪読(10) 

12. 管理会計に関する文献の輪読(11) 

13. 管理会計に関する文献の輪読(12) 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の文献を熟読し、議論ができる状態にして授業に臨むこと。自分の報告担当章については、明らかでない点は他の文献等で

調べて報告に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、報告・質疑応答・議論への取り組み(80%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業にて指定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本清・廣本敏郎・尾畑裕・挽文子、2008、『管理会計 第 2版』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-28110-5) 

2. 谷武幸、2013、『エッセンシャル管理会計(第 3 版)』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08590-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開講時に、学部レベルの管理会計の知識を習得していることを前提とする。正当な理由のない欠席は、減点の対象となる。リー

ディング・リストを 4 月に配付するので、受講希望者は開講前に①学生番号、②氏名、③会計の知識習得状況或いは会計関連
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の業務経験について簡単に記入したメールを教員宛送ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA406／管理会計特論２ 

(Special Lecture on Management Accounting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営管理者の意思決定や業績管理に有用な会計手法についての知識を習得し、適切な管理会計システムの設計・利用につい

て自身で考えられるようになる。 

 

Students will learn useful accounting methods applied in managements’ decisions and performance managements to be able to 

reflect independently on design and application of appropriate management accounting systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

管理会計の中級テキスト・論文・ケースを輪読し、議論する。管理会計の理論体系、業績管理会計・意思決定会計の伝統的な手

法ならびに戦略計画・実行のための管理会計手法について、計算手法とその背後にある理論的知識を習得し、企業にとって望ま

しい管理会計システムのあり方について考える手立てとする。 

 

Students will read and discuss intermediate textbooks, papers, and cases of managerial accounting. Students will learn about 

calculation methods and theoretical knowledge behind them for management accounting theoretical frameworks, traditional 

methods used in performance management accounting and decision accounting, management accounting methods used to 

achieve strategic planning and execution to reflect on management accounting systems desirable for corporations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 管理会計に関する文献の輪読(1) 

3. 管理会計に関する文献の輪読(2) 

4. 管理会計に関する文献の輪読(3) 

5. 管理会計に関する文献の輪読(4) 

6. 管理会計に関する文献の輪読(5) 

7. 管理会計に関する文献の輪読(6) 

8. 管理会計に関する文献の輪読(7) 

9. 管理会計に関する文献の輪読(8) 

10. 管理会計に関する文献の輪読(9) 

11. 管理会計に関する文献の輪読(10) 

12. 管理会計に関する文献の輪読(11) 

13. 管理会計に関する文献の輪読(12) 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の文献を熟読し、議論ができる状態にして授業に臨むこと。自分の報告担当章については、明らかでない点は他の文献等で

調べて報告に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、報告・質疑応答・議論への取り組み(80%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業にて指定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本清・廣本敏郎・尾畑裕・挽文子、2008、『管理会計 第 2版』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-28110-5) 

2. 谷武幸、2013、『エッセンシャル管理会計(第 3 版)』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08590-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

正当な理由のない欠席は、減点の対象となる。 
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注意事項（Notice） 
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■KA407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA407／財務会計特論１ 

(Special Lecture on Financial Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
米谷 健司(KOMETANI KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、財務会計が果たすべき役割を理論と実証の両面から考察することを目的とする。財務会計研究に関連する理論

を理解し、それらが会計実務や基準設定とどのように関連するのかを実証的証拠をもとに考察する。 

 

In this class, students will analyze roles of financial accounting theoretically and empirically. Students will understand theories 

related to financial accounting researches. They will also analyze relationships among these theories, accounting tasks and 

standards setting based on actual evidences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

財務会計研究のうち主として資本市場研究に関連する理論と実証を取り扱う。受講者は、各回の授業で取り扱うテキストの内容

を授業日までに予習し、必要に応じてレジュメ等を準備する必要がある。各回の授業では、受講者による説明を基礎としながら、

教員が補足的に説明を加える予定である。ただし、受講者数に応じて授業の進め方を変更する場合がある。また、各回の授業で

は、テキストのほかに、関連する論文を取り扱う場合がある。 

 

Among the researches on financial accounting, this class will mainly cover the theories and empirical proof related to the capital 

market research. Students will study textbooks contents used in each lesson beforehand. When necessary, students will prepare 

summary of these contents. Each class will focus on students’ explanations, with supplementary explanations from professor. 

Professor may change class structure based on number of students. In addition to textbooks, students may also use related 

papers in each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 理想的状況の会計 

3. 財務会計に対する意思決定有用性アプローチ（1） 

4. 財務会計に対する意思決定有用性アプローチ（2） 

5. 財務会計に対する意思決定有用性アプローチ（3） 

6. 効率的証券市場（1） 

7. 効率的証券市場（2） 

8. 効率的証券市場（3） 

9. 意思決定有用性についての情報パースペクティブ（1） 

10. 意思決定有用性についての情報パースペクティブ（2） 

11. 意思決定有用性についての情報パースペクティブ（3） 

12. 意思決定有用性についての測定パースペクティブ（1） 

13. 意思決定有用性についての測定パースペクティブ（2） 

14. 意思決定有用性についての測定パースペクティブ（3） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業では予習に多くの時間を費やす必要がある。各回の授業で取り扱うテキストの内容をよく読み、事前にその内容や疑問

点等を簡潔なレジュメにして整理する必要がある。当該レジュメは各回の講義終了時に提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時の報告レジュメ(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ウィリアム・R・スコット著（太田康広・椎葉淳・西谷順平訳）、2009 6,480 円、『財務会計の理論と実証』、中央経済社 

(ISBN:978-4-502-28450-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. Scott, W. R.. 2014. Financial Accounting Theory 7th edition. Pearson (ISBN:978-0132984669) 

2. ウィリアム・H・ビーバー著（伊藤 邦雄訳）、2010、『財務報告革命 第 3 版』、白桃書房 (ISBN:978-4561264224) 
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3. Beaver, W. H.. 1997. Financial Reporting: An Accounting Revolution (3rd Edition). Pearson (ISBN:978-0137371495) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回の授業内容については、授業の進捗等によって変更の可能性がある。また、各回の授業内容に関する資料を配布する場合

がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA408／財務会計特論２ 

(Special Lecture on Financial Accounting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
米谷 健司(KOMETANI KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、財務会計が果たすべき役割を理論と実証の両面から考察することを目的とする。「財務会計特論 1」で取り扱わな

かった財務会計研究に関連する理論を理解し、それらが会計実務や基準設定とどのように関連するのかを実証的証拠をもとに

考察する。 

 

In this class, students will analyze roles of financial accounting theoretically and empirically. Students will understand financial 

accounting research theories not discussed in Special Lecture on Financial Accounting 1. Students will analyze relationships 

among these theories, accounting tasks, and standards setting based on actual evidences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

財務会計研究のうち主として会計情報の経済的帰結に関連する理論と実証を取り扱う。受講者は、各回の授業で取り扱うテキス

トの内容を授業日までに予習し、必要に応じてレジュメ等を準備する必要がある。各回の授業では、受講者による説明を基礎とし

ながら、教員が補足的に説明を加える予定である。ただし、受講者数に応じて授業の進め方を変更する場合がある。また、各回

の授業では、テキストのほかに、関連する論文を取り扱う場合がある。 

 

Among these financial accounting researches, students will use mostly theories and evidences related to financial conclusions 

of accounting data. Students will study textbooks contents used in each lesson beforehand. When necessary, students will 

prepare summary of these contents. Each class will focus on students’ explanations, with supplementary explanations from 

professor. Professor may change class structure based on number of students. In addition to textbooks, students may also use 

related papers in each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 経済的帰結と実証会計理論（1） 

3. 経済的帰結と実証会計理論（2） 

4. 経済的帰結と実証会計理論（3） 

5. コンフリクトの分析 

6. 経営者報酬（1） 

7. 経営者報酬（2） 

8. 利益マネジメント（1） 

9. 利益マネジメント（2） 

10. 利益マネジメント（3） 

11. 基準設定：経済的問題（1） 

12. 基準設定：経済的問題（2） 

13. 基準設定：政治的問題（1） 

14. 基準設定：政治的問題（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業では予習に多くの時間を費やす必要がある。各回の授業で取り扱うテキストの内容をよく読み、事前にその内容や疑問

点等を簡潔なレジュメにして整理する必要がある。当該レジュメは各回の講義終了時に提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時の報告レジュメ(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ウィリアム・R・スコット著（太田康広・椎葉淳・西谷順平訳）、2009 6,480 円、『財務会計の理論と実証』、中央経済社 

(ISBN:978-4-502-28450-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. Scott, W. R.. 2014. Financial Accounting Theory 7th edition. Pearson (ISBN:978-0132984669) 
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2. ウィリアム・H・ビーバー著（伊藤 邦雄訳）、2010、『財務報告革命 第 3 版』、白桃書房 (ISBN:978-4561264224) 

3. Beaver, W. H.. 1997. Financial Reporting: An Accounting Revolution (3rd Edition). Pearson (ISBN:978-0137371495) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回の授業内容については、授業の進捗等によって変更の可能性がある。また、各回の授業内容に関する資料を配布する場合

がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA413／国際会計特論１ 

(Special Lecture on International Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 幸路(KURATA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 これからますます重要となる国際会計について講義します。国際会計を巡る現在の状況、国際会計基準（IFRS）における概念フ

レームワーク、および日本との比較を理解することを目標とします。受講者の積極的なディスカッションにより理解を深めることが

重要です。 

 

In this class the increasingly important topic of international accounting will be discussed. Students will understand the current 

state of international accounting, the concept framework of International Financial Reporting Standards (IFRS), and a 

comparison with the accounting standards of Japan. It is important for students to actively participate in discussions to deepen 

their understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 講義形式により、国際会計類型化論、国際会計基準審議会（IASB）やその他の国際機関の概要、EUにおける国際会計基準受

け入れへのプロセス、IASB と日本の概念フレームワークについて講義します。 

 

This class will be in lecture format and will touch on: international accounting standardization; overview of International 

Accounting Standards Board (IASB) and other international institutions; adoption process of international accounting standards 

in EU; and Japan’s conceptual framework. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 国際会計とは 

2. １ 国際会計類型化論１ 

 なぜ各国の会計基準は異なるのか 

3. １ 国際会計類型化論２ 

 どのように各国の会計は類型化されるか 

4. ２ 国際会計基準審議会（IASB）等の国際機関の概要１ 

 IASBの概要  

5. ２ 国際会計基準審議会（IASB）等の国際機関の概要２ 

 EU等の概要 

6. ３ EU会計制度と国際会計基準１ 

 EUの会計基準調和化の歩み１ 

7. ３ EU会計制度と国際会計基準２ 

 EUの会計基準調和化の歩み２ 

8. ３ EU会計制度と国際会計基準３ 

 会社法の簡素化１ 

9. ３ EU会計制度と国際会計基準４ 

 会社法の簡素化２ 

10. ４ 概念フレームワーク１ 

 IASBの概念フレームワーク１ 

11. ４ 概念フレームワーク２ 

 IASB の概念フレームワーク２ 

12. ４ 概念フレームワーク３ 

 IASBの概念フレームワーク３ 

13. ４ 概念フレームワーク４ 

 日本の概念フレームワーク１ 

14. ４ 概念フレームワーク５ 

 日本の概念フレームワーク２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 必ず指定したテキスト、参考書等を事前に講読し、また復習してください。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(20%)/授業におけるディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 秋葉賢一、2018 年、『エッセンシャル IFRS第６版』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-28321-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 森川八洲男、2015 年、『国際会計論』、白桃書房 (ISBN:978-4-561-35208-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA414／国際会計特論２ 

(Special Lecture on International Accounting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 幸路(KURATA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 具体的な国際会計基準（IFRS）の内容と特徴を理解し、他の基準（日本基準、米国基準）との相違を理解することを目標としま

す。 

 

Specifically, students will understand characteristics and details of the International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Students will also understand its differences from other standards (Japan and US). 

 

授業の内容（Course Contents） 

 IFRSの内容と特徴について、IFRS の考え方とその背景、IFRS における財務諸表、IFRSによる営業活動の会計、IFRSによる

固定資産の会計、IFRSによる金融商品の会計、IFRSによる組織再編の会計、IFRSによる持分投資の会計について、受講者の

レポートをもとに授業を進めます。 

 

This class will proceed based on students’ reports. Students will study IFRS details and characteristics, notably its concepts 

and background, financial statements, business activity accounting, non-current assets accounting, financial product accounting, 

organization restructuring accounting, and equity investment accounting. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １ IFRSの考え方とその背景１ 

 企業価値評価モデルによる考察 

2. １ IFRSの考え方とその背景２ 

 資産・負債アプローチと包括利益 

3. ２ IFRSによる財務諸表 

 財務諸表の表示 

4. ３ IFRSによる営業活動の会計１ 

 棚卸資産と収益の認識 

5. ３ IFRSによる営業活動の会計２ 

 新しい収益認識基準と引当金 

6. ３ IFRSによる営業活動の会計３ 

 退職給付とストックオプション 

7. ４ IFRSによる固定資産の会計 1 

 有形固定資産 

8. ４ IFRSによる固定資産の会計２ 

 無形固定資産と固定資産の減損 

9. ４ IFRSによる固定資産の会計３ 

 リースと投資不動産 

10. ５ IFRSによる金融商品の会計１ 

 金融商品と金融負債の認識と測定 

11. ５ IFRSによる金融商品の会計２ 

 ヘッジ、認識の中止と公正価値測定 

12. ６ IFRSによる組織再編の会計 

 企業結合の会計処理とのれんの認識・測定 

13. ７ IFRSによる持分投資の会計 

 子会社、関連会社、共同支配会社に対する持分投資 

14. ８ IFRSに関する今後の議論 

 連単分離等 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業に関連するテキスト、参考書等の該当箇所を事前に講読し、また復習してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(20%)/授業におけるディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 秋葉賢一、2018 年、『エッセンシャル IFRS第６版』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-28321-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 森川八洲男、2015 年、『国際会計論』、白桃書房 (ISBN:978-4-561-35208-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA417／税法特論１ 

（Problems of Enterprise Taxation1） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計基準の複線化と法人税法の対応 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士（SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計と法人税法との関係はどのようにあるべきか。わが国において、かねて俎上に載せられてきた議論であるが、近年、企

業会計側の変容を背景にあらためて関心をあつめている。ここで企業会計の変容とは国際財務報告基準（IFRS）導入を端緒とす

る会計基準の複線化に他ならない。本講義では、租税法の観点から会計基準の複線化に係る論点を提示し、今後の方向性を考

える。 

 

What should be the relationship between corporate accounting and corporate tax law? This issue had once been discussed in 

Japan, but in recent years, the topic is drawing attention again due to the backdrop of the transformation in corporate 

accounting side. The corporate accounting transformation refers to double accounting standards initially caused by introduction 

of International Financial Reporting Standards. In this lecture, professor will show students arguments related double accounting 

standards from tax law perspective. Students will then think about their future trends. 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計基準の複線化に対して、これまで法人税制は是々非々で対応してきたが、今後、個別財務諸表に適用される会計基準につ

いて、さらにコンバージェンスが進むか、あるいは IFRSの適用が認められた場合、どのような問題が生じるのであろうか。本講義

では、解釈論と立法論の観点から検討する。 

 

Corporate tax system has dealt with double accounting standards fair and square until now. Will further convergence be 

observed? Or will IFRS application be approved? What will happen to accounting standards applicable on individual financial 

statements? In this lecture, students will discuss these from perspective of interpretation and legislation theories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 会計基準の複線化の状況 

3. 法人税法の対応 

4. 収益認識 

5. 工事契約 

6. 有形固定資産 

7. 固定資産の減損 

8. 投資不動産及び関連会社に対する投資 

9. 無形資産 

10. 引当金 

11. 偶発債務及び偶発資産 

12. 金融商品 

13. 外国為替レートの変動の影響 

14. 長期及び短期の従業員給付の会計と税務処理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/報告と議論(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂本雅士編、2020、『現代税務会計論 第 3 版』、中央経済社 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA418 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA418／税法特論２ 

（Problems of Enterprise Taxation2） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計基準の複線化と法人税法の対応 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士（SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

税法特論１に続き、租税法の観点から会計基準の複線化に係る論点を提示し、今後の方向性を考える。 

 

Following Problems of Enterprise Taxation 1, professor will show arguments related to double accounting standards from tax 

code perspective. Students will then think about their future trends. 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計基準の複線化に対して、これまで法人税制は是々非々で対応してきたが、今後、個別財務諸表に適用される会計基準につ

いて、さらにコンバージェンスが進むか、あるいは IFRSの適用が認められた場合、どのような問題が生じるのであろうか。本講義

では、解釈論と立法論の観点から検討する。 

 

Corporate tax system has dealt with double accounting standards fair and square until now. Will further convergence be 

observed? Or will IFRS application be approved? What will happen to accounting standards applicable on individual financial 

statements? In this lecture, students will discuss these from perspective of interpretation and legislation theories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 企業結合とのれん 

3. リース税制 

4. 非上場企業の会計と税務 

5. 公正処理基準の判定に係る問題（１） ‐学説にみる２つの解釈論‐ 

6. 公正処理基準の判定に係る問題（２） ‐裁判例にみる公正処理基準の解釈‐ 

7. 公正処理基準の判定に係る問題（３） ‐大竹貿易事件（1993）の影響‐ 

8. 個別規定の解釈に及ぼす影響 

9. 公正処理基準の変容と別段の定め ‐近年の税制改正を俯瞰して‐ 

10. 課税所得計算の基本原則（１） 

11. 課税所得計算の基本原則（２） 

12. 確定決算主義の再検討 

13. 損金経理要件 

14. 税制改正の方向 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/報告と議論(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂本雅士編、2020、『現代税務会計論 第 3 版』、中央経済社 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA419／会計監査特論１ 

(Advanced Auditing1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Audit judgment and decision making, risk-based approach, case studies 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 財務諸表監査の実務および研究の動向について理解し，批判的に検討できるようになること。 

 

To understand and be able to critically examine practical operation of financial statement audit and the research trends. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、監査実施上の諸概念，特に，監査人の判断や意思決定について理解するため，英文のケーススタディを用いて議

論する。 

 

In this class, students will use English case studies for discussions to help them understand various audit concepts and 

particularly auditors’ decisions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション及び担当の決定 

2. ケーススタディ（1）についての発表・討論 

3. ケーススタディ（2）についての発表・討論 

4. ケーススタディ（3）についての発表・討論 

5. 振り返り 

6. ケーススタディ（4）についての発表・討論 

7. ケーススタディ（5）についての発表・討論 

8. ケーススタディ（6）についての発表・討論 

9. 振り返り 

10. ケーススタディ（7）についての発表・討論 

11. ケーススタディ（8）についての発表・討論 

12. ケーススタディ（9）についての発表・討論 

13. ケーススタディ（10）についての発表・討論 

14. 振り返り・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回の授業の開始時点で，受講生全員が，前回与えられた課題を提出する必要がある。その内容に基づき，受講者同士が積

極的に議論を行うことを求める。 

 課題は，英文のケーススタディを読み，事前に与えられた設問に回答することである。この課題を前提に毎回の議論が行われ

るので，授業に参加するためには課題の提出が必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(40%)/討論への貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Michael C. Knapp,. 2017. Contemporary Auditing: Real Issues and Cases. Cengage Learning 

その他、開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山浦久司、『会計監査論』、中央経済社 

2. 鳥羽至英他、2015、『財務諸表監査』、国元書房 

3. Peter Roebuck, Nonna Martinov-Bennie,. 2010. Case Studies in Auditing and Assurance. LexisNexis Butterworths 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KA420 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA420／会計監査特論２ 

(Advanced Auditing2) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 財務諸表監査の研究の動向について理解し，批判的に検討できるようになること。 

 

To understand and be able to critically examine the research trends on financial statement audit. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では，現在の監査研究の動向について理解するために，最新の研究論文（英文）を批判的に検討する。受講者の理解

度に応じて進めるが、Auditingだけでなく統計学の基礎的な知識も必要となる。 

 

In this class, students will discuss the latest research papers (in English) to understand current audit research trends. Professor 

will adapt the class to students’ level of understanding. In addition to auditing, students need to have basic statistics knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション及び担当の決定 

2. 監査研究で用いられる統計技法についての解説 

3. Accounting Horizons 掲載論文の検討 

4. Behavioral Research in Accounting 掲載論文の検討１ 

5. Behavioral Research in Accounting 掲載論文の検討２ 

6. 振り返り 

7. Accounting, Organizations and Society 掲載論文の検討１ 

8. Accounting, Organizations and Society 掲載論文の検討２ 

9. Accounting, Organizations and Society 掲載論文の検討３ 

10. 振り返り 

11. Auditing: Journal of Practice and Theory（2018）掲載論文の検討１  

12. Auditing: Journal of Practice and Theory（2019）掲載論文の検討２ 

13. Auditing: Journal of Practice and Theory（2019）掲載論文の検討３ 

14. 振り返り・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回の授業の開始時点で，受講生全員が，前回与えられた課題（主に論文内容の要約と設問への回答）を提出する必要があ

る。その内容に基づき，受講者同士が積極的に議論を行うことを求める。 

 課題は，監査に関する最新の学術論文を読み，事前に与えられた設問に回答することである。この課題を前提に毎回の議論が

行われるので，授業に参加するためには課題の提出が必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(40%)/討論への貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山浦久司、『会計監査論』、中央経済社 

2. 鳥羽至英他、2015、『財務諸表監査』、国元書房 

3. Michael C. Knapp,. 2017. Contemporary Auditing: Real Issues and Cases. Cengage Learning 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA423／税法Ａ特論１ 

(Special Lecture on Taxation A-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方分権時代の租税政策論 

担当者名 

（Instructor） 
平嶋 彰英(HIRASHIMA AKIHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 民主主義、地方自治において、統治機構に必要な費用を国民・住民が分かち合う「租税」と「財政」が極めて重要であることは言

を俟たない。「地方分権時代の租税政策論」においては、税法や判例の解説にとどまらず、国税、地方税に関する租税政策がど

のような歴史的な経緯、国民経済の状況、政治過程の中で行われてきたかを学び、租税制度と財政制度に対する理解を深め

る。 

 

 Needless to say, tax and public finance, shared by citizens and residents, are extremely important for governance in 

democracies and local governments. When explaining tax policy theory in a decentralization age, professor will go beyond tax 

codes and legal cases. Students will learn about population economic  

 

授業の内容（Course Contents） 

 我が国の租税制度の前提となる公経済の役割と国と地方等の役割分担、地方財政制度（地方交付税制度や地方譲与税制

度）、それに基づく現状の国と地方財政の状況について、まず概観する。また、戦前から、現在の国税、地方税制度、地方財政制

度が成立した歴史的経緯についても概観する。その上で、国税と地方税における憲法に基づく基本原則等を学び、近年の地方

分権等に伴う税制改正を概観する。その前提の下に、国税と地方税に共通する税目である個人所得課税、消費税・地方消費税

について、どのような考え方と政治過程によって、最近の制度改正が行われてきたかを明らかにし、現在の課題等を整理分析す

る。 

 

 The class will first outline the role of the public economy, division of roles between national and local government, local 

taxation system (local tax grant and local transfer tax systems), which are prerequisites for Japan's tax system, and the current 

state of the national and local finance based on those. In addition, students will study the historical background of the formation 

of current national/local taxation systems and local finance system starting from the prewar time. Furthermore, students will 

study basic principles of national and local taxes based on the Constitution. They will study overall tax reform with recent 

decentralization. Based on these assumptions, the class will clarify how the recent tax reform (common tax items between 

nation and local i.e. personal income tax, consumption tax, local consumption tax) has been implemented with what kind of 

concepts and political process, organize and analyze current issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義内容概論、我が国の租税と財政概観 

2. 我が国の租税と地方財政調整制度 

3. 国税と地方税の概要 

4. 租税の徴収機構 

5. 租税政策決定過程 

6. 租税に関する憲法の規定と租税原則 

7. 税制改正史概観 

8. 地方分権と税制改正 

9. 個人所得課税①（所得税・住民税の概要） 

10. 個人所得課税②（金融所得課税等） 

11. 個人所得課税③（個人所得課税の課題） 

12. 消費税・地方消費税①（創設経緯等） 

13. 消費税・地方消費税②（改正経緯等） 

14. 消費税・地方消費税③（消費税・地方消費税の課題） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業の都度、必要に応じて指示する。その前提として次の資料を概観しておくようにしてほしい。「平成 30 年版地方財政白書」

（総務省 HPからダウンロード可能）、「平成 30 年度地方財政計画」（総務省 HPダウンロード可能）、「我が国の財政事情（平成

30 年度予算政府案）」（財務省 HPダウンロード可能）、「もっと知りたい税のこと」（財務省 HPダウンロード可能） 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義への取組み姿勢(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、毎回授業時前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神野直彦、2007、『財政学改訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16298-3) 

2. 神野直彦・小西砂千夫、2014、『日本の地方財政』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16448-2) 

3. 金子宏、2017、『租税法<第 23 版>』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30476-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 本科目以外の租税、財政関連科目も履修することが望ましい。毎回ごとの講義内容は、多少の変更を行うことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA424／税法Ａ特論２ 

(Special Lecture on Taxation A-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方分権時代の租税政策論 

担当者名 

（Instructor） 
平嶋 彰英(HIRASHIMA AKIHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 民主主義、地方自治において、統治機構に必要な費用を国民・住民が分かち合う「租税」と「財政」が極めて重要であることは言

を俟たない。「地方分権時代の租税政策論」においては、税法や判例の解説にとどまらず、国税、地方税に関する租税政策がど

のような歴史的な経緯、国民経済の状況、政治過程の中で行われてきたかを学び、租税制度と財政制度に対する理解を深め

る。 

 

 Needless to say, tax and public finance, shared by citizens and residents, are extremely important for governance in 

democracies and local governments. When explaining tax policy theory in a decentralization age, professor will go beyond tax 

codes and legal cases. Students will learn about population economic status, public administration, and historical timeline of tax 

policy such as national and local taxes. Through these, students will deepen their understanding about tax and public finance 

systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 我が国の租税制度の前提となる公経済の役割と国と地方等の役割分担、地方財政制度（地方交付税制度や地方譲与税制

度）、それに基づく現状の国と地方財政の状況について、まず概観する。また、戦前から、現在の国税、地方税制度、地方財政制

度が成立した歴史的経緯についても概観する。その上で、国税と地方税における憲法に基づく基本原則等を学び、近年の地方

分権等に伴う税制改正を概観する。その前提の下に、国税と地方税に共通する税目である個人所得課税、消費税・地方消費税

について、どのような考え方と政治過程によって、最近の制度改正が行われてきたかを明らかにし、現在の課題等を整理分析す

る。 

 

 The class will first outline the role of the public economy, division of roles between national and local government, local 

taxation system (local tax grant and local transfer tax systems), which are prerequisites for Japan's tax system, and the current 

state of the national and local finance based on those. In addition, students will study the historical background of the formation 

of current national/local taxation systems and local finance system starting from the prewar time. Furthermore, students will 

study basic principles of national and local taxes based on the Constitution. They will study overall tax reform with recent 

decentralization. Based on these assumptions, the class will clarify how the recent tax reform (common tax items between 

nation and local i.e. personal income tax, consumption tax, local consumption tax) has been implemented with what kind of 

concepts and political process, organize and analyze current issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法人課税①（法人税、地方法人２税の概要） 

2. 法人課税②（法人課税の主要な改正経緯） 

3. 法人課税③（地方法人課税の主要な改正経緯） 

4. 法人課税④（課題） 

5. 固定資産税等①（固定資産税等概要） 

6. 固定資産税等②（宅地課税と改正経緯） 

7. 固定資産税等③（農地課税と改正経緯） 

8. 固定資産税等④（家屋の評価、諸特例、その他） 

9. 固定資産税等⑤(固定資産税等の課題） 

10. 自動車関係諸税①（自動車関係諸税の概要） 

11. 自動車関係諸税等②（改正経緯と課題） 

12. 地方分権と地方公共団体の課税自主権 

13. 自治体法定外税課税の実際① 

14. 自治体法定外税課税の実際② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業の都度、必要に応じて指示する。その前提として次の資料を概観しておくようにしてほしい。「平成 30 年版地方財政白書」

（総務省 HPからダウンロード可能）、「平成 30 年度地方財政計画」（総務省 HPダウンロード可能）、「我が国の財政事情（平成
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30 年度予算政府案）」（財務省 HPダウンロード可能）、「もっと知りたい税のこと」（財務省 HPダウンロード可能） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義への取組み姿勢(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 テキストは、毎回授業時前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神野直彦、2007、『財政学改訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16298-3) 

2. 神野直彦・小西砂千夫、2014、『日本の地方財政』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16448-2) 

3. 金子宏、2019、『租税法<第 23 版>』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-31541-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 本科目以外の租税、財政関連科目も履修することが望ましい。毎回ごとの講義内容は、多少の変更を行うことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA425／税法Ｂ特論１ 

(Special Lecture on Taxation B-1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税法の基礎理論 － 租税法総論、所得税法 

担当者名 

（Instructor） 
田中 光史(TANAKA KOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済活動の中での重要な一要素である租税について理解を深めることは、事業者や会計専門家にとって不可欠である。租税法

特講１、２の講義を通じて、学生が、租税法全体の基本原則を理解し、具体的な問題に関して、租税法条文を的確に解釈し、当て

はめることができる能力を身につけることを目標とする。 

 

It is essential for business owners and accounting experts to have deep understanding about taxation, which is an important 

factor in economic activity. In Special Lecture on Taxation B-1 and B-2, students will understand the basic principles of overall 

tax law, and cultivate the ability to precisely interpret the tax law texts and apply them to specific issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

租税法の基本原則、租税法の解釈における考え方等租税法総論、及び所得税法の課税要件に関する基本部分について概説す

る。 

関連する重要判例を素材に、学生の積極的なプレゼンや議論を求めつつ、課税庁と納税者それぞれの主張の違いを整理し、判

決の論理を検討することにより、具体的な課税事案において、租税法がどのように解釈され適用されるかについて理解を促す。 

なお、講義は実際に条文に当たりながら進めるので、条文を参照できる法令集等を持参のこと。 

 

Professor will explain general tax law theories such as how to think when interpret the tax law, and the basic part related to the 

taxation prerequisite of income tax law. 

Professor will use related legal cases as materials to organize differences among tax agency and payers’ arguments, and discuss 

theories of legal decisions. Students must participate actively in presentations and discussion. Through these, students will 

accelerate their understanding about interpretation and application of tax law in these specific taxation cases. 

In addition, students should bring statues at large for reference as this lecture will proceed by following actual codes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 租税法総論（租税の意義、機能等） 

2. 租税法総論（租税法解釈の基本的な考え方、租税回避行為に対する考え方等） 

3. 包括的所得概念、所得税計算の基本構造 

4. 利子所得、配当所得 

5. 不動産所得、譲渡所得 

6. 給与所得、退職所得 

7. 給与所得、事業所得、雑所得 

8. 給与所得、事業所得、雑所得 

9. 給与所得、事業所得、雑所得 

10. 給与所得、事業所得、雑所得 

11. 収入金額と必要経費、所得の年度帰属と人的帰属 

12. 収入金額と必要経費、所得の年度帰属と人的帰属 

13. 損益通算、所得控除、損失の取扱い、税額計算 

14. 損益通算、所得控除、損失の取扱い、税額計算 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト、参考文献等をしっかり予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/判例等のプレゼンなど授業への参画度合(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 金子宏、2019、『租税法』第 23 版、弘文堂 (ISBN:978-4-335-31541-1) 

2. 中里実他編、2016、『租税判例百選』第 6 版、有斐閣 (ISBN:978-4641115293) 
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3. 中里実他編、2019、『租税判例六法』第 4 版、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00154-1) 

4. 佐藤英明、2018、『スタンダード所得税法』第 2 版補正版、弘文堂 (ISBN:978-4335357466) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子宏他、2017、『ケースブック租税法』第 5 版、弘文堂 (ISBN:978-4335305177) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

税制について財務省ＨＰを、通達等の解説や質疑応答事例等について国税庁ＨＰを、判例については裁判所ＨＰを、適宜参考に

すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA426／税法Ｂ特論２ 

(Special Lecture on Taxation B-2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税法の基礎理論 － 法人税法、国際課税 

担当者名 

（Instructor） 
田中 光史(TANAKA KOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済活動の中での重要な一要素である租税について理解を深めることは、事業者や会計専門家にとって不可欠である。 

税法Ｂ特論１、２の講義を通じて、学生が、租税法全体の基本原則を理解し、具体的な問題に関して、租税法条文を的確に解釈

し、当てはめることができる能力を身につけることを目標とする。 

 

It is essential for business owners and accounting experts to have deep understanding about taxation, which is an important 

factor in economic activity. 

In Special Lecture on Taxation B-1 and B-2, students will understand basic principles of overall tax codes. Students will 

interpret and apply tax codes accurately in specific problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

法人税法の課税要件に関する基本部分及び国際課税について概説する。 

関連する重要判例を素材に、学生の積極的なプレゼンや議論を求めつつ、課税庁と納税者それぞれの主張の違いを整理し、判

決の論理を検討することにより、具体的な課税事案において、租税法がどのように解釈され適用されるかについて理解を促す。 

なお、講義は実際に条文に当たりながら進めるので、条文を参照できる法令集等を持参のこと。 

 

Professor will outline the basic part of the taxation requirements in corporate tax law and international taxation. 

Professor will use related legal cases as materials to organize differences among tax agency and payers’ arguments, and discuss 

theories of legal decisions. Students must participate actively in presentations and discussion. Through these, students will 

accelerate their understanding about interpretation and application of tax law in these specific taxation cases. 

In addition, students should bring statues at large for reference as this lecture will proceed by following actual codes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法人税法の基本構造と基本的な考え方 

2. 納税者の区分 

3. 企業会計と法人所得計算 

4. 個人所得課税と法人所得課税の調整、受取配当 

5. 資産の評価益、評価損、寄附金 

6. 交際費 

7. 役員賞与 

8. 減価償却、繰延資産、圧縮記帳 

9. 貸倒れ、欠損金 

10. グループ法人税制、連結納税制度 

11. 国際課税（ソースルール等） 

12. 国際課税（二重課税の排除等） 

13. 国際課税（タックスヘイブン対策税制（CFC税制）） 

14. 国際課税（移転価格税制） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト、参考文献等をしっかり予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/判例等のプレゼンなど授業への参画度合(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 金子宏、2019、『租税法』第 23 版、弘文堂 (ISBN:978-4-335-31541-1) 

2. 中里実他編、2016、『租税判例百選』第 6 版、有斐閣 (ISBN:978-4641115293) 

3. 中里実他編、2019、『租税判例六法』第 4 版、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00154-1) 
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4. 渡辺徹也、2019、『スタンダード法人税法』第 2 版、弘文堂 (ISBN:978-4335357671) 

5. 増井良啓・宮崎裕子、2019、『国際租税法』第 4 版、東京大学出版会 (978-41303239323) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子宏他、2017、『ケースブック租税法』第 5 版、弘文堂 (ISBN:978-4335305177) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

税制について財務省ＨＰを、通達等の解説について国税庁ＨＰを、判例については裁判所ＨＰを、適宜参考にすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA450 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA450／リサーチ手法 

(Research Methods) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 由希子(YAMAZAKI YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会科学分野におけるさまざまな調査・研究の方法について基礎的な知識を身につけ、自身の行う研究にはどのような方法が

もっとも適しているか批判的に評価検討できるようにする。②課題（文献を読み、その要約を作成する。また文献の中の不明な

点・疑問点について簡単なリサーチを行う）を通じて、文章のメインポイントを適切に要約する力をつける、③授業内での他の参加

者との議論を通じ、論理的に考え、話すマナーを身につける。 

 

(1) Students will acquire the basic knowledge about various survey/research methods used in the field of social science to 

evaluate and examine critically the best method for their own research. (2) Through the assignments (Students will read 

literatures and create summaries, in addition to conducting basic researches on unclear points or questions found in these 

literatures). Through these assignments, they will be able to correctly summarize main points in these writings. (3) They will 

discuss with others in the class to acquire theoretical thinking and conversational skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週、課題の読み物が指示される。授業はこの読み物について、学生によるプレゼンテーションと議論を交えて輪読形式で進め

ていく。基本的なリサーチ手法を学びながら、学生は課題の文献について要約を作成、疑問点・不明な点について自分なりに調

べた事柄をまとめたうえで授業に出席することが求められる。 

 

Each week, professor will assign reading materials. In this class, students will take turns to read these materials, make 

presentations based on them, and participate in discussions. Students must acquire basic research methods to summarize 

assigned literatures and research unclear points or questions. Students are requested to research and summarize these in self-

directed manner before attending each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（コース概要・自己紹介） 

2. 社会科学の歴史的展開 

3. 社会科学分野の調査・研究手法 I   

4. 社会科学分野の調査・研究手法 II 

5. 社会科学分野の調査・研究手法 III 

6. 論文計画に関する発表と議論 I  

7. 論文計画に関する発表と議論 II 

8. 論文計画に関する発表と議論 III 

9. 論文計画に関する発表と議論 IV 

10. 論文計画に関する発表と議論 V 

11. 論文計画に関する発表と議論 VI 

12. 論文計画に関する発表と議論 VII 

13. 論文計画に関する発表と議論 VIII 

14. 論文計画に関する発表と議論 IX 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講を希望する学生はあらかじめ自身が関心を持っている研究分野、テーマについて授業内で話をできるように考えておくこと。

また基本的に毎週、課題の提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・議論への参加(40%)/課題の提出(30%)/プレゼンテーション(30%) 

学生同士の議論を重視する授業であるため、出席は大前提となる（20 分以上の遅刻は出席点が半減する）。また、授業を欠席し

た学生も課題の提出は必須である。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定の教科書はないが、適宜授業内で課題の読み物について指示する。 
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参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA455／経済史特論１ 

(Special Lecture on Economic History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の経済と経営の発展 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 聡(SASAKI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の経済・経営の現状を歴史的視野とコンテクストで概括的に理解し、その特徴を国際比較史的観点をふまえて捉えられるよ

うにする。 

 

Overall current states of Japanese economy and management will be understood from history perspective and context, while 

considering its characteristics from international, comparative, and historical perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸期から平成期にいたる日本の経済・経営の発展の流れを学ぶ。下記のテキストと講義によって、日本経済史・経営史の基本

的な知識を習得するとともに、批判的に事実を掘り起こす洞察力を身に着ける。 

 

Students will learn about Japanese economic and management development from Edo to Heisei period. By reading the following 

textbooks and attending lectures, students will learn basics of Japanese economy and management history. At the same time, 

students will be able to cultivate the insight to critically investigate the fact. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済史・経営史の方法（課題と視角） 

2. 江戸期の経済と経営ー１．定住商とビジネス 

3. 江戸期の経済と経営ー２．呉服商と両替商 

4. 明治期の経済と経営ー１．会社知識の導入と普及 

5. 明治期の経済と経営－２．工業化と政府の役割 

6. 明治期の経済と経営－３．財閥の形成 

7. 大正～昭和初期の経済と経営ー１．専門経営者層の形成 

8. 大正～昭和初期の経済と経営ー２．財界団体の形成と系譜、３．財閥の「転向」 

9. 昭和戦中期～復興期の経済と経営ー１．戦時中の財閥 

10. 昭和戦中期～復興期の経済と経営－２．財閥解体と集中排除および傾斜生産方式 

11. 経済の自立と高度成長ー企業集団の形成と戦後型企業の発展 

12. 安定成長以降の経済と経営ー１．ドルショックと２つのオイルショック 

13. 安定成長以降の経済と経営ー２．プラザ合意とバブル経済、３大メガバンク体制 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの輪読のためのレジュメ作成時間が必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/輪読担当時の発表(40%)/発表を基礎とする議論(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮本・阿部ほか、2007、『日本経営史〔新版〕』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木聡、2001、『日本の企業家群像』、丸善 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA456／経済史特論２ 

(Special Lecture on Economic History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本経営史にみる経営革新と企業家群像 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 聡(SASAKI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX5720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の経営発展に貢献した代表的な企業家たちの足跡をたどり、革新とその歴史的意義を理解する。 

 

Students will follow footsteps of iconic entrepreneurs who have contributed to Japanese management development. Students 

will understand innovations and their historical significances. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストの輪読と講義、およびテキストの内容に即した映像教材によって理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding by reading textbooks, attending lectures, and watching video materials related to 

textbook contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 幕末・維新期の企業家活動ー１．安田善次郎・浅野総一郎・大倉喜八郎 

2. 幕末・維新期の企業家活動ー２．岩崎弥太郎・弥之助（三菱）と渋沢栄一 

3. 明治期の企業者活動ー１．初代長瀬富郎（花王）と２代鈴木三郎助（味の素） 

4. 明治期の企業者活動ー２．初代小林冨次郎（ライオン）と福永有信（資生堂） 

5. 大正～昭和戦時期の企業者活動ー１．豊田喜一郎（トヨタ）と鮎川義介（日産） 

6. 大正～昭和戦時期の企業者活動ー２．小林一三（阪急）と堤康次郎（西武） 

7. 大正～昭和戦時期の企業者活動－３．鳥井信治郎（サントリー）と石橋正二郎（ブリジストン） 

8. 大正～昭和戦後期の企業者活動－１．服部金太郎（セイコー）と早川徳次（シャープ） 

9. 大正～昭和戦後期の企業者活動－２．小平浪平（日立）と松下幸之助（パナソニック） 

10. 戦後の企業者活動ー１．小林宏治（ＮＥＣ）と丸田芳郎（花王） 

11. 戦後の企業者活動ー２．井深大・盛田昭夫（ソニー）と本田宗一郎・藤沢武郎（ホンダ） 

12. 戦後の企業者活動ー３．田口利八（西濃運輸）と飯田亮（セコム） 

13. 戦後の企業者活動ー４．中内功（ダイエー）と鈴木敏文（セブンイレブン） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読担当時のレジュメ作成の時間が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/レジュメ発表時の内容(40%)/討論の内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木聡、2001、『日本の企業家群像』、丸善 

2. 佐々木聡、2003、『日本の企業家群像Ⅱ』、丸善出版 

3. 佐々木聡、2011、『日本の企業家群像Ⅲ』、丸善出版 

4. 佐々木聡、2017、『日本の企業家９ 丸田芳郎』、PHP研究所 (ISBN:978-4-569-83429-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木聡、2009、『暮らしを変えた美容と衛生』、芙蓉書房出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KA501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA501／演習追加指導１ 

(Additional Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 敬三(GOTO KEIZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表を行ったうえで，論文を作成する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations on their master’s theses before creating 

their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 初回受講の確認を経て，2 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，最終発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA502／演習追加指導１ 

(Additional Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
小鞠 昭彦(KOMARI AKIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表を行ったうえで，論文を作成する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations on their master’s theses before creating 

their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 初回受講の確認を経て，2 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，最終発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA503／演習追加指導１ 

(Additional Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
田中 光史(TANAKA KOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表を行ったうえで，論文を作成する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations on their master’s theses before creating 

their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 初回受講の確認を経て，2 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，最終発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA504／演習追加指導１ 

(Additional Guidance in Preparing a Master's Thesis 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について中間発表を行ったうえで，論文を作成する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make interim and draft presentations on their master’s theses before creating 

their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文中間発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。中間発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis interim presentation, students will 

check their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the interim presentation, students will 

recheck their skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 初回受講の確認を経て，2 初回指導にのぞむこと。 

2. ★論文テーマ（タイトル）設定。そのために「スケルトンシート」を作成する。スケルトンシートには，下記のうち★印のついた

項目を含めるが，若干修正などしてもよい。 

3. ★キーワードの列挙。関心ある領域の，関心あるテーマに関連したキーワードを列挙することで，自身の関心を明示し洗い

出す補助作業とする。 

4. ★問題意識の確認。その課題に取り組もうと思った動機やきっかけを書き出すことで，テーマを意識化する。 

5. ★目標と成果の絞り込み。その研究によって何を明らかにできるのか，何が得られるのかを明示する。その後，これを 「目

標規定文」にまで絞り込む。 

6. ★問いをたてる。疑問や好奇心を出発点にし,気になることがらについて,「なぜ～なのか」という疑問の形で課題をつか 

む。「なぜ，おもしろいと思ったのか｣｢本当に,そうなのか」「それだけだと言い切れるか」など,多様な手がかりがある。 

7. ★仮説をたてる。テーマによっては，仮説の形で課題設定できる場合がある。論証（反証）可能な命題として示す。 

8. 主張を明示する。テーマによっては仮説の形で課題設定しにくい場合もある。「～ではないか」「～のはずだ」という主張とし

て，課題を設定してもよい。 

9. ★アプローチ（研究手法）を選ぶ。研究領域によって中心となる手法が異なる。「先行研究のサーベイと考察」は，ほぼすべ

ての領域に共通の基本手法である。その他のアプローチとして「史料サーベイと考察」，「アンケート調査と統計処理」，「イ

ンタビューと整理」，「実験と考察」，「モデル化とシミュレーション」なども。 

10. 修士論文中間発表会向けのレジュメ，パワーポイント資料等の作成。 

11. 修士論文中間発表会（6－7 月）での報告。昼の院生は水曜午後，社会人コースは土曜午後を予定。 

12. スクリーニング。関連しそうな文献・資料・史料・データ・材料などを収集し，ざっと読む。 

13. 図書や雑誌記事等の検索。Webcat Plus1, OPAC, CiNii Books, GeNii, Google Scholar, CiNii Articles, magazineplus, 

WorldCat などを目的に応じて用いる。 
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14. ★主要参考文献リストの作成。文献リスト作成のきまりに従って書き出していく。その後も追加・修正等を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，最終発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA551／演習追加指導２ 

(Additional Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
未定 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make draft presentations before creating and submitting their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文草稿発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。草稿発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis draft presentations, students will check 

their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the draft presentation, students will recheck their 

skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 初回受講の確認を経て，2 初回指導にのぞむこと。 

2. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

3. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

4. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

5. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

6. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

7. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

8. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

9. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

10. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

11. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

12. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

13. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

14. 論文の再確認と推敲 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，最終発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA552 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA552／演習追加指導２ 

(Additional Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
未定 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make draft presentations before creating and submitting their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文草稿発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。草稿発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis draft presentations, students will check 

their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the draft presentation, students will recheck their 

skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 初回受講の確認を経て，2 初回指導にのぞむこと。 

2. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

3. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

4. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

5. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

6. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

7. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

8. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

9. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

10. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

11. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

12. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

13. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

14. 論文の再確認と推敲 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，最終発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■KA553 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KA553／演習追加指導２ 

(Additional Guidance in Preparing a Master's Thesis 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
修士論文執筆に向けたプロセス 

担当者名 

（Instructor） 
未定 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科の教育課程編成方針に掲げる「経済学部における一般的ならびに専門的教養の上に，経済学，会計学を研究し，

その深奥を究め，かつキリスト教に基づいて人格を陶冶し文化の進展に寄与する」が実現するように，経済学，会計学に関する

応用的な知識を修得し，修士論文について草稿発表を行ったうえで，論文を作成し，提出する。 

 

Students will study universal and specialized subjects found in curriculum of Graduate School of Economics, “researching and 

understanding in depth general and specialized studies in College of Economics as well as economics, accountancy, and train 

one's personality based on the Christian teaching and to contribute to cultural development”. Students will acquire practical 

knowledge on economy and accounting. They will make draft presentations before creating and submitting their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に向けた「スケルトンシート」の作成を通じ，論文を執筆するための方法を身につける。自分の研究のオリジナリティを意

識しながら，先行研究の検討を行う。修士論文草稿発表会に向けて，論点を確認し論文の構成を考える。草稿発表会における検

討をうけて， スケルトンシートを再確認し，論文構想の推敲を行う。 

なお，下記はあくまで理念的，平均的な進行計画を例示したものである。専修領域ごとに異なる指導となったり，個別指導となっ

たりする部分が少なくないこと，同時並行して進めたり相前後して進めたりすべき部分を含むこと，立ち返って繰り返すべき部分を

含むことなどに留意されたい。 

 

Students will learn how to prepare for their thesis writing by creating skeleton sheets. Students will bear in mind their research 

originalities while discussing about prior researches. To prepare for their master’s thesis draft presentations, students will check 

their arguments and think about their thesis structures. After discussion at the draft presentation, students will recheck their 

skeleton sheets and polish their thesis concepts. 

The following is a conceptual, average progress plan. Students should be aware that they may receive different instructions 

depending on their specializations. In addition, there will be frequent private instructions, simultaneous progresses, and 

repetition of certain parts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講の準備。1 初回受講の確認を経て，2 初回指導にのぞむこと。 

2. 先行研究の整理。スクリーニングによって重要なものを絞り込み，精読・検討すべき基本的な先行研究を定める。指導教員

や専門家のアドバイスも受ける。 

3. 先行研究の精読・検討。必要に応じてメモをとり，レジュメ化する。疑問点を書き出す。疑問解決への努力の中から新たな

課題発見やオリジナリティ獲得につながることもある。 

4. キーワードのマップ化。すでに書き出し，必要に応じて追加しておいたキーワードを見直す。相互に関連するいくつかのキー

ワードをまとめ，論点としてとらえなおす。 

5. 論点の列挙。研究目標（成果）を「問い」「仮説」や「目標規定文」などの形で明示できたら，論証のために必要な論点を列挙

してみる。 

6. 論文の構成。列挙された論点を取捨し，最適な叙述の順序（論証の順序）を模索する。すなわち論文の構成(章立て)を考え

る。 

7. オリジナリティの確認。広く認められた学術成果を引用しつつ，従来なかった（すなわちオリジナリティのある）考えや主張，

資料などを追加できているかどうか確認する。 

8. 注の付け方の確認。他人の学術成果を引用してよいが，出所（出典）を明示し，引用していることを注記しなければ，「盗用」

「剽窃」となり，厳しく罰せられる。 

9. 注の付け方のルール。注の付け方のきまりを身につける。 

10. 参考文献リスト作成のルール。参考文献の表示のしかたのきまりを身につける。 

11. 修士論文草稿発表会（11－12月）での報告。演習特別指導や特論での発表となる場合もある。 

12. 修士論文草稿発表会における反省，コメント等をふまえて，再検討，再構成しながら，論文執筆。 

13. 論文の再確認。スケルトンシートにも立ち返りながら，論文を見直すこと。 

14. 論文の再確認と推敲 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Master of Writing (立教大学 大学教育開発・支援センター)を入手し，論文執筆に必要な準備を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文中間発表会，最終発表会等における報告(50%)/スケルトンシートの作成等(30%)/論文執筆準備等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

修士論文執筆に関わる参考文献は，各研究指導教員の指示・助言に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 354 - 

■QA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA106／近代経済学１（経済理論） 

(Field of Economic Theory Modern Economics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
荒川 章義(ARAKAWA AKIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA110／近代経済学３（経済理論） 

(Field of Economic Theory Modern Economics 3) 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA115／経済学史（経済理論） 

(Field of History of Economic Doctrines History of Economic Doctrines) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA117／景気変動論（経済理論） 

(Business Cycles) 

担当者名 

（Instructor） 
二宮 健史郎(NINOMIYA KENSHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 358 - 

■QA124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA124／日本経済史（経済史） 

(Field of Economic History Japanese Economic History) 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA125／アジア経済史（経済史） 

(Field of Economic History Asian Economic History) 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA129／日本経営史（経済史） 

(History of Japanese Management) 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA137／日本経済論（経済政策論） 

(Field of Applied Economics Japanese Economic) 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA138／労働経済学（経済政策論） 

(Field of Applied Economics Industrial Relations) 

担当者名 

（Instructor） 
首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA139／国際経済論（経済政策論） 

(Field of Applied Economics International Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA140／中国経済論（経済政策論） 

(Field of Applied Economics Chinese Economy) 

担当者名 

（Instructor） 
厳 成男(YAN CHENGNAN) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA141／アメリカ経済論（経済政策論） 

(Field of Applied Economics American Economy) 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA171／経済統計論（経済理論） 

(Field of Statistics Economic Statistics) 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA181／経済政策論（経済政策論） 

(Field of Applied Economics Economic Policies) 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA182／社会政策論（経済政策論） 

(Field of Applied Economics Social Policies) 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 隆(SUGANUMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA183／証券経済論（経済政策論） 

(Economic Theory of Securities) 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA187／都市経済学（経済政策論） 

(Urban Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA188／現代企業論（経済政策論） 

(Field of Applied Economics Multinationals Technology & Competitiveness) 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA201／会計学（会計学） 

(Accounting) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA203／管理会計論（会計学） 

(Management Accounting) 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA207／租税法 

(Tax Law) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士（SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA208／原価計算論（会計学） 

(Cost Accounting) 

担当者名 

（Instructor） 
内野 一樹(UCHINO KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QA210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

QA210／財政学１（経済理論） 

(Public Finance 1) 

担当者名 

（Instructor） 
池上 岳彦(IKEGAMI TAKEHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX7023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学研究科博士課程後期課程に在学中に必要な指導を受け、博士学位を取得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と相談の上、研究計画書を作成し、それに基づき研究指導を受ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書を作成し、報告をもとに指導を行い、ブラッシュアップさせ研究計画を確定させる。 

2. 研究リテラシー、研究活動における不正行為への対応、研究活動における不正行為へのガイドライン、研究倫理指導をおこな

う。 

3. 博士論文中間報告、学会報告準備・指導をおこなう。 

4. 博士論文報告・指導、博士論文最終報告・指導、次年度への課題提示をおこなう。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文執筆に必要な文献の渉猟またデータの収集・加工 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の研究成果ならびに学期末に指導教員に提出される研究報告書を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


