
開講年次（セメスター） 単位 担当者名

項目

1 研究指導（１）

2 研究指導（２）

3 研究指導（３）

4 研究指導（４）

5 研究指導（５）

6 研究指導（６）

7 研究指導（７）

8 研究指導（８）

9 研究指導（９）

10 研究指導（１０）

11 研究指導（１１）

12 研究指導（１２）

13 研究指導（１３）

14 研究指導（１４）

15 研究指導（１５）

自ら問題意識を持ち、自発的に研究に取り組むように心がけてください。

報告発表、ディスカッション、指導

修士論文トピック授業、指導

論文資料要約、議論、指導

研究計画確認、指導

春学期総括、まとめ

履修者へのコメント・学習課題（事前事後学習）

論文資料要約、議論、指導

修士論文トピック授業、指導

関連論文報告、議論、指導

中間発表、指導

論文作成指導

専門分野論文要約、議論、指導

授業計画

内容

ガイダンス、授業計画確認

英語基礎資料研究計画報告発表、討議、指導

修士論文資料収集報告、指導

研究計画確認、指導

成績評価方法・基準

発表および報告内容

教科書・教材・参考文献　等

適宜指示する。

質問への対応(オフィスアワー等)

オフィスアワーを毎週水曜日３限に設けるが、これに捉われることなく、自ら問題意識を持ち、随時研究室訪問等により、
積極的に質問して研究を深めていくことを歓迎する。

授業概要

本演習では、各学生が研究に関連する文献を自ら調査しこれをもとに報告発表する。こうした活動を通じて得られた知識
に基づき議論を深め、修士論文のテーマを絞っていく。

授業目標（到達目標）

演習では、manufacturing全般のトピックを中心に研究を進める。とりわけ本演習では、自らの修士論文執筆に必要な基礎
知識を修得し、自ら問題意識をもち修士論文にふさわしいハイレベルなテーマを設定することを到達目標とする。

授業方法

研究テーマの選定、研究の進捗状況などについて、順次、報告し、ディスカッションの機会を設けるとともに、論文執筆につ
いて指導を行う。

２０１７年度　経営学研究科（経営学専攻）　博士前期（修士）課程シラバス

科目名(副題)

論文指導演習Ⅰ
1年次春学期
（1セメスター）

2 浅井紀子



開講年次（セメスター） 単位 担当者名

項目

1 研究指導（１）

2 研究指導（２）

3 研究指導（３）

4 研究指導（４）

5 研究指導（５）

6 研究指導（６）

7 研究指導（７）

8 研究指導（８）

9 研究指導（９）

10 研究指導（１０）

11 研究指導（１１）

12 研究指導（１２）

13 研究指導（１３）

14 研究指導（１４）

15 研究指導（１５）

２０１７年度　経営学研究科（経営学専攻）　博士前期（修士）課程シラバス

科目名(副題)

論文指導演習Ⅱ
1年次秋学期
（2セメスター）

2 浅井紀子

授業概要

本演習では、各学生が研究に関連する文献を自ら調査しこれをもとに報告発表する。こうした活動を通じて得られた知識
に基づき議論を深め、修士論文のテーマを絞っていく。

授業目標（到達目標）

演習では、manufacturing全般のトピックを中心に研究を進める。とりわけ本演習では、自らの修士論文執筆に必要な基
礎知識を修得し、自ら問題意識をもち修士論文にふさわしいハイレベルなテーマを設定することを到達目標とする。

授業方法

研究テーマの選定、研究の進捗状況などについて、順次、報告し、ディスカッションの機会を設けるとともに、論文執筆に
ついて指導を行う。

成績評価方法・基準

発表および報告内容

教科書・教材・参考文献　等

適宜指示する。

質問への対応(オフィスアワー等)

オフィスアワーを毎週水曜日３限に設けるが、これに捉われることなく、自ら問題意識を持ち、随時研究室訪問等により、
積極的に質問して研究を深めていくことを歓迎する。

授業計画

内容

ガイダンス、授業計画確認

英語基礎資料研究計画報告発表、討議、指導

修士論文資料収集報告、指導

研究計画確認、指導

論文資料要約、議論、指導

修士論文トピック授業、指導

関連論文報告、議論、指導

中間発表、指導

論文作成指導

専門分野論文要約、議論、指導

自ら問題意識を持ち、自発的に研究に取り組むように心がけてください。

報告発表、ディスカッション、指導

修士論文トピック授業、指導

論文資料要約、議論、指導

研究計画確認、指導

秋学期総括、まとめ

履修者へのコメント・学習課題（事前事後学習）



開講年次（セメスター） 単位 担当者名

項目

1 研究指導（１）

2 研究指導（２）

3 研究指導（３）

4 研究指導（４）

5 研究指導（５）

6 研究指導（６）

7 研究指導（７）

8 研究指導（８）

9 研究指導（９）

10 研究指導（１０）

11 研究指導（１１）

12 研究指導（１２）

13 研究指導（１３）

14 研究指導（１４）

15 研究指導（１５）

２０１７年度　経営学研究科（経営学専攻）　博士前期（修士）課程シラバス

科目名(副題)

論文指導演習Ⅲ
2年次春学期
（3セメスター）

2 浅井紀子

授業概要

本演習では、各学生が研究に関連する文献を自ら調査しこれをもとに報告発表する。こうした活動を通じて得られた知識
に基づき議論を深め、修士論文のテーマを絞っていく。

授業目標（到達目標）

演習では、manufacturing全般のトピックを中心に研究を進める。とりわけ本演習では、自らの修士論文執筆に必要な基礎
知識を修得し、自ら問題意識をもち修士論文にふさわしいハイレベルなテーマを設定することを到達目標とする。

授業方法

研究テーマの選定、研究の進捗状況などについて、順次、報告し、ディスカッションの機会を設けるとともに、論文執筆につ
いて指導を行う。

成績評価方法・基準

発表および報告内容

教科書・教材・参考文献　等

適宜指示する。

質問への対応(オフィスアワー等)

オフィスアワーを毎週水曜日３限に設けるが、これに捉われることなく、自ら問題意識を持ち、随時研究室訪問等により、
積極的に質問して研究を深めていくことを歓迎する。

授業計画

内容

ガイダンス、授業計画説明、確認

修士論文研究計画報告、議論、指導

論文資料収集報告発表、討議

研究計画確認、指導

関連論文資料要約、議論、指導

修士論文トピック授業

関連論文報告、討議

中間報告、議論、指導

論文作成指導

引用論文要約報告、議論、指導

自ら問題意識を持ち、自発的に研究に取り組むように心がけてください。

修士論文進捗要約報告、ディスカッション、修正指導

関連論文報告、討議

引用論文要約報告、議論、指導

修士論文修正報告、討議、指導

春学期総括、まとめ

履修者へのコメント・学習課題（事前事後学習）



開講年次（セメスター） 単位 担当者名

項目

1 研究指導（１）

2 研究指導（２）

3 研究指導（３）

4 研究指導（４）

5 研究指導（５）

6 研究指導（６）

7 研究指導（７）

8 研究指導（８）

9 研究指導（９）

10 研究指導（１０）

11 研究指導（１１）

12 研究指導（１２）

13 研究指導（１３）

14 研究指導（１４）

15 研究指導（１５）

自ら問題意識を持ち、自発的に研究に取り組むように心がけてください。

修士論文進捗要約報告、討議、修正指導

論文構成、引用論文報告、討議、指導

修士論文修正報告、指導

秋学期総括、修士論文進捗確認

修士論文完成報告、討議、指導

履修者へのコメント・学習課題（事前事後学習）

論文関連トピック授業

論文構成報告、指導

引用論文要約報告、討議、指導

中間報告、討議、指導

論文作成指導

関連論文要約報告、討議

授業計画

内容

ガイダンス、授業計画説明、確認

修士論文研究計画報告、討議、指導

関連論文要約報告、討議

研究計画進捗確認、指導

成績評価方法・基準

発表、報告内容、修士論文

教科書・教材・参考文献　等

適宜指示する。

質問への対応(オフィスアワー等)

オフィスアワーを毎週水曜日３限に設けるが、これに捉われることなく、自ら問題意識を持ち、随時研究室訪問等により、
積極的に質問して研究を深めていくことを歓迎する。

授業概要

本演習では、各自学生が修士論文研究テーマに関する文献を自ら調査、報告発表する。修士論文の進捗状況について報
告するとともに、各研究テーマについて議論を深める。これらの活動を通じて、修士論文を作成、完成させる。

授業目標（到達目標）

本演習では、manufacturing全般のトピックを中心に研究を進め、これらのテーマに関する修士論文を作成、完成させる。

授業方法

研究テーマの選定、研究の進捗状況などについて、順次、報告発表し、議論の機会を設けるとともに、論文執筆の指導を
行う。

２０１７年度　経営学研究科（経営学専攻）　博士前期（修士）課程シラバス

科目名(副題)

論文指導演習Ⅳ
2年次秋学期
（4セメスター）

2 浅井紀子


	48-01-修-論文指導演習Ⅰ-浅井【完成】
	論文指導演習Ⅰ

	48-02-修-論文指導演習Ⅱ-浅井【完成】
	論文指導演習Ⅱ

	48-03-修-論文指導演習Ⅲ-浅井【完成】
	論文指導演習Ⅲ

	48-04-修-論文指導演習Ⅳ-浅井【完成】
	論文指導演習Ⅳ


