８．研究指導･審査の流れ
１)研究指導･審査の流れ
年次

時期

事

項

対象

概

要

１年次

4月

研究指導開始

5月

研究計画書提出

1 年次

出願時の研究計画案を、指導教員のもとで、博士課程
において研究を進めるためのアクションプランとしての
レベルまで練り上げて提出。

論文構想発表会※

全年次
共通

指導教員の他、本研究科教員の出席のもとで開かれ
る。研究や論文執筆に関する進捗状況を報告し、幅広
く教員や他の院生からの評価や助言・指導を受けられ
る機会として用意されている。

2月

年次研究報告書提出

全年次
共 通

5月

博士論文執筆計画書提出

10 月
又は
11 月

10 月又
は 11 月

論文構想発表会※

2 年次
以 降
全年次
共通

２年次
11 月

博士論文【執筆資格審査】
《秋期》申請

申請者

研究や論文執筆の進捗について研究科に対して報
告。
調査･文献の収集など執筆予定論文の論拠となるデー
タ収集や先行研究の講読等の研究活動を踏まえた論
文計画書の進捗状況を提出し報告する。
(1 年次参照)
2 年次後期以降、要件を満たせば申請できます。以後
(3 年次以降)は、年度毎に 2 回(5 月・11 月)に申請を
受付けます。
【申請要件概略】 ※詳細は別途確認してください。
○博士課程第２学年以上に在学している。
○査読制度のある学術誌等に、１編以上の論文を公
表している。
【審査内容】
○博士論文執筆計画書審査

2月

年次研究報告書提出

全年次
共 通

(1 年次参照)

博士論文【執筆資格審査】
《春期》申請

申請者

(2 年次参照)

博士論文執筆計画書提出

2 年次
以 降

執筆資格審査に申請したものは提出を免除

5月

◆3 年次後期以降に、要件を満たせば申請できます。
以後(4 年次以降)は、年度毎に 2 回(4 月・9 月)に申請
を受付けます。

３年次

9月

博士学位授与【第１次審
査】《秋期》申請

申請者

論文構想発表会※

全年次
共通

10 月
又は
11 月

【申請要件概略】 ※詳細は別途確認してください。
○執筆資格審査に合格している。
○博士課程に３年以上在学（在学見込も含む）してい
る。
○査読制度のある学術誌等に、２編以上の論文を公
表している。但し、１編は執筆資格審査時の業績を
もってあてることができる。
【審査内容】
○論文審査
(1 年次参照)

年次

時期

事

項

対象

要

11 月

博士論文【執筆資格審査】
《秋期》申請

12 月

博士学位請求予定論文
【公開発表会】《秋期》

1月

【博士学位授与審査】
《秋期》申請

2月

年次研究報告書

4月

博士学位授与【第１次審
査】≪春期≫申請

申請者

(３年次≪秋期)≫参照)

5月

博士論文【執筆資格審査】
《春期》申請

申請者

(２年次≪秋期≫参照)

博士論文執筆計画書提出

2 年次
以降

執筆資格審査に申請したものは提出を免除

申請者
第１次審査
合格者

３
年
次

概

5月

４年目以降

6月

博士学位請求予定論文
【公開発表会】《春期》

7月

9月
10～
11 月

申請者

全年次共通

(２年次参照)
第 1 次審査《秋期》の合格者による発表と、質疑応答を
一般公開して実施する。（博士課程３専攻の合同開
催）
【申請要件概略】 ※詳細は別途確認してください。
○第１次審査に合格している。
○博士課程に３年以上在学（在学見込も含む）してい
る。
【審査内容】
○論文審査
○最終試験（口頭試問）等※口頭試問は申請者がキ
ャンパスへ出向く等の出頭ができない場合は、査読
のみの審査でも可とする。
(１年次参照)
※当該年度後期に学位授与申請した者は提出を免除
する。

第１次審査
合格者

(３年次≪秋期≫参照)

【博士学位授与審査】
《春期》申請

申請者

(３年次≪秋期≫参照)

博士学位授与【第１次審
査】
《秋期》

申請者

(３年次≪秋期≫参照)

論文構想発表会※

全年次共通

(１年次参照)

申請者

(２年次参照)

第１次審査
合格者

(３年次参照)

11 月

博士論文【執筆資格審査】
《秋期》申請

12 月

博士学位請求予定論文
【公開発表会】《秋期》

1月

【博士学位授与審査】
《秋期》申請

申請者

(３年次参照)

2月

年次研究報告書提出

全年次
共 通

(１年次参照)
※当該年度後期に学位授与申請した者は提出を免除
する。

※「論文構想発表会」での口頭発表は、本専攻では修了の要件とはしていないが、教育･指導の一環として実施するので、10月中
旬または11月のいずれか都合のよい日程を選んで、できるかぎり参加することを推奨する。

２)博士学位授与のプロセス
ＳＴＥＰ１

（２年次後期以降）

【博士学位請求論文執筆資格審査】
申請
春期※
秋期

合否通知

５月

７月

１１月

２月

※春期は３年次以上のみ申請可能です。

ＳＴＥＰ２

（３年次以降）

【第１次審査】
申請

合否通知

春期※

４月

６月

秋期

９月

１２月

※春期は４年次以上のみ申請可能です。

ＳＴＥＰ３

（３年次以降）

【博士学位授与審査】
申請

合否通知

春期※

７月

９月

秋期

１月

３月

※春期は４年次以上のみ申請可能です。

□申請資格：次の要件をすべて満たす者。
①博士課程の 2 年次以上に在学し、必要な研究指導を受けて
いること。
②論文執筆資格審査の申請までに、学位論文に関連した業績
（国内外のレフリー制を有する学術専門誌等に掲載され
た 1 編以上の論文。論文は、掲載予定のものを含む。）が
あること。
③申請について指導教員の承諾を得ていること。
□申請書類：
①論文執筆資格審査申請書
②論文執筆計画書
③申請資格要件②を満たす業績
④論文掲載予定証明書 ※該当者のみ
⑤研究業績一覧およびその概要
⑥その他研究科で必要と認めるもの
□申請資格：次の要件をすべて満たす者。
①論文執筆資格審査に合格していること。
②本研究科博士課程在籍者については、3 年次以上に在学し、
第 1 次審査申請日の属する学期末までの通算在学期間が 6
年以内であること。
本研究科博士課程を満期退学した者については、最初に博
士課程に入学した日から学位申請のために再入学した日の
属する学期末までの期間が 6 年以内(休学期間含まず)である
こと。
③第 1 次審査の申請までに、国内外のレフリー制を有する学
術専門誌等に掲載された２編以上の論文（掲載予定のもの
を含む）があること。ただし、この２編のうち 1 編は、論
文執筆資格審査の申請にあたって提出した学位論文に関
連した業績をもってあてることができるものとする。
④第 1 次審査の申請について指導教員の承諾を得ているこ
と。
□申請書類：
①第 1 次審査申請書
②学位請求予定論文
③学位請求予定論文要旨（和文・英文）
④申請資格要件③の業績
⑤論文掲載予定証明書 ※該当者のみ
⑥研究業績一覧およびその概要
⑦その他第 1 次審査の参考となる資料
□申請資格：次の要件をすべて満たす者。
①学位授与第 1 次審査に合格していること。
②本研究科博士課程在籍者については、3 年次以上に在学し、
博士学位授与申請日の属する学期末までの通算在学期間が
6 年以内であること。
本研究科博士課程を満期退学した者については、最初に博
士課程に入学した日から学位申請のために再入学した日の
属する学期末までの期間が 6 年以内(休学期間含まず)である
こと。
③学位申請について指導教員の承諾を得ていること。
□申請書類：
①博士学位授与審査申請書
②博士学位請求論文
③博士学位請求論文要旨（和文・英文）
④博士論文目録
⑤研究業績一覧およびその概要
⑥履歴書
⑦誓約書
⑧博士学位請求論文に関する論文の別刷またはコピー

９．研究および学位請求論文執筆の進め方
1 年次
＜研究計画案の練り直し＞

【入学時～1 年次 5 月】

入学時から 1 年次 5 月までの間に指導教員のもとで出願時の研究計画案を、博士課程において研
究を進めるためのアクションプランとしてのレベルまで練り上げのための指導を行います。練り
上げに際しては、以下の諸点を踏まえながら指導が行われます。
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)

目的・課題・対象と方法が具体的かつ整合的に述べられているか。
研究テーマに社会的意義はあるか。
課題が先行研究に照らして相対化されているか。
仮説には理論的な妥当性があるか。
対象とする地域や事例が方法的に正しく選び取られているか。
課題に対する分析方法が論理的に妥当であるか。

＜研究計画書の提出＞
指導教員のもとで練り上げられた研究計画書を提出してください。研究進捗及び指導状況の確認
を行います。

＜調査･文献の収集と博士論文執筆計画書の作成＞

【1 年次 6 月～】

1 年次 6 月から 2 年次 11 月までの間に、研究計画書を踏まえ、調査･文献の収集など執筆予定論
文の論拠となるデータ収集や先行研究の講読に取り組みます。
この間の研究活動の成果と論文構想を、2 年次 5 月提出に向けて、博士論文執筆計画書に取りまと
める必要があります。

＜論文構想発表会＞

【主要日程参照】

希望者を対象に、研究や論文執筆に関する進捗状況を報告し、幅広く教員や他の院生からの評価
や助言・指導を受けられる場として、論文構想発表会を設定しています。この発表会への参加は
修了の要件ではありませんが、教育・指導として行うものですので、できるだけ参加ください。

＜研究年次報告書＞
博士課程の学生は、毎年度末に、研究と論文執筆の進捗について研究科委員会に報告する必要があ
ります。これは、研究科委員会が、指導教員からの報告とともに院生からの報告を通し、組織的に、
各院生の研究と論文執筆の進捗や指導状況、学位授与申請の見通し等について把握・確認し、適切
な指導へのフィードバックを行うための基礎材料のひとつとなるものです。

2 年次
＜博士論文執筆計画書の提出＞
研究計画書に基づき取り組んだ研究成果を踏まえながら、以下の内容で構成される博士論文執筆
計画書の作成を行い、提出してください。
(１) 論文タイトル
(２) 目的、研究枠組み、方法、研究結果の概要、結論の見通し
(３) 目次構成 ※「目次構成」は、少なくとも章・節レベルまで記し、各節の概要を 5～
6 行で説明すること。
(４) 主要な文献・仕様

＜博士論文執筆資格審査＞
１)申請資格要件
次の条件をすべて満たしている者。
(１) 研究科博士課程の第 2 学年以上に在学し、必要な研究指導を受けていること。
(２) 本研究科への入学後論文執筆資格審査の申請までの間に、所属専攻でおこなう研究に
関連した業績が 1 点以上あること。
なおここでいう業績とは、国内外のレフリー制を有する学術専門誌またはそれに準ず
る学術誌に投稿し掲載された論文（掲載予定を含む。但し、学術専門誌等の出版者・
編集者が発行する掲載予定証明書の提出が必要）とする。
(３) 申請について指導教員の承諾を得ていること。

２)提出書類（申請に関しては、メール・ホームページ上で公示を行います）
論文執筆計画審査を申請するための提出書類は次の通りです。
(１)
(２)
(３)
(４)

論文執筆資格審査申請書【所定様式】
論文執筆計画書【所定様式】
申請資格要件(２)の業績
論文掲載予定証明書

１部
４部(正本１部･副本３部)
４部(正本１部･副本３部)
１部

※該当者のみ

(５) 研究業績一覧およびその概要【所定様式】
(６) その他専攻が必要と認めるもの

４部(正本１部･副本３部)
４部(正本１部･副本３部)

３)審査の方法
国際社会開発専攻構成員の中から指導教員を含む３名を選出し、論文執筆資格審査委員会を
設置する。審査委員会は「論文執筆計画書」を中心に主として以下の観点から審査を行う。
(１) 研究計画と調査内容・分析結果とに整合性があるか。
(２) 論述の根拠となりうる調査内容があるか。分析結果に信憑性・証明力があるか。
(３) 論述の論拠となりうる先行研究の体系化、あるいは研究対象の構造的理解がみられる
か。
(４) 調査・研究の対象、方法、またはモデル等の面で独創性がみられるか。
(５) 学界に新たな知見を提起する可能性があるか。

＜論文構想発表会＞

【主要日程参照】

1 年次に同じ。

＜研究年次報告書＞
1 年次に同じ。

3 年次
＜博士学位授与第 1 次審査＞
１)申請資格要件
次の条件をすべて満たしている者。
(１) 論文執筆資格審査に合格していること。
(２) 本研究科博士課程在籍者については、３年次以上に在学し、第 1 次審査申請日の属す
る学期末までの通算在学期間が６年以内であること。
本研究科博士課程を満期退学した者については、最初に博士課程に入学した日から学
位申請のために再入学した日の属する学期末までの期間が６年以内(休学期間を含ま
ず)であること。
(３) 第 1 次審査の申請について指導教員の承諾を得ていること。
(４) 本研究科への入学時から第 1 次審査の申請までの間に、所属専攻で行う研究に関連
した研究業績が２点以上あること。但し、うち１点は、本内規第４条第３号に規定す
る論文執筆資格審査の資格要件として挙げた研究業績をもってあてることができるも
のとする。研究業績とは、国内外のレフリー制を有する学術専門誌またはそれに準ず
る学術誌に投稿し掲載された論文（掲載予定を含む。但し、学術専門誌等の出版者・
編集者が発行する掲載予定証明書の提出が必要）をいう。

２)提出書類（申請に関しては、メール・ホームページ上で公示を行います）
博士学位授与第 1 次審査を申請するための提出書類は次の通りです。
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)

第１次審査申請書【所定様式】
学位請求予定論文
学位請求予定論文要旨(和文・英文)【所定様式】
論文目録
申請要件(４)の業績
論文掲載予定証明書

１部
４部(正本１部･副本３部)
４部(正本１部･副本３部)
４部(正本１部･副本３部)
４部(正本１部･副本３部)
１部

※該当者のみ

(７) 研究業績一覧およびその概要【所定様式】
(８) その他第 1 次審査の参考となる資料

４部(正本１部･副本３部)
４部(正本１部･副本３部)

３)審査の方法
国際社会開発専攻構成員から指導教員を含む３名を選出し、審査委員会を設置し審査する。
申請者の提出書類に基づき審査を行う。

＜博士学位論文【公開発表会】＞
１）公開発表会の目的・位置づけ
本学では、課程博士の内規により、第１次審査の合格者は、原則として、本審査前に学位

請求予定論文の発表を行わなければなりません（公開発表会は博士課程の３専攻の合同で
行う予定ですが、国際社会開発専攻については、海外在住者もいることから、出席できな
い事情のある場合、実施日について個別に相談を行います）。
この発表会の趣旨は、第１次審査合格者が、学位請求予定論文の要旨を発表し、参加者（本学教
職員・院生・研究生等）から出された質問・疑問・批判・助言等を受け、的確かつ誠実に答え、
また、それらを踏まえて論文を改善し、本審査に提出する学位請求論文の完成度を高めることに
あります。

２）公開発表会のガイドライン
公開発表に当たっては、下記に示す研究科で定めるガイドラインを確認の上、予め指導教員とよく
相談して、ガイドラインに沿って十分に準備を行った上で臨むようにしてください。

課程博士学位請求予定論文 公開発表会のガイドライン
（改訂版）
2009 年 4 月 福祉社会開発研究科

１．公開発表会の目的と時間配分
○公開発表会の目的は、学位請求論文の第一次審査合格者が、第一次審査に合格した学位請求予
定論文の要旨を発表し、参加者（本学教職員・院生・研究生等）から出される質問・疑問・批判・助言
等に的確かつ誠実に答えるとともに、それらを踏まえて論文を改善し、最終審査に臨むことです。
○各報告者の論文要旨の発表時間は最低限 30 分、討論時間は最低限 30 分とします。
２．司会の役割
○各報告の司会は、発表者の指導教員が務めます。
○司会の最大の任務は、上記１の目的が円滑に達成されるよう議論を運営することであり、そのために
公平・厳格な時間管理が求められます。前もって指定された時間通りに発表と討論が行われるように
します。発表当日に発表時間を変更してはなりません。
○司会は発言を必要最小限にとどめます。特に、参加者からの質問や疑問等に発表者が的確に答えら
れない場合に、発表者に代わって答えることは控えるべきです。
○参加者の発言が、論文の趣旨に対して不適切であったり、中傷にあたると考えられたりする場合は、司
会はその発言を中止させたり、場合によっては退場を命ずることができます。
３．報告者の心得
○発表者は、論文の要旨・ポイントを分かりやすく説明するとともに、質疑応答で的確に答えられるよう、
事前に充分に準備する必要があります。
○報告はプレゼンテーションソフト（パワーポイント等）、または配布文書を用いて発表します。プレゼンテ
ーションソフトを用いる場合には、１つ１つのスライド原稿の字数が過剰にならないよう注意すると共に、
それのすべてのハードコピーを参加者に配布します。文書を配布して報告する場合、見出しを具体的
に書き、それを見ただけで内容がイメージできるようにします。図表は本文の該当個所に埋込みます。
○いずれの場合にも、まず研究の動機・目的、研究全体の枠組み・章立てを分かりやすく示した上で、各
章の概要・ポイントを順に説明します。最後に、第一次審査で指摘された研究の弱点等について説明
し、最終報告に向けた改善予定を述べます。 各章の概要・ポイントを説明する際は、主な先行
研究のレビュー、研究方法と研究対象、仮説やモデル、主な結果・データ、考察（仮説の検証を含
む）、結論、その研究の当該学問分野への寄与（新しく何を明らかにしたのか）、主な引用論文を、口
頭と文書の両方で、分かりやすく示す必要があります。パワーポイント等を用いて発表する場合も含め
て、配付資料の最後に、論文の詳細目次を添付します。
○質疑応答に備えて、「想定問答集（Ｑ＆Ａ）」を準備することが望ましいでしょう。具体的には、自己の
研究の長所と弱点、大事ではあるが発表時間の制約のために省略したこと等を、最低限 20 個準備す
ることを推奨します。
○質疑応答では、妥当だと思った批判・意見は率直に認め、謝意を示すよう心がけてください。
誤解に基づく批判・意見に対して自己の主張を擁護するのは当然ですが、どんな批判・意見にも機械
的に反論するのは、参加者の「心証」悪くするだけなので謹んで下さい。
以上

