
（ 表 紙 ）

入試種別
Admission Category

志 望
Preference

入学時期
Application Period

一 般 入 試
General

社会人入試
Returning Student

第１志望
1st Choice

第２志望
2nd Choice

第 1 期
1st Application

第 2 期
2nd Application

第 3 期
3rd Application

※該当する入試種別・志望・入学時期欄に○を付すこと。

Please circle your choice in each of the above columns.

2017 年度 早稲田大学大学院経済学研究科修士課程入学試験
2017 Waseda University Graduate School of Economics, Master's Program Application

研 究 計 画 書 Research Plan

受験番号
Application Number

氏名
Name

志望コース・研究領域

Course・Research Area

※ 志望コース Course

志望研究領域 Research Area

以下の 6 項目すべてについて、それぞれ番号を入れて研究計画を作成してください。

（字数は 2,000 字程度、最大でも 4,000 字にしてください。）
Please answer all 6 of the following questions as part of your research plan. Be sure to indicate the number of the question
you are answering.

１）本研究科入学後、研究したい研究テーマ What will be the theme of your research in this program?

２）研究テーマ選択理由 Why have you chosen this theme?

３）研究テーマについてこれまで学んだこと
Regarding this theme, what have you studied or researched up to this point?

４）今後の研究計画（研究テーマについて、どのような方法を用いて、どこまで解明しようと考え

ているのか）
What is your plan for conducting your research? (What method will you use to research your theme? To what
degree or level of understanding do you hope to conduct your research?)

５）卒業後の希望進路 What do you hope to do after completing this program?

６）参考文献 References

（注）Note
１．第 1 志望と第 2 志望で研究計画の内容が同じ場合、研究計画書表紙の「第 1 志望」「第 2 志望」両方にマルをつけて下

さい。

第 1志望と第 2志望で研究計画が異なる場合、第 1志望用と別に、第 2志望用の研究計画書も提出して下さい。
If your research plan for the first choice is the same as the one for your second choice, please circle both "1st choice" and "2nd

choice" at the top of the research plan cover.
If your research plan for the first choice is different from that for your second choice, please submit a separate research plan for
each.

２．※の箇所には何も記入しないでください。Please do not write in areas marked with this symbol"※".



受験番号
Application Number

※

※印の欄は記入しないでください。

Do not write in the sections marked by a "※"

研 究 計 画 書 Research Plan


