
1．修士論文ガイダンス *1

(*1) 日本語で実施します。

２．「修士論文提出予定届」の提出 *2

(*2) 「『修士論文提出予定届』の提出について」を参照してください。

３．「修士論文提出予定届」提出者の発表

４．修士論文の提出期間

５．修士論文口頭試問

以下期間より、本研究科事務所にて日時を指定（変更不可）。

(*3) ・日曜日は除く

・時間割は1月上旬に本研究科HP等で発表。

・特別の理由がない限り、指定された日時に口頭試問を受けなかった者は不合格とします。

6．修士論文合格者発表

修士論文提出スケジュール

2020年3月修士課程修了希望者は、修士論文（リサーチペーパーを含む）提出までの日程は下記のとおり

となります。締切日等を守らなかった場合は、修士論文の提出が認められませんので、ご注意ください。

対象者 会場

修士2年生以上 12:15 - 13:00 3号館301教室

日時

2019年11月7日 (木)

提出先

17:00 厳守 MyWaseda申請フォーム

締切

2019年11月13日 (水)

掲載先

10:00（予定） 経済学研究科HP等

日時

2019年11月22日 (金)

提出先

2019年11月22日 (金) ～ 2020年1月8日 (水) 17:00 厳守 Course N@vi

日時

掲載先

10:00（予定） 経済学研究科HP等

日時

2020年3月2日 (月)

2020年1月23日 (木) ～ 2020年1月27日 (月)

対象期間 *3



(*1)

・

・ 修士論文題目に副題を設けることが出来ます。なお、副題は論文提出時点まで、追加（変更）が認められます。

・ 博士後期課程入学試験の出願希望者は、志望する指導教員（主指導1名・副指導2名）を記入してください。

(*2)

・ 剽窃に関する定義を充分に確認の上、署名・捺印のうえ提出してください。

2020年3月修士課程修了希望者は、下記の２点を期日までにご提出ください。また、別紙「修士論文の提出

スケジュール」を参照して、修士論文提出までのスケジュールを確認してください。

本提出予定届で修士論文題目、言語および修士論文の種類（学術論文型・リサーチペーパー型・サーヴェイ型

論文）を提出します。提出後は、原則として変更することができません。

「修士論文提出予定届」の提出について

提出先

(1) MyWaseda申請フォーム

(2) 本研究科事務所
2019年11月13日 (水) 17:00 厳守

(1) 修士論文提出予定届 *1

(2) 誓約書 *2

提出物 提出期日



経済学研究科 修士課程 
在学生（2年生以上）各位

下記のとおり、修士論文に関するガイダンスを行います *1。
特に2020年3月修了予定者は必ず出席してください。
(*1) 日本語で実施します。

以上

大学院経済学研究科

修士論文作成ガイダンスの開催について

2019年11月7日 (木) 12:15 - 13:00

備考 昼食持込み可

日時

会場

持参する物

3号館301教室

経済学研究科要項



1. 修士論文提出について
修士論文は、Course N@vi上にPDFファイルで提出してください。

下記の期日に間に合うよう、余裕をもって提出準備を行ってください。

(*1)

【注意】

・いかなる理由があっても、期日後の修士論文の提出は認めません。

２. 修士論文口頭試問について
以下期間より、本研究科事務所にて日時を指定（変更不可）。

(*2) ・日曜日は除く

・時間割は1月上旬に本研究科HP等で発表。

・特別の理由がない限り、指定された日時に口頭試問を受けなかった者は不合格とします。

経済学研究科　修士論文提出要領

修士論文のPDFファイルを、Course N@viに登録されている科目「Master Thesis B/修士論文B」の「Master

Thesis/修士論文」へ1部アップロードしてください（詳細は「３．修士論文について」を参照）。

・修士論文の題目を「修士論文提出予定届」から変更した場合は、必ず「修士論文題目変更届」を事務所に提

出してください。

提出先 *1

2020年1月8日 (水) 17:00 厳守

Course N@vi登録科目

「Master Thesis B/修士論文

B」

提出物 提出期日

修士論文

（PDF）

2020年1月23日 (木) ～ 2020年1月27日 (月)

対象期間 *2



3. 修士論文について
(1) 作成方法

(*3) 以下の所定書式（本研究科HP）をご使用ください。

https://www.waseda.jp/fpse/gse/assets/uploads/2019/09/Title_Page_J.docx

https://www.waseda.jp/fpse/gse/assets/uploads/2019/09/Title_Page_E.docx

(ii) 作成した修士論文のPDFファイルは、以下のファイル名にしてください。

■ファイル名：学籍番号_ローマ字氏名.pdf

＜例＞

(2) 提出方法

【注意】

・提出画面のタイトル欄には、修士論文題目を入力してください。

・締切時間を過ぎるとアップロードできなくなりますので、締切直前は避け、早めの提出を心掛けてください。

(i) 下記①～④の順でWord等により修士論文を作成後、PDF形式に変換し、1つのPDFファイルを作成してく

ださい。

(i) 「修士論文提出予定届」提出者には、Course N@viに「Master Thesis B/修士論文B」が科目登録

されています。

【日本語版】

【英語版】

(ii) 科目登録一覧から「Master Thesis B/修士論文」を選択し、修士論文提出用フォルダ「Master

Thesis/修士論文」に、先の3.(1)で作成したPDFファイルをアップロードしてください。

・提出画面のタイトル欄には、修士論文題目を入力してください（アップロードを行うと確認画面が表示されます

ので、必ずクリックして提出日時を確認してください。クリックしないと一時保存となりアップロードされません）。

① 表紙 *3 

 

論文題目 

学籍番号 

氏名 

②概要 ③目次 ④本文 

リサーチペーパー型 3218A301_WasedaTaro_EAP.pdf

サーヴェイ論文型 3218A301_WasedaTaro_SVY.pdf

3218A301_WasedaTaro.pdf学術論文型

https://www.waseda.jp/fpse/gse/assets/uploads/2019/09/Title_Page_J.docx
https://www.waseda.jp/fpse/gse/assets/uploads/2019/09/Title_Page_E.docx


(３) その他

☆論文タイトルにサブタイトルを使用する際の留意事項

４. 正誤表の提出について

(*４)

正誤表は以下のファイル名にしてください。

■ファイル名：学籍番号_ローマ字氏名_correction.pdf

（例）3218A301_WasedaTaro_correction.pdf

・修了者の修士論文は、PDFファイルを研究科で保管します。（正誤表を含む）

・論文題目は「修士論文提出予定届」提出時に記入した題目から、一字一句変更できません。

万が一変更したい場合には、必ず「修士論文題目変更届」を経済学研究科事務所へ提出してください。「修士論

文題目変更届」に指導教員のサイン・印をもらい、修士論文を提出するまでに提出してください。

ただし、サブタイトルについては変更が可能ですので、サブタイトルのみを変更する場合には、「修士論文題目変更

届」を提出する必要はありません。

＜日本語の場合＞

主題の後に全角のダッシュ（―）を2つ並べて、続けて副題を記載してください。

例）大学における教育――早稲田大学を例に

＜英語の場合＞

主題の後に半角コロン（:）をつけ、半角スペースを空けて記載してください

例）Education System Provided by a College: Focusing on Waseda

修士論文口頭試問で指摘され、修士論文に修正点が生じた場合でも、一度提出した修士論文を変更するこ

とは、一切認められません。修正の指示を受けた場合は、正誤表を提出することで対応してください。

※この期間に提出できるのは正誤表のみとなります。修正した修士論文などのPDFファイルは提出できません。

正誤表以外のものを提出した場合、修士学位の授与決定を取消すことがあります。

正誤表のPDFファイルを、Course N@viに登録されている科目「Master Thesis B/修士論文B」の「Errata/正

誤表」へ1部アップロードしてください。

提出先 *４

2020年1月28日 (火) ～ 2020年1月29日 (水) 17:00 厳守

Course N@vi登録科目

「Master Thesis B/修士論文

B」

提出期間



5. 修士論文審査後のスケジュールについて

(1) 修士論文合格者発表

(2) 修了者成績発表

(3) 修了者の修了証明書・成績証明書に関する注意点

2020年3月15日（日）から、証明書自動発行機で入手できます。 *6

ただし、学生証の返却後は、本研究科事務所に直接お申込みください。

(*6) 証明書発行料金

以上

早稲田大学大学院経済学研究科

(*5) 2019年度秋学期までの学費が納入済であることを確認してください。未納入の場合は「修了保留」扱いに

なり、納入まで学位記の授与もされません。

掲載先

10:00（予定） 経済学研究科HP等

日時

2020年3月2日 (月)

掲載先*5

10:00（予定）
MyWaseda

「成績照会」メニュー

日時

2020年3月2日 (月)

1通 200円

1通 300円

2020年3月31日まで

2020年4月1日以降



【結果通知】

2019年12月19日（木）までに確認結果をE-mailでお知らせします

以上

修士論文の事前確認について

修士論文の提出の前に、形式的な内容（論文の構成や引用方法など）の事前確認を実施いたします。希望

者は、下記期間に次の方法により論文を提出してください。なお、未完成の状態であっても結構です。

提出物 提出方法

2019年12月6日 (金) ～ 2019年12月13日 (金)
修士論文

（PDF）

Course N@viに「Master

Thesis(Precheck)B/修士論

文（事前確認）B」が登録され

ていますので、指示に従い修士

論文のファイル（Word または

PDF）をアップロードしてくださ

い。

提出期間


