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大学院情報生産システム研究科

協定校推薦入学試験（F コース）
F-course admission for

Graduate School of Information, Production and Systems, Waseda University

研 究 計 画 書 Research Plan
（事前マッチング用 For Pre-matching）

日本語または英語で記入してください。Fill out in Japanese or English.

氏名（漢字）Name in Chinese character

所属大学・学院
University, School

氏名（英字）Name in Alphabet
専攻
Major

学年(修士課程)
Grade of master course

E メール Email

※IPS 教員からメールすることがあります。

※IPS faculties might send you emails

指導教員氏名
Supervisor’s name

Office use only
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卒業論文及び現在の修士研究内容について、その背景、目的、方法、目標、新規性や有効性などを含んだ概要を

記入してください。卒業論文が課せられていない場合は、これまでの学習・研究実績について、関心を持った課

題、技術、プロジェクトなど具体的に記述してください。図表を用いても構いません。（本用紙枠内に収めるこ

と。別紙不可）。
Explain your bachelor’s thesis and master’s research including its background, aim, method, motivation, novelty and
availability, etc. If you have not been assigned a bachelor’s thesis, describe concretely either the studies or research which
you have done so far such as theme, technology and project, etc. Figures may be included. (Describe in this frame and do
not attach a separate sheet).

卒業論文テーマ
The topic of your bachelor’s thesis

修 士 研 究 名
The topic of your present
master’s research
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第１希望
First priority

希望指導教員
Desired supervisor

希望する研究テーマ
Your research topic at IPS

IPS で行う研究について、その背景、目的、目標、方法、新規性や有効性の概要を記載してください。また、現

在の研究との関連を含め記述してください。現在の研究と異なる研究分野を選択する場合はその理由を記述して

ください。図表を用いても構いません。（英語 500 語程度で、本用紙枠内に収めること。別紙不可）。
Describe the background, aim, goals, methods, novelty and effectiveness of your research at IPS including the relationship
with your current research. If you choose a different research area from your current research, describe the reason. Figures
may be included. (Describe within this frame, about 500 words in English, and do not attach a separate sheet.)
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第 2 希望
Second priority

希望指導教員
Desired supervisor

希望する研究テーマ
Your research topic at IPS

IPS で行う研究について、その背景、目的、目標、方法、新規性や有効性の概要を記載してください。また、現

在の研究との関連を含め記述してください。異なる研究分野を選択する場合はその理由を記述してください。図

表を用いても構いません。（英語 500 語程度で、本用紙枠内に収めること。別紙不可）。
Describe the background, aim, goals, methods, novelty and effectiveness of your research at IPS including the relationship
with your current research. If you choose a different research area from your current research, describe the reason. Figures
may be included. (Describe within this frame, about 500 words in English, and do not attach a separate sheet.)
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第 3 希望
Third priority

希望指導教員
Desired supervisor

希望する研究テーマ
Your research topic at IPS

IPS で行う研究について、その背景、目的、目標、方法、新規性や有効性の概要を記載してください。また、現

在の研究との関連を含め記述してください。異なる研究分野を選択する場合はその理由を記述してください。図

表を用いても構いません。（英語 500 語程度で、本用紙枠内に収めること。別紙不可）。
Describe the background, aim, goals, methods, novelty and effectiveness of your research at IPS including the relationship
with your current research. If you choose a different research area from your current research, describe the reason. Figures
may be included. (Describe within this frame, about 500 words in English, and do not attach a separate sheet.)


