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9月9日

（木）

9月10日

（金）

9月11日

（土）

9月13日
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9月14日
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9月15日
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9月16日
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9月17日

（金）

9月18日

（土）

9月20日

（月）

9月21日

（火）

オリエンテーション説明資料を掲示（大学Web「学部事務室からのお知らせ」）

履修登録申請期間

（祝日）

授業開始

新入生オリエンテーション詳細日程

ビジネスデザイン研究科（2021年度9月新入生）

履修申請期間（9月14日～9月18日の間、JIU portalで履修登録）

※履修申請期間中ではありますが、履修登録はオリエンテーション終了後に行ってください。

新入生オリエンテーション（Webexにてオンライン同時双方向型で実施）

下記URLより参加してください。

https://jiu.webex.com/jiu/j.php?MTID=mfcceffb6a43bcfe0cd252eb269c15953

履修登録申請期間

履修登録申請期間

13：30～14：30　キャリア形成・就職センター説明（Ｗｅｂｅｘで実施）

「キャリア形成・就職センターの利用と日本国内で就職するための準備について」

09:00～17:00　 連絡体制の確立

※JIUメールに連絡が届きますので、必ず確認してください。



 

 

 

 

2021 年 9 月 

 

新入生各位 

 

ビジネスデザイン研究科 オリエンテーションに関するご案内 

 

 

今年度は新型肺炎による社会情勢を鑑み、オリエンテーションをメールおよびオンラインシステ

ムを活用して実施します。質問事項がある場合、メールにて問い合わせを受け付けます。JIU メー

ルに送付された資料を個々に確認し、秋学期の授業開始に向けて準備をしてください。 

 

 なお、Cisco Webex Meetings（無料版）を用いてオンラインオリエンテーションを 9 月 15 日(水)の

10 時より実施いたします。おってメールでご案内しますので、Webex をパソコン等にインストールす

るようお願いします。秋学期の授業も Webex を活用したオンライン形式で実施する科目が多くあり

ます。学生みなさんの安全確保を最優先し、授業を開講いたします。オンライン授業へのご理解と

ご協力をお願いいたします。 

 

問い合わせ先：ho-ri@jiu.ac.jp （事務局担当：堀 道代） 

 

＜共通事項＞ 

履修申請：9 月 14 日(火)から 9 月 18 日(土)  ※JIU ポータルでの Web 履修申請 

授業開始：9 月 21 日(火)より開始 

修了要件：本資料 3 ページ目を確認 

 

＜送付資料＞ 

⑴ 連絡先の個人登録について 

⑵ 修了要件について 

⑶ カリキュラム一覧表／開講科目時間割表／履修モデル 

 

＜補足案内＞ 

みなさんの修了要件の中で、「修士論文の審査に合格」という項目が定められています。 

論文演習Ⅰおよび論文演習Ⅱが修士論文指導の講義となりますので、 

2 年次に進級した 2022 年 9 月より受講する形となります。 

 

以 上 

ビジネスデザイン研究科事務局 

 

 

mailto:ho-ri@jiu.ac.jp　（事務局担当：堀


2021 年 9 月 

新入生 各位 

 

ビジネスデザイン研究科 

 

個人登録用紙 

 

 ビジネスデザイン研究科では、指導教員および事務局からの連絡を速やかに学生のみなさんに

伝えるため、連絡先の個人登録を行っています。下表に記入の上、提出してください。 

なお、この情報は本学から学生への連絡以外には使用しません。 

 

学籍番号  

氏  名  

所在地（日本 or 母国）  

携帯番号  

郵便番号  

住所  

メールアドレス  

補足（外国籍の方） 日本語能力検定______級合格  取得年月日     年______月 

 

修了予定期間 

※○で囲むこと 

２年間       １.５年間        

（2023 年 8 月）    （2023 年 3 月）    

 

※原則、修業年限は２年とし、論文演習における指導は２年次からとする。 

出願時に申し出た者、かつ１.５年間で修士課程を修了できると見込まれ、在学中に特

に優れた業績をあげた者については、１.５年での在籍で修了を認める場合がある。 

 

 

※以下の送付先に送付してください。 

 

送 付 先：ho-ri@jiu.ac.jp 

記載事項：学籍番号、氏名 

  

履修申請など手続きに関する事、研究計画発表会に関する事、指導教員の決定に関する事など、

みなさんの大学院生活全般をサポートします。必ずメールアドレスを登録してください。 



 

 

 

必修 選択

ビジネスデザイン基礎論

ビジネスデザイン基礎論a　（研究調査法） 2

ビジネスデザイン基礎論b　（ロジカルライティング） 2

ビジネスデザイン基礎論c　（組織論） 2

ビジネスデザイン基礎論d　（マネジメント原理） 2

ビジネスデザイン基礎論e　（マーケティングマネジメント） 2

マネジメントサイエンス

国際経営管理論 2

人材戦略論 2

管理会計論 2

コーポレートファイナンス 2

グローバルマーケティング 2

デジタルマーケティング 2

ソーシャルテクノロジー 2

ビジネスセミナーa 2

ビジネスセミナーb 2

ビジネスコミュニケーションデザイン

ビジュアルコミュニケーション 2

コーポレートコミュニケーション 2

デザインマネジメント 2

広報広告戦略 2

ビジネスモデルデザイン

ビジネスモデルデザイン 2

コミュニティデザイン 2

ブランドマネジメント 2

ＩＴ戦略マネジメント 2

事例研究・表象文化

事例研究a　（グローバル経営） 2

事例研究b　（日本企業） 2

事例研究c　（多国籍企業） 2

事例研究d　（経済） 2

事例研究e　（企業マネジメント） 2

事例研究f　（新規事業開発） 2

プロジェクト研究a 2

プロジェクト研究b 2

表象文化研究a 2

表象文化研究b 2

視覚文化論a 2

視覚文化論b 2

映像文化論a 2

映像文化論b 2

修士論文・演習

論文演習Ⅰ 2

論文演習Ⅱ 2

分野共通科目

日本語プレゼンテーション技法 2

日本語ライティング技法 2

計 4 76

授     業     科     目
単   位   数

備    考

(1)｢ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎論｣科目群より、
　　4科目8単位以上選択必修。

(2)｢ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｴﾝｽ｣科目群より、
　　4科目8単位以上選択必修。

(3)｢ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ｣科目群より、
　　2科目4単位以上選択必修。

(4)｢ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ｣科目群より、
　　2科目4単位以上選択必修。

(5)｢事例研究・表象文化｣科目群より、
　　2科目4単位以上選択必修。

(6)「修士論文・演習」科目群より、
　　2科目4単位必修。

(7)38単位以上を修得し、かつ
　　「修士論文｣を提出し、審査に
　　合格すること。
　　ただし、他の研究科の講義科
　　目は4単位まで修了単位に含
　　めることができる。



オリエンテーション資料

科目コード 履修科目名称 担当教員 期間 曜日時限 教室

13384291 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎論a（研究調査法） 袁　福之 秋学期 月曜６限 3202

13384491 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎論c（組織論） 　田中　章雅 秋学期 土曜３限４限　（隔週開講：掲示を確認） 5201

13384691 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎論e（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 袁　福之 秋学期 水曜６限７限　（隔週開講：掲示を確認） 3202

13050091 管理会計論 大原　多鶴 秋学期 金曜３限 1402

13060091 コーポレートファイナンス 染谷　芳臣 秋学期 火曜５限 1403

13385191 ビジネスセミナーb 渡辺　一浩 秋学期 木曜６限７限　（隔週開講：掲示を確認） 1402

13190091 デザインマネジメント 瓦井　秀和 秋学期 火曜7限 3202

13200091 広報広告戦略 千野　毅彦 秋学期 火曜6限 未定

13260091 IT戦略マネジメント 袁　福之 秋学期 水曜5限 未定

13385491 事例研究ｃ（多国籍企業） 孫根　志華 秋学期 木曜5限 1502

13385691 事例研究e（企業ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 渡辺　一浩 秋学期 木曜６限７限　（隔週開講：掲示を確認） 1402

13385791 事例研究f（新規事業開発） 清野　由美 秋学期 土曜３限４限５限　（変則開講：掲示を確認） 3302

13385991 プロジェクト研究b（まち環境ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸⅡ） 村松　伸 秋学期 水曜６限７限　（変則開講：掲示を確認） 1402

13386391 視覚文化論b 北野　圭介 秋学期 月曜３限４限５限 （変則開講：掲示を確認） 5301

13386691 論文演習Ⅰ　　　　　　　　【2022年8月修了予定】 袁 福之 秋学期 金曜５限６限 1401

13386693 論文演習Ⅰ　　　　　　　　【2022年8月修了予定】 瓦井　秀和 秋学期 金曜５限６限 3207

13386697 論文演習Ⅰ　　　　　　　　【2022年8月修了予定】 村松　伸 秋学期 金曜５限６限 1405

13386791 論文演習Ⅱ　　　　　　　　【2022年3月修了予定】 袁　福之 秋学期 金曜５限６限 1401

13386793 論文演習Ⅱ　　　　　　　　【2022年3月修了予定】 瓦井　秀和 秋学期 金曜５限６限 3207

13386797 論文演習Ⅱ　　　　　　　　【2022年3月修了予定】 村松　伸 秋学期 金曜５限６限 1405

2021年度　ビジネスデザイン研究科　秋学期開講科目時間割表　　　

ビジネスデザイン基礎論科目群（4科目8単位以上選択必修）

マネジメントサイエンス科目群（4科目8単位以上選択必修）

ビジネスコミュニケーションデザイン科目群（2科目4単位以上選択必修）

　2021年度　履修モデル（秋学期）

ビジネスモデルデザイン科目群（2科目4単位以上選択必修）

事例研究・表象文化科目群（2科目4単位以上選択必修）

修士論文・演習科目群（2科目4単位必修）

38単位以上を修得し、かつ「修士論文」を提出し、審査に合格すること。
ただし、他研究科の講義科目は4単位まで修了単位に含めることができる。

月 火 水 木 金 土

視覚文化論b 管理会計論
事例研究f（新規企業開発）

BD基礎論c（組織論）

北野先生 大原先生
清野先生
田中先生

視覚文化論b
事例研究f（新規企業開発）

BD基礎論c（組織論）

北野先生
清野先生
田中先生

視覚文化論b コー ポレー トファイナンス IT戦略マネジメント 事例研究ｃ（多国籍企業） 修士論文指導

北野先生 染谷　芳臣 袁先生 孫根先生 指導教員

BD基礎論a（研究調査法） 広報広告戦略
BD基礎論e（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究b
ビジネスセミナー b

事例研究e（企業マネジメント）
修士論文指導

袁先生 千野先生
袁先生

村松先生
渡辺先生 指導教員

デ ザインマネジメント
BD基礎論e（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究b
ビジネスセミナー b

事例研究e（企業マネジメント）

瓦井先生
袁先生

村松先生
渡辺先生

Ⅵ

Ⅶ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ



ビジネスデザイン研究科 

秋学期集中開講：視覚文化論 b 

開講スケジュール 

 

1.担当教員：北野圭介 先生 

2.講義教室：５号棟５３０１教室 

3.講義日程：下記の開講日程表を確認 

 

開講月日（曜日） 時限 備考 

10月 4日 （月） 3限 4限 5限  

10月 18日 （月） 3限 4限 5限  

11月１日 （月） 3限 4限 5限  

11月 15日 （月） 3限 4限 5限  

11月 29日 （月） 3限 4限 5限  

【履修上の注意】 

指定日開講のため、日程表を確認のうえで受講してください。 

シラバスを確認のうえ、履修申請を行ってください。 

 

 

 

以 上 

ビジネスデザイン研究科事務局 
 
 
 
 

 



ビジネスデザイン研究科 

『ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 b』および『ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎論 e』 

開講スケジュール 

 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 b 

（まち環境ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸⅡ） 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎論 e 

(ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) 

担当教員：村松伸先生 担当教員：袁福之先生 

講義教室：1 号棟 1402 教室 講義教室：1 号棟 1402 教室 

開講月日(曜日) 時限 開講月日(曜日) 時限 

9 月 22 日 （水） 6 限 9 月 22 日 （水） 7 限 

9 月 29日 （水） 6 限 7 限 10 月 6 日 （水） 6 限 7 限 

10 月 13日 （水） 6 限 7 限 10 月 20 日 （水） 6 限 7 限 

10 月 27日 （水） 6 限 7 限 11 月 10 日 （水） 6 限 7 限 

11 月 17日 （水） 6 限 7 限 11 月 24 日 （水） 6 限 7 限 

12 月 1 日 （水） 6 限 7 限 12 月 8 日 （水） 6 限 7 限 

12 月 15日 （水） 6 限 7 限 12 月 22 日 （水） 6 限 7 限 

1 月 12日 （水） 6 限 7 限 1 月 19 日 （水） 6 限 7 限 

【履修上の注意】 

隔週開講のため、日程表を確認のうえで受講してください。 

シラバスを確認のうえ、履修申請を行ってください。 

 

 

以 上 

ビジネスデザイン研究科 
 



ビジネスデザイン研究科 

『ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰ b』および『事例研究 e(企業ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)』 

開講スケジュール 

 

ビジネスセミナーb 事例研究 e(企業ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) 

担当教員：渡辺一浩先生 担当教員：渡辺一浩先生 

開講教室：１号棟 1402教室 開講教室：１号棟 1402教室 

開講月日(曜日) 時限 開講月日(曜日) 時限 

9月 30日 （木） 6限 9月 30日 （木） 7限 

10月 7日 （木） 6限 7限 10月 14日 （木） 6限 7限 

10 月 21日 （木） 6限 7限 10月 28日 （木） 6限 7限 

11月 4日 （木） 6限 7限 11月 11日 （木） 6限 7限 

11 月 18日 （木） 6限 7限 11月 25日 （木） 6限 7限 

12月 2日 （木） 6限 7限 12月 9日 （木） 6限 7限 

12 月 16日 (木) 6限 7限 12月 23日 (木) 6限 7限 

1月 13日 （木） 6限 7限 1月 20日 （木） 6限 7限 

【履修上の注意】 

隔週開講のため、日程表を確認のうえで受講してください。 

シラバスを確認のうえ、履修申請を行ってください。 

 

以 上 

ビジネスデザイン研究科 



ビジネスデザイン研究科 

ビジネスデザイン基礎論 c（組織論） 

開講スケジュール 

 

1.担当教員：田中 章雅 先生 

2.講義教室：５号棟５２０１教室 

3.開講日程：下記日程表を確認 

 

開講月日（曜日） 時限 備考 

9月 25日 （土） 3限  

10月 2日 （土） 3限 4限  

10月 9日 （土） 3限 4限  

10月 16日 （土） 3限 4限  

10月 23日 （土） 3限 4限  

10月 30日 （土） 3限 4限  

11月 6日 （土） 3限 4限  

11月 13日 （土） 3限 4限  

【履修上の注意】 

指定日開講のため、日程表を確認のうえで受講してください。 

シラバスを確認のうえ、履修申請を行ってください。 

 

 

以 上 

ビジネスデザイン研究科事務局 



ビジネスデザイン研究科 

秋学期集中開講：事例研究 f(新規事業開発) 

開講スケジュール 

 

1.担当教員：清野由美 先生 

2.開講形式：３号棟３３０２教室  

 

開講月日（曜日） 時限 備考 

11月 27日 （土） 3限 4限 
 

12月 4日 （土） 3限 4限 5限 
フィールドワーク 

（鎌倉） 

12月 11日 （土） 3限 4限 5限 
フィールドワーク 

（武蔵小杉） 

12月 18日 （土） 3限 4限 
 

1月 8日 （土） 3限 4限 5限 
フィールドワーク 

（渋谷） 

1月 22日 （土） 3限 4限 
 

【履修上の注意】 

指定日開講のため、日程表を確認のうえで受講してください。 

現地調査のためにフィールドワークを予定しています。 

シラバスを確認のうえ、履修申請を行ってください。 

 

（履修条件） 

① 原則として日本にいる学生、もしくは入国予定の学生 

② 履修人数は 10～15 名程度 

※履修希望者が多い場合は事前の課題提出で履修選抜を行います。 

 

 

以 上 

ビジネスデザイン研究科事務局 



ビジネスデザイン研究科 ビジネスデザイン専攻 

修士論文提出までの過程 

 

論文作成計画発表会

「研究目的、研究対象、問題意識を明確にし、先行研究をふまえて自身の研究課題について述べること」

•発表時間 発表5分 質疑応答15分 ひとり20分

•＜和文＞

•A4、シングルスペース、10.5ポイント、10枚以上～14枚以内（12,000字程度）、書体 MS明朝

•＜英文＞

•A4、ダブルスペース、12ポイント、16枚以上～24枚以内（4,000 words程度）、書体 Times New Roman

•以後の研究テーマおよび論文作成計画の大幅な変更は、原則として認めない

•指導教員と研究の方向性を論議してから提出すること

•論文計画発表会での発表がない限り、原則として修士論文概要発表会に進むことはできない

•計画発表会での審査コメントに基づき、論文作成計画書の修正をおこない、学期内に修正版を提出すること

修士論文概要発表会

「修士論文提出の前段階に相当、研究成果と自身の見解を述べること」

•発表時間 発表10分 質疑応答15分 ひとり25分

•＜和文＞

•A4、シングルスペース、10.5ポイント、25枚以上～35枚以内（28,000字程度）、書体 MS明朝

•＜英文＞

•A4、ダブルスペース、12ポイント、40枚以上～50枚以内（12,000words程度）、書体 Times New Roman

•概要発表会の結果により、修士論文の提出≪可・否≫を決定する

•その時点で論文の完成が見込めないと判断された場合は、少なくとも半年の延長とする

修士論文 口述試験

主査および副査は、論文審査における「合」「否」、口述試験における「合」「否」を判定

双方の「合」をもって修了可とする

•発表時間 発表15分 質疑応答15分 ひとり30分

•「修士論文」および「修士論文要旨」を提出すること

•作成様式および提出手続方法は、学生便覧を確認すること



  

論文作成計画発表会に関する審査基準について 

（ビジネスデザイン研究科） 

 

「論文作成計画書」 

 論文作成計画発表会で提出される論文作成計画書では、以下の内容が論述されていなけ

ればならない。論文の着想ばかりでなく、関係する論文や資料にもとづいた論述も重視さ

れる。合計で 12000字以上。 

 なお、計画発表会では Powerpoint等で作成されたスライドを使って簡潔に発表すること。 

 

１． 目次案（500字程度） 

 

２． 研究背景（1500 字程度） 

 

３． 研究仮説（1000 字程度） 

 

４． 分析の枠組み（方法や理論、1500字程度） 

 

５． 主な文献・資料・統計データ・事例・調査の結果を 5個挙げ、 

  それぞれの資料から得られた論文に関する重要な内容の要約し、 

  それに対するみずからの考察を述べる 

  （各 1500字程度）1500*5=7500字 

   

 

※論文作成計画書の提出および発表会の後、審査教員からのコメントを反映させたうえで、

学期末までに「12000字以上の計画書」を指導教員に提出すること。この修正版の論文作成

計画書の提出をもって、学期の成績評価がなされる。十分な水準に達していない場合は、 

半年延長あるいは再提出が求められる。 

 

 

 



※2021年9月　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ資料

期　　　間 2022年3月修了予定者
（MB2020-4月入学生）

2022年8月修了予定者
（MB2020-9月入学生）

2023年3月修了予定者
（MB2021-4月入学生）

『修士論文概要』 2022年10月中旬

提出 修士論文概要提出

2022年11月初旬

『修士論文概要』 『修士論文概要』発表会

発表会 2021年11月初旬

論文作成計画提出

2021年11月下旬

論文作成計画発表会

『修士論文・修士論文要旨』 2023年1月初旬

提出　 修士論文・修士論文要旨提出　

最終（口述） 2023年１月下旬

試験期間 最終（口述）試験期間

2022年5月上旬

『修士論文概要』提出

2022年5月中旬

『修士論文概要』発表会

2022年5月下旬

論文作成計画提出

2022年6月初旬

論文作成計画発表会

2022年6月中旬

『修士論文・修士論文要旨』提出　

2022年7月上旬

最終（口述）試験期間

ビジネスデザイン研究科

1月7日(金)～1月8日(土)

2021年度　ビジネスデザイン研究科　修士論文指導計画　日程表

10月18日(月)～10月23日(土)

11月4日(木)～11月13日(土)

11月9日(月)～11月13日(土)

11月22日(月)～12月4日(土)

6月27日(月)～7月9日(土)

1月11日(火)～1月17日(月) 論文審査期間　 論文審査期間　

1月18日(火)～2月4日(金)

5月6日(金)～5月8日(土)

5月16日(月)～5月2１日(土)

5月23日(月)～5月28日(土)

6月6日(月)～6月11日(土)

6月13日(月)～6月18日(土)

6月20日(月)～ 6月25日(土) 論文審査期間　
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