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１．成績評価基準等取扱要領 

 

 

成績評価基準等取扱要領 

 

 松蔭大学大学院学則第 26 条に基づき、成績評価基準に関し、以下の通り取扱う。 

 

1． 成績の評価は、原則として試験に基づくこととし、その他の平常の成績（発表、課題の提

出等）を加味し、総合的判断に基づき行う。 

2． 成績の評価は、素点による評価（100 点満点、60 点以上合格）及びレターグレードによる

評価（S、A、B、C、D（不合格））をもって行う。 

3． レターグレードと評点区間及び評価基準の対応関係は、以下の通りとする。 

S （90 点以上）       目標を十分に達成し、極めて優秀である。 

A （90 点未満～80 点以上）  目標を十分に達成している。 

B （80 点未満~70 点以上）  目標を達成している。 

C （70 点未満～60 点以上）  基本的な目標を最低限度達成している。 

D （60 点未満）       基本的な目標を達成していない（不合格）。 

4． 履修放棄等によって評定できない場合、D（不合格）とする。 

5． その他 

・この取扱要領に定めのない事項については、研究科委員会において審議し、決定する。 

                 

 

 

２．学位論文等の審査及び最終試験における評価基準等取扱要領 

 

学位論文等の審査及び最終試験における評価基準等取扱要領 

 

 学位論文等の審査及び最終試験は、松蔭大学大学院学則第 30 条及び学位規則第 3 条及び

学位授与方針（デイプロマポリシー）を踏まえて、以下の審査項目（審査観点）及び評価基準

等に沿って行う。 

 

1． 学位論文等の審査項目（審査観点） 

（1） テーマ設定の適切性 

  ・問題意識に対するテーマの設定は、適切となっているか。 

（2） 構成の適切性・明確性 

  ・構成は先行研究を踏まえ、適切かつ明確となっているか。  



（3） 分析の手法の適切性 

  ・結論を導く分析手法は、適切となっているか。   

（4） 結論の適切性・妥当性 

  ・課題に対する結論は、適切・妥当なものとなっているか。 

（5） 記述における形式要件等の適切性 

  ・用語の適格性、脚注、注記、引用、参考文献等の呈示方法は、適切となっているか。 

（6） 学問的意義及び社会的意義の明確性 

  ・学問的意義及び社会的意義は、明確となっているか。 

2． 最終試験の審査項目（審査観点） 

（1） 学位論文等に関連する知識の有無及びその水準は、どうか。 

（2） 研究または課題に関する学問的意義の程度及びその水準は、どうか。 

（3） 明解かつ論理的な回答となっているかどうか。 

3． 学位論文等の評価基準 

S （90 点以上） 

    学位論文等及び最終試験の審査項目（審査観点）を踏まえ総合的に判断し、目標を十

分に達成し、極めて優秀である。 

A （90 点未満～80 点以上）  

    上記学位論文等及び最終試験の審査項目（審査観点）を踏まえ総合的に判断し、目標

を十分に達成し、優秀である。 

B （80 点未満~70 点以上）   

上記学位論文等及び最終試験の審査項目（審査観点）踏まえ総合的に判断し、目標を

達成している。 

C （70 点未満～60 点以上）   

上記学位論文等及び最終試験の審査項目（審査観点）踏まえ総合的に判断し、基本的

な目標を最低限度達成している。 

D （60 点未満）  

    上記学位論文等及び最終試験の審査項目（審査観点）踏まえ総合的に判断し、基本的

な目標を達成していない（不合格）。 

4．その他 

  この取扱要領に定めのない事項については、研究科委員会において審議し、決定する。 

                   

 

 

３．授業及び研究（学位論文等）指導の方法等 

 

 



 授業及び研究（学位論文等）指導の方法等 

 

１． 研究指導教員の役割と研究（学位論文等）指導の方法 

（１） 指導教員は、自らの専門分野や指導環境等を考慮し、指導学生の指導に関する意思

を把握、確認し、研究テーマに関する調整・提案を行う。 

（２） 指導教員は、研究計画の立案、研究の進め方、プレゼンテーション、研究結果のま

とめ方、その進捗、評価等、研究活動全般に関する指導・助言を行う。 

（３） 指導教員は、指導学生の研究テーマに関し、研究指導の方法、内容、計画等を明示

した「研究（学位論文等）指導計画書」を作成し、指導学生とその内容を確認する。 

（４） 指導教員は、研究上の必要が認められるとき、指導学生と相談のうえ、副指導教員

を置くことができる。この場合、研究科委員会の承認を必要とする。 

２． 授業担当教員の役割と授業の方法 

（１） 授業担当教員は、自らの専門分野や指導環境等を考慮し、シラバス（講義実施要

綱）を遵守し、授業を行う。 

（２） 授業担当教員は、自らの専門分野や指導環境等を考慮し、学生の研究に関する補

助を行う。 

 

 

 

４．授業及び研究（学位論文等）指導の内容 

 

（１） 指導教員の研究（学位論文等）指導内容 

 

<経営系> 

経営戦略        佐久間信夫 

本研究（学位論文等）指導では、戦略経営の領域での修士論文の執筆指導を行う。まず最

初に、先行研究のサーベイによってこの分野の基礎知識および最近の高度な研究について

学ぶ。この作業の中で、各自が研究テーマを絞っていく。論文執筆には多くの参考文献が必

要となるため、研究に必要な文献リストを作成し、研究課題にあった文献を使いながら修士

論文を執筆していく。プレゼンテーションやディスカッションを通して、様々な角度から論

文の内容を批判的に検討することによって論文の質を高めていく。 

 

経営管理        清水健太 

演習・修士論文の執筆においては、論文の研究方法、資料の収集方法など、論文を書く

前提の段階からの指導を行う。ただ、修士論文の執筆は学生の自主性を尊重しながら指導

を行う。 



1 年次においては、論文の研究方法、資料の収集方法などについて丁寧に指導を行う。

まず第一に、近年は研究不正などについて厳しい傾向にあるので、そういった研究倫理面

での教育を充実させる。 

第二に、資料の収集方法については、データベースを活用することにより、世界中の研

究資料にアクセスできることについて理解させ、資料収集を行う土壌をできるだけ早くに

構築する。 

第三に、研究方法の理解を進める。近年は実証的な研究を求める傾向が強い。そのた

め、統計的な手法やインタビュー調査の手法などについて学習させ、研究方法の確立も早

期に行う。現状はコロナ禍であるため、研究手法として実際に運用することが可能なのか

も含めて学習させる。 

2 年次は、実際に論文の執筆を促していく。1 年次に基礎的な教育を充実させることが

できれば、学生の自主性を尊重しながら論文執筆の指導を行う。また、中間報告会などで

他の指導教員のアドバイスを受け入れるなど、オープンな研究環境を整え、学生が執筆し

やすい研究指導体制を構築する。 

別途、近年対応しなければならない課題は留学生についてである。留学生については、

日本語の理解も不十分なケースがあるので、論文の執筆や指導については、日本語のサー

ポートも必要となる。また、副査に中国語を第一言語とする教員にお願いし、留学生が論

文を執筆しやすい研究環境を整備する。 

 

国際経営比較      伊藤重行 

 本研究（学位論文等）指導では、会社経営のあり方について研究、指導を行う。会社経営

のあり方は、価値観、世界観、さらに文化、思想、哲学のあり方によって変化し、そして会

社の経営組織が構築される。本研究では、日本的経営、米国的経営、中国的経営のあり方を

明らかにし、日本的経営では、日本の伝統、歴史、とくに天皇のあり方によって組織化され、

米国的経営では自由主義、平等主義、人権などのあり方、中国的経営は全体主義、共産主義

の価値観によって組織化されていることを明らかにする。 

 

マーケティング     宮崎隆 

 現代のビジネスは情報システムに大きく依拠している。製品開発や広告、販売プロモーシ

ョンなどの従来のアプローチに加えて、amazon に代表される 21 世紀の新機軸である大規

模情報流通システムはマーケティング研究の枠組みを拡大した。 

本研究では、現代マーケティングの特徴である情報システムにウェイトを置き、近未来の

マーケティング理論を模索する。また、世界的潮流となっている SDGs と 100 年に一度の

大変革といわれる EV にもふれる。 

 学位論文の作成に関しては、(1)学術論文の基礎、(2)テーマの選択と構成、(3)具体的な作

成方法を指導する。 



 

<会計系> 

財務会計        上野清貴 

 本研究（学位論文等）指導では、財務会計のある特定領域・分野を理論的および論理的に

考察・研究し、質の高い修士論文を作成させることを目標としている。受講者の問題意識や

要望を勘案して修士論文のテーマを決定し、そのための資料や参考文献の収集について助

言を行う。期限までに修士論文が完成できるように指導し、さらに、論文発表のための助言

を行う。修士論文を作成するためには内外の多くの文献・資料を集め、読み込む必要がある。

そのため、テーマを早目に決定するよう指導する。 

 

管理会計        川口修 

 本研究（学位論文等）指導では、企業の経営管理者（経営者）の思考・決定に重大な影響

を与える会計情報を中心に指導を行う。 

 これまで、管理会計は、主として収益性を中心課題として論じられてきた。しかし、近年

では、経営者に要求されることは、大きく変化してきており、収益性業績の達成のみならず、

企業活動の社会性や環境問題対応度合、統治までをもその対象としてきている。すなわち、

管理対象の拡大が顕著となってきている。経営活動の結果生産される財・サービスが良質・

安価であることに加えて、その生産過程の品質保証なども含まれる。また、設備投資などで

は、その収益性とともに企業の将来像の情報（存続可能性を含む）提供することなども含ま

れるようになってきている。そのような社会的な要請を前提として、経営者のための会計を

指導する。 

 

税務会計        山本直毅 

本研究では，税務会計の計算原理及び法人税法を中心とした租税法の体系的理解を図り，

税務会計上の問題を学び，法的に問題解決をする税務会計の適正性・適法性を担保する理論

を習得し修士論文に展開するための基礎を築く。課税所得計算の適正性・適法性を，税務会

計の計算原理及び法人税法を中心とした租税法の観点から研究し，税務会計の実務上問題

となる論点を解決する手法を提示する論文の作成を目指す。 

 

企業評価       仲伯維 

本研究（学位論文等）指導では、学生個々の進捗に合わせて個別に指導していくことが中

心となる。企業評価は、企業価値の評価に焦点を当て、企業価値＝株主価値ととらえるので

はなく、各ステークホルダーが企業に対して認める価値、たとえば株主価値、従業員価値、

顧客価値などの総和を企業価値とみなし、多元的、多面的な評価を試みる。指導は財務会計、

管理会計・経営分析と複数の視点から取り上げることができる。学生が修士論文作成上の質

問や悩みを解消し、論文作成の規範やルール、守るべき規則、注意事項を丁寧に説明し、作



成の品質管理を行い、基礎的な研究能力をつけることに力を入れる。したがって、各学生が

自らの研究を積極的に推進しなければ、指導が進まないことになる。各学生は、必ず定めら

れた期間の進捗状況を報告し、進捗に応じた指導を受けなければならない。日常の勉強と論

文作成のバランスが必要なため、夏休みを含めて授業計画を立て、最後に修士論文を完成す

る。 

 

<企業法務系> 

民法         上地一郎 

 本授業及び研究指導は、民法財産法を中心に行う。私人間の法律関係は、契約などの二当

事者間を基礎とするが、代理や保証といった多数当事者の法律関係が現代では多く見られ

る。本指導においては、多数当事者間の法律関係ならびに個々のテーマへの基本的な知識を

涵養するために、物権法の基礎、契約の基礎理論、代理など取り上げ民法総則、物権法、債

権法の重要論点につき検討していく。 

 

企業法        新城将孝 

 本研究（学位論文等）指導では、会社法、その中で特に株式会社法を中心とする。その中

でも、株式会社の運営機構に関する分野に主にその焦点を絞る。株主総会、取締役、取締役

会、執行役、監査役、監査役会等の機関、役員等の義務と責任、株主代表訴訟等、コーポレ

ート・ガバナンスの視点を入れた、①社会的便益の増大と社会的不利益の縮小、②実践原理

を踏まえた、公正及び人権と自由の視点からの調整、③組織自らの自浄・改善メカニズムの

構築等を視野に置き、指導する。 

 

経済法        藤原俊雄 

  本研究（学位論文指導）では、主に独禁法１９条により禁止されている典型的な不公正

な取引方法について研究する。つまり、独禁法２条１号－５号に定義されている、共同の

供給拒絶（１号）、差別対価（２号）、不当廉売（３号）再販売価格の拘束（４号）、優越

的地位の濫用（５号）とは、どのような行為であるかについて、学説・裁判例の検討を踏

まえ、具体的ケースについて分析することになる。 

 

税法         中江博行 

本研究（学位論文等）の指導では、租税に関する法律である税法を目的、機能を含め総

合的に行う。税法研究の出発点は、税法を理論的に整理、体系化することにあるが、その

前提として実際の課税に即した研究を行うことで、より身近な税法研究を目指す。特に税

法は改正が頻繁に行われ、また新しい裁判例がしばしば法律を改変することもあり、それ

に対応するような早い情報の収集と今後の方向を見据えた指導を行う。 

 



税法         岸田貞夫 

 税法及び税務行政における問題点（現行法等が現在及び近未来の社会・経済状況に適切

に対応しているか否かなど）を、院生が指摘し、それらの解決方法を提示できるように指導

する。具体的には、現行法等の状況及びそれらに至る改正・変遷（その理由、根拠等も）を

探求することは勿論、現在の社会・経済状況に十分な関心、分析することの重要さをも指導

する指針である。 

 

（２）授業担当教員の授業内容 

授業担当教員は、シラバス（講義実施要綱）を遵守し、授業を行う。 

 

 

５．授業・研究（学位論文等）指導計画及び日程等 

 

（１）研究（学位論文等）指導計画及び日程 

時期（学年） 項目 内容等 

入学前 入学選抜 

 

・志願書における希望指導教員の記載 

・面接試験における研究経歴及び研究計

画の確認 

一 

年 

次 

４月上旬 

 （９月上旬） 

研究科主催  

ガイダンス 

カリキュラム・学修・事務手続きの説明 

 

個別履修指導  指導教員による履修相談・指導 

４月～６月 

 （９月～１０月） 

指導教員の決定・

研究テーマの決 

定・調査研究の開

始等 

 

・指導教員、副指導教員の決定 

・研究テーマの相談・決定 

（指導教員） 

・副指導教員への依頼 

・研究指導計画書の作成 

      （研究科委員会に提出） 

（学生） 

・指導教員と相談し、研究テーマを決定 

・研究計画書を作成し、指導教員に提出 

・学位論文等報告会への参加 

・共同研究会への参加 

・調査研究の開始 



７月～９月 

 （１１月～３月） 

 

 

 

 

 

調査研究の実施 （指導教員） 

・関連分野、先行研究等、調査研究に関

する指導を行う。 

（学生） 

・研究テーマに沿った専門的知識や総合

的知識の獲得 

・関連分野、先行研究等の調査研究 

・調査研究手法の検証と考察、研究計画

の点検、指導教員との相談 

１０月～３月 

 （４月～８月） 

調査研究等の継

続 

 

 

（指導教員） 

・調査研究等に関する指導の継続 

・調査研究等に関する進捗状況の確認 

（学生） 

・調査研究等の継続 

・調査研究手法の検証と考察、研究計画

の点検、指導教員との相談 

二

年

次 

４月～９月 

 （９月～３月） 

調査研究等の継

続及び執筆の

開始等 

 

（指導教員） 

・調査研究等に関する指導の継続 

・調査研究等に関する進捗状況の確認 

・課程修了の要件等を踏まえ、研究計画

の妥当性の検証と修正等 

（学生） 

・調査研究等の継続 

・調査研究手法の検証と考察、研究計画

の点検、指導教員との相談 

・学位論文等の執筆 

・第１回学位論文等報告会における報告 

・共同研究会への参加 



１０月～２月 

 （４月～８月） 

調査研究等及び

執筆の継続、論

文等の提出、最

終試験等 

 

（指導教員） 

・調査研究等に関する指導の継続、進捗

状況の確認 

・学位論文等執筆に関する進捗状況の確  

 認 

・学位論文等の提出、最終試験に関する

指導 

（学生） 

・調査研究、調査研究手法の検証と考察、

研究計画の点検等の継続 

・学位論文等執筆の継続、指導教員との

相談 

・第２回学位論文等報告会における報告 

・共同研究会への参加 

・学位論文等の提出、最終試験 

３月 

 （９月） 

課程修了 学位授与方針（デイプロマポリシー）に

基づき、研究科委員会において修了の可

否について審議決定する。 

＊（   ）の時期は、９月入学生対応である。 

 

（２）授業計画及び日程等 

授業担当教員は、シラバス（講義実施要綱：授業計画）を遵守し、授業を行う。 

 

 

 

 

〈研究報告書〉 

（ⅰ）研究報告書の枚数 

 和文の場合（横書） 英文の場合 

枚数 

      

A4 で 20 枚程度 

（図、表を除く）         

A4 で 30 枚程度 

   （図、表を除く） 

   

（ⅱ）その他は、修士論文に準ずる。 

 

 


