
        
 

令和５年３月 大学院経済学院修士課程 
現代経済経営専攻（博士コース）修了予定者 各位 
現代経済経営専攻（専修コース）修了予定者※ 各位  
※修士論文の提出により修了する者のみ 

To those who are expected to graduate from master’s program (doctoral course and specialized course*) in 

March 2023,  *Only for those who submit master thesis. 

 
このことについて，下記により提出のこと。 
 
１． 「修士論文題目届」/Master Thesis Title 
提出期限:令和 4年 11月 25日（金） 17：00  
Submission deadline: November 25 (Fri.), 2022 17:00 
 
提出方法： ELMS グループの授業支援システムから回答をすること。 
The way of submission: Please submit your thesis title on ELMS portal. 
提出用 URL（URL for submission）: 
https://moodle.elms.hokudai.ac.jp/course/view.php?name=ek00017 

 
２． 「修士論文」/Master Thesis 
提出期限: 令和 5年 1 月 13日（金） 17:00   
Submission deadline: January 13 (Fri.), 2023 17:00 
提出方法：ELMSグループの授業支援システムから修士論文の PDF ファイルをアップ

ロードすること。 
The way of submission: Please upload your Master thesis(PDF file) on ELMS portal. 
提出用 URL（URL for submission）: 
https://moodle.elms.hokudai.ac.jp/course/view.php?name=ek00017 

 
３． その他/Others 
(1) 論文には表紙を付し，必要な事項を記載すること。 
  →論文題目・ゼミ名・専攻名・学生番号・氏名 

You need to attach a cover page on the top of your thesis, and write the title,  
the name of seminar, course (“doctoral”, “economic policy” or “management”), student 
number, and your name. 

(2) 論文要旨（Ａ４サイズ２枚程度）を表紙の次のページ（目次の前）に配置すること。 
Please insert the abstract (around 2 pages) within the cover page and the contents. 

(3) 論文には必要な注を付すこと。 
Please attach the necessary notes to the paper. 

(4) 論文作成・提出にあたっては必ず指導教員の指導を受けること。 
You must be advised by your supervisor about your master thesis. 

 
令和 4 年 10月 経済学院 

 Oct. 2022 Graduate School of Economics and Business  

重要/Important 

「修士論文題目届」及び 
「修士論文」の提出について 

Submission of Master Thesis Title and Master Thesis 

https://moodle.elms.hokudai.ac.jp/course/view.php?name=ek00017
https://moodle.elms.hokudai.ac.jp/course/view.php?name=ek00017


 
 

令和５年３月 大学院経済学院修士課程 
現代経済経営専攻（専修コース）修了予定者各位 
To those who are expected to graduate from master’s program (Specialized courses) in September 2021 

 
このことについて，下記により提出のこと。 
 
１．「研究成果報告書題目届」/Research title 
提出期限: 令和 4年１１月２5日（金） 17:00 
Submission deadline: November 25(Fri.),2021 17:00 
提出方法：ELMS グループの授業支援システムから回答をすること。 
The way of submission: Please submit your thesis title on ELMS portal. 
提出用 URL（URL for submission）: 
https://moodle.elms.hokudai.ac.jp/course/view.php?name=ek00017 

 
２．「研究成果報告書」/Research Paper 
提出期限: 令和 5年１月２3日（月）17:00  
Submission deadline: January 23 (Mon.)17:00, 2022 
提出方法：ELMSグループの授業支援システムから研究成果報告書の PDF ファイル 

をアップロードすること。 
The way of submission: Please upload your research paper(PDF file) on ELMS portal. 
提出用 URL（URL for submission）: 
https://moodle.elms.hokudai.ac.jp/course/view.php?name=ek00017 

 
３．その他/Others 
(1)論文には表紙を付し，必要な事項を記載すること。 
→論文題目・ゼミ名・専攻名・学生番号・氏名 
You need to attach a cover page on the top of your research paper, and write the title, the 
name of seminar, course(“doctoral”,"economic policy" or "management"), student 
number, and your name. 

(2)論文要旨（Ａ４サイズ２枚程度）を表紙の次ページ（目次の前）に配置すること。 
   Please insert the abstract (around 2 pages) within the cover page and the contents. 
(3)論文には必要な注を付すこと。 

Please attach the necessary notes to the paper. 
(4)論文作成・提出にあたっては必ず指導教員の指導を受けること。 

You must be advised by your supervisor about your research paper. 
(5)1月中旬に開催される修士論文発表会にて，研究成果報告書の発表を希望する者
は，指導教員へ相談の上,12月 24日(金)までに経済学事務部教務担当まで申し出る
こと。 

  Those who wish to present their research paper at the master thesis presentation held in 
early August need to consult with their supervisor in advance and apply to the student 
affairs office of Graduate School of Economics and Business by December 24 (Fri). 

令和 4 年 10月 経済学院 
 Oct. 2022 Graduate School of Economics and Business 

「研究成果報告書題目届」及び 
「研究成果報告書」の提出について 

Submission of Research Title and Research Paper 

 
 

重要/Important 
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