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Guidelines for Writing a Research Plan
(1) Guideline for writing a research plan

In the application for JDS China, the research plan for your 
Master’s thesis should；
 Address the current issues/problems of the  socioeconomic 

development of your country and how to remedy these 
issues/problems.

 Present a detailed work plan on how and what you will do 
to achieve for the goal of your study.

The research plan, which is submitted for the application is not 
deemed to be final. It will be revised during the course work in the 
line with the Common Agenda. The purpose of the research plan
is to help its readers (faculty members of graduate schools) 
evaluate the significance and potentiality of your research from the 
following aspects:

1) Does the research plan address the important policy questions 
of the applicant’s country?

2) Does the research plan show that the applicant is strongly 
motivated and adequately prepared to implement the research 
successfully? 

3) Who will benefit from the result of the research? W ill the result 
of the research contribute to solving or clarifying policy 
questions which are important for applicant’s country?

4) Does the research help the applicant to more effectively  
participate in the development process of your country after 
the completion of the course? 

5) Is the applicant’s academic background strong enough to 
implement the research plan?

6) Is the applicant’s work experience sufficient to pursue the 
research? (Not necessary if other application material is good 
enough to show that the answers are positive.) 

7) Does the research plan fit well with the program of the 
graduate school?

8) Are the applicant ’s research questions academically 
significant? 

The importance of each point above, however, depends on the 
field of study and the graduate program you are applying for. Some 
graduate programs may require more specific inf ormation about 
the data and method of analysis. Therefore , it is essential to go 
through the “University Information” as well as the website of the 
university carefully before writing your research plan. Writing a 
research plan is the beginning of your res earch. It is highly 
recommended that you keep improving your research plan before 
departure to Japan after being selected as a JDS China Fellow.

(2) Outline of the research plan (Example)
Title Describe the nature of your proposed research clearly. Avoid making it too short or redundant.

Introduction

Background Position your research theme here to state a significance of your research in the research areas . 
The literature review is not a part to merely describe preceding studies but to sort out what 
researches have done, what have been found and what are unknown in your research field . Also 
consider relevance with development issues and your organization. List the preceding studies in 
a reference section at the end of your research plan.

Literature Review

Purpose and 
Questions

Shape and clarify what you want to achieve by your research. It is recommended to think about 
research purposes at a higher level not in your daily duties. The research itself is not a purpose. 
Your research is supposed to contribute to the development of your country and institutional 
development of your organization. 
As for the research questions, set your questions in relation with to the preceding studies above, 

development issues of your country and organization, also taking  into consideration your 
research methodologies. W ith solid research questions, the research methodologies will be 
clarified accordingly.

Main Body Methodology

This is the main part of your research plan. Develop your opinion and give more information.  
Explain what and how to study.
 Detail your research procedure within the given timeframe.
 List sources and quality of evidence you will consult with and the analytical technique you will 

employ, and the timetable you will follow.
 Describe the intended methods of data gathering, the controls you will introduce, the statistical 

methods to be used, the type of literature or documentary analysis to be followed, etc.

Conclusion
Expected Results
Significance

Tell the reader the important points to stress and address your future plan.
 Expected learning/findings from your research
 Describe your future plan on how to utilize your research outcome to solve the issues

mentioned in the first part after return home.
 Describe how your research outcome will contribute to the development of the country and the 

institutional development of your organization.
Bibliography Include all the resources which are used in the writing of the research plan.

For more information, go to the websites on academic writing below.

USC University of Southern California, Libraries, Research Guides
http://libguides.usc.edu/writingguide/researchproposal

University of Oxford: Guidelines to Writing a Research Proposal
http://www.geog.ox.ac.uk/graduate/apply/research_proposal.html



※これは、英語版をもとにした仮訳となります。

JDS中国 2020

研究計画の書き方

(1) 研究計画の書き方

JDS 中国の申請に際して、修士論文のための研究計画は、

 現在の国の社会経済の発展問題と、それらをどのように改

善するのかを取り上げるのがよいでしょう。

 研究目的を達成するために、どのように何をするのか詳細

な作業計画を提示しましょう。

申請のために提出される研究計画が、最終的なものと考え

るべきではありません。それはコモンアジェンダに則り、授

業を通して修正されていきます。研究計画の目的は、指導教

員が以下の側面から、研究計画の重要性と可能性を判断す

るためです。

1) 研究計画は、応募者の国における重要な政策問題を取り上げ

ていますか？

2) 応募者は強い意欲があり、うまく研究を行うための準備が十

分にできていますか？

3) 研究結果から利益を得るのは誰ですか？研究結果は、応募者

の国における重要な政策問題を解決し、明らかにするために

貢献しますか？

4) その研究は応募者が留学を終えた後、国の開発プロセスに、よ

り効果的に関わっていくために役立ちますか？

5) 応募者の学歴は、研究計画を実施する上で十分ですか？

6) 応募者の職歴は、研究をする上で十分ですか？

7) 研究計画は、大学院プログラムにしっかり合っていますか。

8) 応募者の研究課題は、学術的に重要ですか？

しかし以上の点における重要性は、分野及び申請している大

学院プログラムによって決まります。いくつかの大学院プロ

グラムでは、データと分析方法のさらに具体的な情報が必要

かもしれません。従って、研究計画を書く前に“大学情報”だ

けでなく大学のウェブサイトを注意深く調べることが必要で

す。研究計画を書くことは、研究の始まりです。JDS 中国の

留学生として選ばれ、日本に向けて出発する前に、研究計画の

改善を続けることを強くお勧めします。

(2) 研究計画の概要 (例)
タイトル 提案する研究の本質を明確に説明してください。短すぎたり冗長にならないようにして下さい。

導入

背景 研究分野における研究の重要性を述べるために、ここで研究テーマを設定して下さい。文献レビ

ューは、単なる先行研究を説明するための一部でなく、研究分野では何の研究がなされていて、

何が分かっていて、そして何が知られていないのかを整理するための一部です。また、開発問題

と組織の関係も考慮して下さい。研究計画の最後にある参考文献の中で、先行研究を記載して下

さい。

文献レビュー

目的と課題

研究で達成したいことを具体化し、明確にして下さい。 日常の業務ではなく、高いレベルの研

究目的を考えることを強くお勧めします。研究自体が目的ではありません。その研究は、国の発

展と組織の組織的発展に貢献しなければなりません。

研究課題に関しては、上記の先行研究、国と組織の開発問題に関連した課題を設定し、また研究

方法論も考慮して下さい。それに応じて、確かな研究課題により研究方法論が明確になるでしょ

う。

本文 方法論

これが研究計画の主要な部分になります。意見を発展させ、さらに情報を与えて下さい。何をどの

ように研究するのか説明して下さい。

 与えられた期間で、研究手順を詳しく述べて下さい。

 情報源と参考にする根拠の質、使用する分析法、そしてスケジュールを記載して下さい。

 データ収集のための方法、導入する手段、使用する統計的方法、従うべき文献または文書分析

の種類などを説明して下さい。

結論

期待される結果

重要性

将来の計画に取り組むための重要なポイントを述べて下さい。

 研究によって期待される結果

 帰国後に最初の部分で述べた問題解決のための研究結果を、どのように活用するのかについ

て、将来の計画を説明して下さい。

 どのようにして研究成果が国の発展と組織の組織的発展のために貢献されるのかを説明して

下さい。

参考文献一覧 研究計画を書く中で使用されたすべての情報源が含まれます。

さらに詳しい情報は、英語版を参照して下さい。


