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経,法 経済,
政治

赤林 英夫 労働経済論ａ／労働経済論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：本講義で取り扱った労働経済学に関する理論や考え方
を用い、過去１年間に書かれた新聞記事（ネットニュースを含むがブロ
グは含まない）を題材に、そのような記事が書かれる背景や政策の意
義に言及しながら、経済学的分析と考察を行いなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：6 枚（程度）　／備
考：全体を６枚以上とする。以下はページ配分の目安。

１ページ目：表紙（レポートタイトル、氏名、所属、学籍番号）
２ページ目：新聞記事の引用（画像、文章のコピーペーストのどちらで
もいいが、出典（URL、年月日等)を明記のこと）
３－５ページ目：本文
　本文の最後に、「このレポートは私自身が書いたオリジナルの作品で
あり、適切な引用なき他の作品からの流用や、自分以外の者に代筆さ
せるなどの、剽窃や不正行為は一切ありません」と宣誓をすること。
６ページ目：参考文献（授業内のスライドのページ数を含む）。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経,
法,
経研

経済,
政治,
経済

飯田 恭 欧米経済史ａ／経済史Ⅰ／欧米経
済史・日本経済史

６月９日実施、Web 上で

の論述試験

経 経済 石井 太 人口論ａ
平常点

クラス内小テスト

経 経済 井深 陽子 医療経済学

期末試験（自宅で受けて

keio.jp のレポート機能で

提出）

国セ
大島 明・マー
ク

伝統演劇と美術に見える日本文化
のルーツ

レポート

レポート題目：This will be an essay on a subject of the student's 
choosing like a play from noh, kyogen, kabuki or Bunraku, or some 
other topic related to Japanese literature or traditional Japanese culture. 
We will work together through the term to develop this.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚
レポート提出先・日程：Either through Keio.jp message or directly by e-
mail.

教職 教職 金子 恵美子 教育相談論
レポート

平常点

レポート題目：以下の 3 つのテーマから 1 つを選んでください。

１．不登校の生徒にどのような支援をおこなっていくかについて考えを
述べてください。また、不登校予防のために日頃からおこなえる取り組
み（2 つ以上）を考え、その内容を述べてください。

２．いじめ予防のために学級でおこなえる取り組みを 2 つ以上考え、そ
の目的と内容について述べてください。また、いじめが起きた際の対応
の留意点について述べてください。

３．「障がい」のとらえ方について自分自身の考えを述べ、発達障がい
のある生徒に対して学校でおこなうべき配慮や支援について述べてく
ださい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3200 字以上）　／
備考：【締切】2020 年 6 月 17 日(水)　23：59 まで
レポート提出先・日程：教職ログブックのコース内「レポート」より提出
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教職 教職 金子 恵美子 教育相談論
レポート

平常点

レポート題目：以下の 3 つのテーマから 1 つを選んでください。

１．不登校の生徒にどのような支援をおこなっていくかについて考えを
述べてください。また、不登校予防のために日頃からおこなえる取り組
み（2 つ以上）を考え、その内容を述べてください。

２．いじめ予防のために学級でおこなえる取り組みを 2 つ以上考え、そ
の目的と内容について述べてください。また、いじめが起きた際の対応
の留意点について述べてください。

３．「障がい」のとらえ方について自分自身の考えを述べ、発達障がい
のある生徒に対して学校でおこなうべき配慮や支援について述べてく
ださい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3200 字以上）　／
備考：【締切】2020 年 6 月 17 日(水)　23：59 まで
レポート提出先・日程：教職ログブックのコース内「レポート」より提出

経 経済 河端 瑞貴 経済地理ａ
レポート

平常点

レポート題目：最終レポート課題
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：keio.jp の授業支援
で指示します。
レポート提出先・日程：提出方法は keio.jp 授業支援でお知らせしま
す。

経,
国セ

経済, 川本 明 現代日本経済論ａ

平常点

6 月 4 日に web で小テス

ト実施予定。詳細は

keio.jp で通知。A short 

test will be held on June 

4. Details will be 

announced at keio.jp

経,法 経済,
政治

木村 福成 国際貿易論ａ／国際経済論Ⅰ

レポート

6 月 10 日の授業時間中

にオンラインで一斉に試

験を行う。一定時間内に

授業支援「レポート」に答

案を提出させる予定。

レポート題目：Term paper
レポート書式：書式：特に問わない
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経,
経研,
国セ

経済,
経済, 中林 真幸

日本経済史ａ／欧米経済史・日本
経済史

24-hour-take-home 

examination on from 9 

am on Wednesday, June 

10.
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経,
法,
経研

経済,
政治,
経済

長谷川 淳一
欧米経済史ｂ／経済史Ⅱ／欧米経
済史・日本経済史

レポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：（題目等は、おって、
授業支援にて通知する。レポートの回数は２回を予定。）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 法律 平野 裕之 民法（債権総論）Ⅰ レポート
レポート題目：　未定
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ
ワッツ， ジョナ
サン Ｓ 仏教と現代アジアの社会変化 平常点
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