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文 人教 青柳 宏幸 教育学特殊Ⅰ レポート
レポート題目：詳細は授業支援システムで確認してください
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

文 人中 浅野 雅樹 中国語学概論Ⅰ 授業内試験 7 月 7 日 （水）

文 人中 浅野 雅樹 中国語学特殊ⅠＢ 授業内試験 7 月 8 日 （木）

文 人日 浅見 雅一 日本史特殊ⅠＡ レポート

レポート題目：春学期の講義を視聴したうえで、次のいずれかの人物を
取り上げ、その事績を纏めなさい。
・イグナシオ・デ・ロヨラ
・フランシスコ・ザビエル
・アレッサンドロ・ヴァリニャーノ
その際、以下の条件をすべて満たすこと。
①分量は 8,000 文字以上とし、Word ファイルで掲出すること。
②注を付すこと（脚注でも文書末注でもよい）。
③史料（翻訳でもよい）を必ず利用すること。
④参考文献（史料を含めてもよい）を 5 点以上挙げること。
⑤締め切りは、7 月 20 日とする。
以上
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：6 枚（8000 字以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人仏 芦野 文武 フランス語学Ⅰ レポート

レポート題目：授業および「授業支援」で連絡します．
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／枚数：（2500 字
程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人西 綾辺 昌朋 西洋史特殊ⅠＪ レポート

レポート題目：アメリカ民主主義における「多数派の専制」を示す事例
を一つ取り上げて論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（以下）　／備
考：詳細は授業支援ページにてお知らせします。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人仏 綾部 麻美 フランス文学と現代Ⅰ 授業期間内の課題

文 人西 荒木 洋育 西洋史特殊ⅠＧ レポート

レポート題目：以下の⓵②いずれか一方について、1200 字以内で記述
してください。
①以下の事柄から一つだけを選んで説明する。　
・ノルマン・コンクェスト・アーサー王伝説・ベオウルフ・クヌート・「アンジ
ュー帝国」・「大訴訟」・ロバート・ブルース・（エドワード 1 世による）ウェ
ールズ戦争・皇妃マティルダ・アルフレッド王・ロビン＝フッド・シモン・
ド・モンフォールの議会・模範議会
②英国中世史を舞台とした映画を一つ選んで内容の説明を行う。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（1200 字以下）　／備考：You can write this essay in English within 
1000 words.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
授業教室 7 月 2 日 （金）

文 人文 安藤 広道 博物館学概論Ⅰ
平常点

授業内課題

1２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人民 安藤 広道 民族学考古学特殊Ⅶ
平常点

授業内課題

文 人社 李 光鎬 コミュニケーション学Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：テキスト第 3 章の演習問題３「日本では多くの漫画やア
ニメ、ドラマなどの作品が、スポーツを題材にして作られている。それら
の作品の中で、スポーツやスポーツに関わっている人々はどのように
描かれているか。本章で取り上げた、ジェンタ−やエスニシティを含む様
々な社会的事柄（友情、規律、指導、葛藤、競争、勝ち負けなど）の描
写について、具体的な作品を一つ選び、分析してみよう。」に解答しな
さい。
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：（2400 字以上）
レポート提出先・日程：提出〆切：７月１６日（金）23:59
提出先：授業の課題提出フォーム
ファイル名：学籍番号_期末レポート.pdf　
（＊ファイル名の後ろに、自動的に提出者の氏名が挿入されますが、
気にしないでください。）

文 人社 李 光鎬 普及学Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：第１回の授業で示した参考図書の内１冊を読み、レビュ
ーレポート（内容のまとめ＋書評）を書きなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：4 枚（4800 字程度）
レポート提出先・日程：提出〆切：７月２２日（木）23:59
提出先：授業の課題提出フォーム
ファイル名：学籍番号_期末レポート.pdf
（＊ファイル名の後ろに、自動的に提出者の氏名が挿入されますが、
気にしないでください。）

文 人図 池谷 のぞみ 社会情報論 平常点

文 人図 池谷 のぞみ 情報メディア基礎Ⅱ 平常点

文 人文 井澤 岳野 音楽学Ⅰ

オンラインでの試験（問題

を送り、答案を書き入れ

たものを返信していただ

きます）

文 人心
伊澤 栄一,梅
田 聡 生物心理学／生理・神経心理学 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 1 60 ５１６ 持込条件：不可

文 人国 石川 巧 国文学ⅩⅤ 平常点

文 人文 石川 透 演劇の歴史Ⅰ 平常点

文 人国 石川 透 国文学ⅩⅠ 平常点

文 人国 石川 透 国文学史Ⅲ 平常点

文,
経,商

人文,
経済,

商

岡原 正幸,松
浦 良充,石田 
京子,木下 衆

人の尊厳
レポート

平常点

レポート題目：期末レポートを作成し、提出してください。題目などの詳
細は 終週のリアルタイム回で発表します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

2２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人倫 石田 京子 倫理学の基礎Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：Canvas 内の指示にしたがってレポートを提出してくださ
い。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人国 井島 正博 日本語文法Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 4 60 ５２４ 持込条件：すべて可

文 人文 磯部 美和 言語学特殊ⅩⅢ
平常点

授業内レポート

文 人仏 市川 崇 フランス文学と近代Ⅰ レポート

レポート題目：授業内に紹介した思想家のうち 低 2 名を選び、その
愛についての考えを比較し、その差異を明確にしたうえで自身の考え
を述べなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人英 井出 新 英文学Ⅸ 平常点

文 人心 伊東 裕司 司法・犯罪心理学／司法心理学
レポート

平常点

レポート題目：日本の刑事司法における認知心理学的問題点
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人人 稲葉 昭英 人間科学特殊ⅡＡ レポート

レポート題目：人間科学特殊ⅡA（現代家族の社会学）期末レポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：詳細は授業中に指示します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人英 井上 逸兵 現代英語学Ⅰ 授業内試験 7 月 1 日 （木）

文 人仏 井上 櫻子 フランス文学史Ⅰ レポート

レポート題目：授業の内容を踏まえ、先行する作品（あるいは人気の主
題）から作家が影響を受けることによって誕生する「傑作」について、自
由に論じなさい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（2000 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 井上 さつき 音楽史特殊ⅠＡ 平常点

文,
法,商

人文,
法律,
政治,

商

今井 悠人 数学Ⅰ／数学Ⅴ レポート
レポート題目：Keio.jp にて配布した問題に解答すること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人人 今井 芳昭 人間科学特殊ⅩⅣＡ レポート

レポート題目：No. 1　５月２２，２９日に Zoom で実施した集団討議に関
するレポート
　　　　　６月１２日締切、A ４版２枚以上（詳細は「お知らせ」参照）
No. 2　「集団過程論」を受講して考えたことに関するレポート
　　　　　７月１７日締切、A ４版２枚以上（詳細は「お知らせ」参照）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：4 枚（以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人東 岩間 一弘 東洋史概説Ⅰ 平常点

3２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人西 岩間 俊彦 西洋史特殊ⅠＨ レポート

レポート題目：イギリス近現代史上における近代性をめぐる問題〔副題
で、レポートで示す事象を明記すること〕、テーマ設定は、授業で説明
するだけでなく keio.jp で公開する予定です。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（程度）　／備
考：keio.jp で、提出するファイルの形式をダウンロードできるようにする
予定です。提出は、MS ワードまたは PDF でお願いします。書式等も、
授業や keio.jp で公開します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人哲 上枝 美典 宗教の哲学Ⅰ 授業内試験 7 月 5 日 （月）

文 人哲 上枝 美典 知識の哲学Ⅰ 授業内試験 7 月 7 日 （水）

文 人図 上岡 真紀子 情報メディア基礎Ⅱ 平常点

文 人日 上野 大輔 日本史概説Ⅲ レポート

レポート題目：授業の内容を踏まえ、日本の近世はどのような時代で
あったかについて論じなさい。
※レポート提出の締切は、2021 年７月 22 日（木）17 時とする。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（3000 字程度）　／備考：日本語で記述すること。史料や論文などを参
照した場合は、レポートの末尾もしくは本文中に参考文献として注記す
ること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 内堀 朝子 言語学概論Ⅴ レポート

レポート題目：授業時に指示する
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
特に問わない
レポート提出先・日程：授業時に送付先メールアドレスを通知する

文 人文 内堀 朝子 言語学特殊Ⅴ レポート

レポート題目：授業時に指示する
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
特に問わない
レポート提出先・日程：授業時に送付先メールアドレスを通知する

文 人心
梅田 聡,寺澤 
悠理

認知心理学 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 1 50 ５１６ 持込条件：不可

文,
文研

人哲,
人倫,
哲倫

エアトル， ヴォ
ルフガング

哲学倫理学特殊ⅠＮ／倫理学特
殊講義演習Ⅲ

Presentation and 

submission of written text

文 人英 大串 尚代 米文学Ⅶ 授業内試験 7 月 7 日 （水）

文 人独 大宮 勘一郎 ドイツ思想研究Ⅰ レポート

レポート題目：授業支援システムにアップロードした論文の内容を 2000
字程度に要約したうえで、レッシング、ヘルダーとゲーテを中心に 18
世紀後半のドイツ思想が何を課題としたのかを、2000 字程度で論じな
さい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（4000 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人心 大森 貴秀 心理統計Ⅰ レポート

レポート題目：心理統計Ⅰ期末レポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：詳細は授業内で指示します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

4２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人英 大和田 俊之 米文学ⅩⅠ レポート
レポート題目：詳細は Canvas LMS で確認してください
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人心 岡島 純子
発達・障害心理学特殊Ⅰ／行動・
発達心理学特殊Ⅲ

レポート
レポート題目：発達・障害心理学特殊Ⅰレポート課題
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：2 枚（程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人社 岡田 あおい 家族・親族論Ⅰ 平常点

文 人社 岡田 あおい 日本社会論Ⅰ 平常点

文 人社
岡原 正幸,柏
木 陽,関根 淳
子

社会学特殊Ⅸ 平常点

文 人社
岡原 正幸,高
山 真 生の社会学 平常点

文 人美 岡部 真一郎 音楽史特殊ⅠＣ
レポート

平常点

レポート題目：授業中に指示
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

文 人文 岡本 昌樹 基礎化学 授業内試験 7 月 5 日 （月）

文 人国 小川 剛生 国文学史Ⅰ レポート
レポート題目：詳細も含めて、授業支援のページで 7 月初旬に告知す
る。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

5２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人教 荻巣 崇世 教育学特殊ⅩⅡ レポート

レポート題目：学期末レポートについて

1. 課題
以下の二点について、本講義の内容をふまえて、2,000 字程度で述べ
なさい。
①現代の教育課題（授業で扱っていないものも可）の中から一つの課
題を選び、
（１）何が、どうして・どのように問題なのか
（２）本講義で課した課題文献や、ユネスコ等の国際機関が発行するレ
ポート、政府発行の白書などを引用しながら、その課題を解決するた
めにどのような国際的な取り組みが行われているか、を整理しなさい。
②　①で整理した課題について、その解決のため自分には何ができる
かについて、具体的に述べなさい。

2. 書式等
A4、フォントは自由。フォントサイズは 10.5pt。その他の書式は自由に
設定して良い。
図や表を挿入することも可とするが、引用等する場合は正しく出典を記
載すること。

3. 締切・提出方法
学期末レポートの締切：2021 年 7 月 8 日 23 時 59 分まで
提出先：Canvas の「期末レポート」ボックス
フォーマット：Word または PDF でアップロードする（ファイルサイズ上限
20MB）

レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人仏 荻野 安奈 フランスの文化と歴史Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：後日 keio.jp 授業支援のお知らせにて周知
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

文 人仏 荻野 安奈 フランス文学史Ⅲ
レポート

平常点

レポート題目：後日 keio.jp 授業支援のお知らせにて周知
レポート書式：サイズ：特に問わない　／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

文 人英 奥 聡一郎 英語学Ⅰ 平常点

文 人東 奥 美穂子 東洋史特殊ⅠＨ レポート

レポート題目：【授業内容に関する自由課題】
授業で扱った内容に関連する主題を各自の関心に従って自由に設定
し、考察してください。

レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：◇提出期間：7 月 8 日（木）～7 月 25 日（日）20：00 厳守
◇詳細については授業資料（第 10 回授業）内に説明があります。必ず
確認をしてください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人教 尾崎 幸謙 教育研究法Ⅰ 平常点

6２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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内訳 試験持込条件・試験注意事項／レポート課題

文 人国 小澤 純 国文学Ⅸ
レポート

平常点

レポート題目：本講義で扱った（もしくは扱ったテーマやトピックに準じ
る）芥川の作品をひとつ選び、自分自身による着眼点から分析・解釈を
しましょう。複数の芥川テクストに触れてもいいですが、あくまで中心的
に精読する作品があること。
できればでよいが、その作品に対して、お互いに〈パラテクスト化〉でき
そうな他の作家のテクスト（ジャンルは問わない）を一つは入れて分析・
解釈を進めていくこと。
慶應義塾大学が推奨する『アカデミック・スキルズ』等に基づき、学術レ
ポートとしての手順は踏んでいること。論旨にとって重要な箇所は、し
っかり本文を引用しましょう。

現在、こうした状況ですので芥川テクストについては青空文庫からの引
用でもかまいませんが、必ず、引用元（青空文庫なのか、どの書籍か
らなのか）をレポート末尾に明記しましょう。また、芥川テクストの初出
情報については国際芥川龍之介学会 HP のデータベースなどで確認
して示しましょう。他の作家のテクストについても、青空文庫や初出情
報の記載がない文庫版等を引用する場合、可能な限りで結構ですの
で初出情報を探ってください。
単行本化等に際する本文改変情報は岩波版全集にありますので、こ
だわりたい場合はこだわってみましょう。幸いにも、新旧芥川全集は、
大学図書館に限らず、多くの公立図書館にも所蔵されています。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（3000 字程度）　／備考：〆切は８月１日の２３時５９分です。
レポートはどんなに長くなっても 5000 字以内とします。
pdf に変換して「レポート」欄にご提出ください。
各授業の動画、１２回分のうち、遅れてでも構わないので８回分は必ず
観てコメントシートを提出しましょう。８回分のコメントシート＋ 終レポ
ート提出を、単位取得のための必須条件とします。まだまだ間に合い
ます。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人人 織田 輝哉 人間科学基礎
定期試験期間内試験

平常点
7 月 19 日（月） 2 50 ４１１ 持込条件：不可

文 人人 織田 輝哉 人間科学研究法ⅠＡ
レポート

平常点

レポート題目：　授業支援システム「教材」に登録されている「期末レポ
ート課題」をダウンロードした上で、そこに記されている指示に従ってレ
ポートを作成し、授業支援システム「レポート」より提出せよ。締切は 7
月 23 日（金）23：59 とする。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人国 小平 麻衣子 国文学史Ⅶ レポート

レポート題目：近代日本文学の作品を一つ選び、以下のテーマのいず
れかにふれて具体的に論じなさい。必ず参考文献を使用し、どのテー
マを選んだかを明記すること。
①文学における恋愛・セクシャリティ
②文学とメディア
③戦争と文学
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：（3000 字以上）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人社 樫尾 直樹 社会調査Ⅲ 平常点

7２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人社 樫尾 直樹 宗教社会学Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：授業で取り上げた７つの宗教をすべて事例とし、取り上
げた６つのテーマにすべて言及しながら、現代社会における宗教の社
会・文化・経済・政治的位置と、その諸可能性と不可能性について論じ
てください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以上）　／
備考：注と参考文献表を必ず、 後に付けてください。（参考文献表は
字数に含めません。）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文

佐々木 孝浩,
松田 隆美,アー
マー， アンドル
ー Ｊ,樫村 雅章

デジタル書物学Ⅰ 平常点

文 人美 柏木 麻里 美術史特殊ⅠＥ レポート

レポート題目：次のいずれか１つのテーマでレポートを作成しなさい。

  ①日本の生活文化とやきもの
  ②世界を旅した日本のやきもの

以上
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（2000 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人哲 柏端 達也 形而上学Ⅰ

平常点

授業内に複数回課した課

題（「小テスト」）を成績評

価の対象とする。

文 人東 勝沼 聡 東洋史概説Ⅶ
レポート

平常点

レポート題目：レポート題目については、Canvas LMS 上で公開するの
で、そちらで確認してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2800 字以上）　／
備考：Canvas LMS 上で公開する執筆要項を熟読のうえ作成・提出す
ること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 加藤 昌彦 言語学特殊Ⅲ レポート

レポート題目：言語学特殊Ⅲ（東南アジア言語学 1）の授業を受け、東
南アジアの諸言語について面白いと思った現象を 8 つ以上選び、それ
ぞれについてどのような点に面白さを感じたかを詳しく述べよ。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／枚数：特に問わ
ない　／備考：(1)「面白いと思った現象」は、特定言語の現象でも言語
横断的な現象でも構わない。
(2)自分の知っている言語（母語を含む）の例と比較しながら述べるの
でもよい。
(3)手書きのものを写真に撮って提出してもよい。
(4)具体例を挙げる場合、発音記号は簡略化してもよい。
(5)提出期限は 7 月 30 日(金)
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

8２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人美 加藤 有希子 美術史特殊ⅠＬ レポート

レポート題目：2021 年度春学期　美術史特殊 IL　レポート課題
担当：加藤有希子

以下の 8 題のうち、2 題を選んで論述してください。A4 二枚（1 枚 1200
字）が上限です。解答 2 題の間で、文字数の増減があってもかまいま
せん。授業で習ったことを基本に、自分で考えた例などを積極的に、議
論に盛り込んでください。

提出期限は 7 月 16 日（金）24：00 です。Word ファイルまたは PDF ファ
イルで提出してください。（提出は「授業支援」でしてください）

【問題】
①サラ・バールトマンは、裁判の時、「自分は幸せだ」と語りました。あ
なたは、サラがイギリスやフランスで裸同然で興行したことに賛成です
か、反対ですか？本人が「幸せです」と言えば、それで何でもいいです
か？（サラはアル中で死亡）※ 近の、黒人差別問題なども考慮にい
れつつ論じてください。

②授業で上げた社会包摂の芸術は、社会を救えると思いますか？思
いませんか？　具体例を挙げて、論じなさい。

③今後、脳科学が進むと、美に対する理解は深まると思いますか？　
それとも脳科学は美を理解できませんか？　あなたの意見を具体例を
挙げながら論じなさい。

④東京で学ぶみなさんは、福武聰一郎の「東京嫌い」についてどう思い
ますか？　あなたの出身地での経験なども含めて、アートと絡めて論じ
てください

⑤過去の美術史の方法論を述べたうえで、どのような美術史が望まし
いかを論じなさい。その際、「美」や「生命」といった美術の質的な要素
をどう扱うのかも考えなさい。

⑥ある時代のキッチュは、将来的に高級芸術になる可能性はあります
か？　現在の YouTuber などの画像は、将来的に高級芸術になる可能
性はあると思いますか？

⑦現在の写真は、古典的な写真が持っていた魅力を失いつつあるか
もしれませんが、では私たちは何に魅かれて写真をますます撮るので
しょうか？

⑧過去の美術史の方法論を述べたうえで、どのような美術史が望まし
いかを論じなさい。その際、「美」や「生命」といった美術の質的な要素
をどう扱うのかも考えなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（2400 字以下）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美

金山 弘昌,遠
山 公一,望月 
典子,佐々木 
康之,中尾 知
彦

芸術研究基礎Ⅰ 平常点

9２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人英 金子 育世 英語音声学Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 3 60 ５２７ 持込条件：不可

文
人哲,
人倫

金子 善彦 西洋哲学倫理学史Ⅰ
平常点

授業内試験
7 月 8 日 （木）

文 人独 川島 建太郎 近代ドイツ研究Ⅰ レポート

レポート題目：講義内容をふまえて、自伝を執筆してください。虚構の
自伝や、自伝的テクスト、オートフィクション等でもかまいません。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（2000 字以
上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人独 川島 建太郎 ドイツ研究の技法Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：E.T.A. ホフマン『砂男』について、自由に論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 川原 繁人 言語学特殊ⅩⅠ
レポート

平常点

レポート題目：自分が専攻する学問の社会的な意義について
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
特に問わない
レポート提出先・日程：Google Form で提出。

文

人日,
人東,
人西,
人民

神崎 忠昭 史学概論Ⅰ レポート

レポート題目：・春学期の授業を踏まえて、近世以前における「歴史叙
述」が「過去」をどのように捉え、どのような態度をとったか、具体的な
事例を挙げて論じなさい。

レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）　／
備考：・書式：本文の書式は自由だが、かならず本文にも学部・学科・
専攻、学年、学籍番号、氏名を明記し、ファイル名は「史学概論Ⅰレポ
ート（2）、提出者の学籍番号（8 桁の数字）、 学部・学科・専攻、学年、
氏名」とする。

・参照および引用した文献およびサイトは、かならず註（これは総字数
に含まれない）で明記しなければならない。それがなされていない場合
にはレポートを提出したと認めない。

・成績評価は、前回のレポートと、学期末試験に代わる今回のレポート
によって行うが、両者が提出されない場合、成績は不可となる。また両
者が提出されたから、かならず「C」以上となるわけではない。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人図 神崎 正英 ウェブ情報論 レポート

レポート題目：リンクするデータを利用した関心分野情報のつながりの
可能性
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2500 字程度）　／
備考：詳細は授業動画および授業ページで説明します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人図 岸田 和明 情報検索概説Ⅰ 平常点

文 人図 岸田 和明 情報処理技術
レポート

平常点

レポート題目：Java のソースコード作成（「授業支援」経由で詳細は指
示します）
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

文 人図 岸田 和明 図書館・情報学研究調査入門
レポート

平常点

レポート題目：仮想的な母集団から標本を抽出し、分類基準の独立性
の検定を実行：詳細は「授業支援」で指示します
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
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文 人人 木島 伸彦 人間科学特殊ⅩⅨＡ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 2 50 ５２６ 持込条件：直筆のノート一枚のみのみ可

文 人社 北川 由紀彦 社会学特殊Ⅲ レポート

レポート題目：　授業の内容をふまえたうえで、あなたが将来就くであろ
う（あるいは就きたいと考えている）仕事とホームレス状態にある人々
との関係について考察してください。将来の仕事についてまだ特に希
望や見通しがない場合は、卒業後にあなたが送るであろう生活とホー
ムレス状態にある人々との関係について考察してください。
　なお、この課題で求めているのは授業で得た知識をふまえつつ論理
的に「考察」をすることであって、「将来はホームレスの人たちの支援に
携わりたいと思います」などの抱負を書くことを求めているわけではあ
りません。ですから、そうした抱負を書いたからといって加点されること
はありません。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以上）　／
備考：字数：2000 字以上
提出期間：2021 年 7 月 13 日（火）0:00 から 7 月 26 日（月）23:59 まで
7 月 13 日から Canvas LMS 上のこの科目のページに「期末レポート課
題」というモジュールが表示されるので、そこから提出（ファイルをアッ
プロード）すること。ファイル形式は PDF(.pdf)，Word（.doc，.docx），リッ
チテキスト(.rtf)に限定する。
提出するレポートのファイル名は「学籍番号+姓」とすること（例
「87654321 福澤.pdf」）。さらにレポート本文の冒頭にも、学籍番号と氏
名を必ず明記すること。
レイアウトは、用紙サイズＡ４、１ページあたり 40 字×40 行とすること。
「である」調で書くこと（「ですます」調は禁止）。図表等は１枚につき 100
字換算とする。文献等からの引用箇所は「 」でくくるなどして、どこから
どこまでが引用でどこからどこまでが自分なりの考察であるかを明確
にすること。出典を明記しない引用（＝盗用）や、必然性のない大量の
引用（単なる字数稼ぎ）については、厳しく減点する。web 上の情報リソ
ースからの引用の場合も出典（URL など）を必ず明記すること。授業の
内容を（同意するにせよ批判するにせよ）ふまえていない（理解してい
ない）ものや、単に引用した情報をつなぎ合わせただけで自分なりの考
察が無い・乏しいものについても、厳しく減点する。
提出されたレポートについて、Canvas 上での採点結果表示や添削・返
却処理は行わない。複数回提出（アップロード）された場合は、提出期
間内で 後に提出されたものを採点対象とする。
締め切りを過ぎたものは（たとえ通信回線の不調等によるものであって
も）受け付けないので、余裕をもって提出すること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人人
北中 淳子,吉
直 佳奈子

人間科学特殊ⅥＡ
レポート

平常点

レポート題目：授業で指示する
レポート書式：サイズ：特に問わない　／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

文 人社 北村 智 社会心理学特殊Ⅲ

平常点

授業内で示す中間レポー

ト課題ならびに期末レポ

ート課題
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文 人社 木下 衆 医療社会論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：期末レポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1500 字以上）　／
備考：期末レポートのテーマや具体的な注意点（配点など）について
は、すでに第 9 回講義ビデオ（6/13 配信開始）の中で発表しています。
必ず、確認しておいて下さい。
なお、ビデオの中で発表した内容については、文書化し、Canvas 経由
で配布する予定です。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人社 木下 衆 社会調査Ⅴ
レポート

平常点

レポート題目：期末レポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（800 字以上）　／備
考：800 字以上という指定は、フィールドノート部分を除いた本文の字
数なので、注意して下さい。
その他にも、期末レポートのテーマや具体的な注意点（配点など）につ
いては、すでに第 9 回講義ビデオ（6/13 配信開始）の中で発表してい
ます。必ず、確認しておいて下さい。
なお、ビデオの中で発表した内容については、文書化し、Canvas 経由
で配布する予定です。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 木村 建哉 芸術学Ａ レポート レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）

文 人日 木村 直也 古文書学Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 4 60 ５２４ 持込条件：すべて可

文 人国 木村 義之 日本語教育学Ⅰ レポート

レポート題目：授業支援システムから直接連絡します。詳細は、そちら
の添付ファイルを参照してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人国 木村 義之 日本語教育学Ⅲ レポート

レポート題目：授業支援システムから直接連絡します。詳細は、そちら
の添付ファイルを参照してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 久徳 康史 統計学Ⅰ 平常点

文 人東 桐本 東太 東洋史概説Ⅲ 授業内試験 7 月 2 日 （金）

文 人民 朽木 量 民族学考古学特殊ⅩⅧ レポート

レポート題目：特定のモノを一つ取り上げ、そのモノから人間社会の歴
史・文化についてどのようなことが読み取れるか述べなさい。ただし、
そのモノ自体の歴史を問うているわけではない。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（2400 字以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人社 工藤 由美 文化人類学特殊ⅩⅡ レポート
レポート題目：「この授業を通して考察した医療の定義」
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1350 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人図 國本 千裕 情報メディア基礎Ⅱ 平常点

文 人国 久保田 篤 日本語学Ⅴ 平常点

12２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人文

宇沢 美子,岡
原 正幸,川畑 
秀明,粂川 麻
里生,加藤 有
佳織,佐川 徹

ジェンダーの変容Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：（１）授業で行われた講義のうち、特にあなたの関心を引
いたものを３つ選び、その内容をそれぞれ 500 字以内でまとめなさい。
（講師名、講義タイトルを明記すること。）

（２）講座を受講して、あなた自身が考えたことを 1000 字程度で論述し
なさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2500 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人独 粂川 麻里生 テクスト研究上級Ⅲ 平常点

文 人文
荻野 安奈,粂
川 麻里生

復興学（東日本大震災とその後）
レポート

平常点

レポート題目：この授業を受けて、あなたは「復興」というものはどういう
ことだと考えましたか。特に印象に残った授業２つ以上に言及しなが
ら、2000 字以内で論述してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以下）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 粂川 麻里生 文章と表現Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：この授業で学んだことを反映させた「創作物」を提出して
ください。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人図 倉田 敬子 情報メディア概説 レポート

レポート題目：6 月初旬に CANVAS から提示します。必ず CANVAS
の 終レポート課題から提出してください。
レポート書式：備考：CANVAS で指示しています。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人国 倉田 容子 国文学ⅩⅨ 授業内試験 7 月 5 日 （月）

文 人国 栗本 賀世子 国文学Ⅴ 授業期間内レポート

文 人英 来馬 哲平 米文学Ⅸ レポート
レポート題目：詳細は授業支援システム、Canvas LMS で確認してくだ
さい。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 榑沼 範久 芸術学Ｃ
レポート

平常点

レポート題目：この講義で特に関心を抱いたことをめぐって、自由に論
述してください。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人美 桑原 俊介 美学特殊ⅠＡ レポート

レポート題目：第８回から第１３回までの授業で扱った内容（※ 経験論
の美学から後）の中から自由に問題をひとつ設定し、（１）それについて
の講義内容を簡潔にまとめた上で、（２）それについて哲学的・論理的
に自由に議論してください（詳細は、授業掲示板「 終レポートについ
て」をご参照ください）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：2 枚（2400
字以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 小池 和子 西洋古典学Ⅰ

授業支援の小テスト機能

を利用し、解答期間を二

日間（7/6〜7/7）に設定し

て試験を行います

13２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人民 小板橋 又久 民族学考古学特殊ⅩⅩⅠ レポート

レポート題目：  「初期アルフアベット北西セム語資料集」に収められた
西セム語資料を用い、関係する他の資料と照らし合わせながら、紀元
前千年紀前半におけるパレステイナの社会と文化について論ぜよ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（程度）
レポート提出先・日程：授業教室 7 月 9 日 （金）

文 人国 恋田 知子 国文学Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：授業で説明します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（2000 字以
上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人独 香田 芳樹 中世ドイツの言語と文化Ⅰ 授業内試験 7 月 7 日 （水）

文 人独 香田 芳樹 テクスト研究中級Ⅰ

レポート

平常点

授業内試験

7 月 5 日 （月）

レポート題目：ドイツ語の Sage（伝説）という概念について、ドイツ語の
文学史事典（Literaturlexikon、どのようなものでも可)でどのように定義
されているか調べ、A4 一枚にまとめなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文,経 人文,
経済

河野 礼子 人類学Ⅰ／人類学ａ 平常点

文 人民 河野 礼子 人類学概論Ⅰ 平常点

文,
文研

人哲,
人倫,
哲倫

越門 勝彦
哲学倫理学特殊ⅠＬ／倫理学特
殊講義Ⅰ

レポート

レポート題目：宗教的信仰を持ち、かつ道徳的に善良な人（A）がいる
一方で、信仰をまったく持たず、かつ道徳的に善良な人（B）がいます。
また、信仰を持ち、かつ倫理的な人（C）がいる一方で、信仰をまったく
持たず、かつ倫理的な人（D）がいます。
（ここでは、「道徳的に善良」とは、「社会秩序の維持を主な機能とする
諸々の規則にしっかり従うこと」を意味するものとし、「倫理的」とは、
「自らの人生を幸福なものあるいは意味あるものとするために、生き方
について常に注意深く吟味すること」を意味するものとします。）
A と B、あるいは C と D の間には、その行動だけを見る限り大きな違
いは存在しない。しかし、状況の理解、行為の動機や理由、判断の根
拠、理想といった内的な要素において、重要な差異があると推測され
る。それは具体的にどのような違いでありうるか、あなたの考えを述べ
てください。
・「道徳的に善良」ケースか、「倫理的」ケースか、どちらか一方で構わ
ない。
・（難しいと予想されるが）「道徳的に邪悪」、「非倫理的」なケースで考
えても構わない。
・できるだけ、授業の内容に言及すること。

レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚（1200 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文
人哲,
人倫

國領 佳樹 哲学倫理学特殊ⅠＦ 平常点

文 人文
小菅 隼人,石
本 華江

現代芸術Ⅰ 授業内レポート

文 人国 小西 いずみ 日本語学Ⅲ

レポート

Canvas-LMS を確認してく

ださい

レポート題目：詳細は授業中、および、Canvas LMS に指⽰します。
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：Canvas LMS より提出

14２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人図
池谷 のぞみ,
小林 昌樹

情報サービス概説 平常点

文 人国 合山 林太郎 国文学史Ⅴ
レポート

平常点

レポート題目： 終レポート　〆切 8 月 1 日（日）23:59
授業の内容を踏まえながら、近世・近代の日本漢文学について興味を
持った内容について論じなさい。
なお、必ず、図書または論文を参照すること。
レポート書式：枚数：（2000 字以上）
レポート提出先・日程：オンライン（具体的な方法については別途指示）
提出期限：8 月 1 日（日）23：59

文 人人 後藤 絵美 人間科学特殊ⅩⅩⅩＡ 授業内試験 7 月 2 日 （金）

文 人美 後藤 文子 美術史特殊ⅠＨ

シラバスで周知の通り、

毎回の授業で課している

リアクションペーパーによ

る成績評価

文 人独 斎藤 太郎 ドイツ文学史Ⅰ 授業内試験 7 月 6 日 （火）

文 人哲 齋藤 直樹 印度哲学Ⅰ レポート

レポート題目：古代インド思想に関連する問題を各自設定し，それにつ
いて論ぜよ．
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文
人哲,
人倫

齋藤 直樹 哲学倫理学特殊ⅠＪ レポート

レポート題目：授業中に提示する名詞の格変化表と動詞の現在組織
の活用表を作成すること．
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

文
人哲,
人倫

斎藤 慶典 哲学概論Ⅰ 平常点

文 人文 坂田 幸子 スペイン語圏文化研究Ⅰ 平常点

文 人英 坂本 光 英文学Ⅶ レポート

レポート題目：課題内容：　7 月 6 日 14:45 に Canvas LMS 上で告知し
ます
提出締切：　7 月 31 日
提出先：　　Canvas LMS
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）　／
備考：書式等の詳細については課題内容と共にお知らせします。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人西 坂本 宏 西洋史特殊ⅠＢ レポート

レポート題目：授業の 終回にて指示し、その後「授業支援」にも掲載
します
レポート書式：サイズ：特に問わない　／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

文 人人 佐川 徹 人間科学特殊ⅩⅩⅨＡ レポート
レポート題目：授業中に指示した課題を提出すること
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人哲 佐々木 昭則 中級論理学Ⅰ レポート

レポート題目：keio.jp「レポート」にて指示
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

15２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人美 佐々木 康之 東洋美術史概説ⅠＡ レポート

レポート題目：授業で取りあげた作品、あるいは作品群を一つ選び、外
来美術（外国の美術）の影響という視点から論じなさい。その際、中
国、朝鮮半島の美術の作品を挙げ、両者を比較しながら具体的に論じ
ること。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（2500 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 佐藤 康太 音楽史特殊ⅠＢ 平常点

文 人美 佐藤 サアラ 美術史特殊ⅠＩ
レポート

平常点

レポート題目：本講義の到達目標は「中国陶磁に関心を持ち、研究史
の誤認なく、作品を表現できること」ということであった。「中国陶磁に関
心を持ち」が到達目標ではあるものの、関心を持てなかった人も当然
あると思われ、その場合なぜ関心が持てないかを紐解くことを、受講の
成果として求める。課題は以下のとおり。

今年度はコロナ禍の影響により、美術館に足を運んで実際に作品を見
ることをレポート課題に取り入れることがでなかった。
①　全 12 回の授業を通してジャンル、作品ともに様々な中国陶磁を紹
介してきたが、その中から実際に見てみたいと思う作品があれば一点
選び、それが何かを調べた上で、どのような点を、なぜ見てみたいかを
記しなさい。もし実際に見てみたいと感じる作品がない場合は、一点を
選びそのものを調べ、その上でなぜ興味を持てないかを記しなさい。
②　関連して、現在博物館はバーチャルリアリティを充実させた新たな
在り方を模索、博物館に足を運び実物を見ることのみならず自宅にい
て実物に迫るものを見ることに重点をおきつつある。「触ること」が「分
かること」とされてきた工芸についても、バーチャル提供の動きが進み
つつあるが、博物館に足を運び実物を見ることと、バーチャルで体験す
ることの双方の在り方について、貴方自身はどのように考えるか記しな
さい。
①②あわせて 2000 字程度にまとめなさい。

③　参考文献をレポート末尾に示すこと。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：課題への取り組み方および評価基準を別途 keio.jp 授業支援で
掲示するので必ず閲覧すること。
リアクションペーパーの提出が５回以下（６回以上の提出が必須）の人
のレポートは受け取りません。
提出期限厳守。遅延レポートは受け取りません。期限に提出できない
事情がある人は必ず事前に相談してください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

16２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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文 人民
佐藤 孝雄,澤
田 純明

民族学考古学特殊Ⅲ
レポート

平常点

レポート題目：課    題   動物考古学に関連する論文を１編選択し、論評
すること。

動物考古学に関連する論文を１編選択し、論評することが前期レポー
トの課題です。もとより論評は感想文とは別物です。また、1 編の論文
を論評するには関連する論考を渉猟することも必要となります。レポー
トを作成するにあたっては、先行研究に比べ当該論文が如何なる点で
優れているのか、また、著者が解決した課題、未解決のまま残した課
題は何かなどを論述するよう心がけてください。

書　　式　A4 版横書き

提出期限　 2021 年 7 月 23 日(金)　17:00

提出方法　 Web (Keio.jp)上、PDF 形式で提出

※ 動物考古学関連の論文が掲載されている雑誌の例
＜和文＞　　　　　　　　　　　　＜英文＞
　動物考古学　　　　　　　　　　　　Journal of Archaeological Science
　人類学雑誌（和文）　　　　　　　　International Journal of 
Osteoarchaeology
　考古学と自然科学　　　　　　　　　Environmental Archaeology
　第四紀研究　　　　　　　　　　　　Anthropological Science
　哺乳類科学　　　　　　　　　　　　Quaternary International
　生物科学　　　　　　　　　　　　　Nature
　畜産の研究　　　　　　　　　　　　Science
　季刊考古学　　　　　　　　　　　　Antiquity
　考古学ジャーナル　　　　　　　　　American Antiquity
　国立歴史民俗博物館研究報告　　　　
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

文 人国 佐藤 道生 国文学Ⅲ レポート

レポート題目：『和漢朗詠集』鶯題の作品番号 71 の詩句に付された
「朗詠注」５種（「朗詠江注」、『和漢朗詠集私注』、『和漢朗詠註抄』、永
済注、『和漢註』）を読解し、注釈の流れを分析・論述しなさい。締切は
７月２６日（月）とします。締切は厳守して下さい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人英 佐藤 光重 米文学Ⅰ 平常点

文 人英 佐藤 光重 米文学史Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 3 60 ５２７ 持込条件：不可

文 人国 佐藤 至子 国文学ⅩⅢ レポート

レポート題目：滑稽本のおもしろさについて
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：詳細は第 12 回の授業で説明する。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 汐崎 順子 子どもの本と読書 平常点

文 人人 敷島 千鶴 人間科学特殊ⅩⅩⅩⅣＡ レポート

文 人独 識名 章喜 テクスト研究上級Ⅰ 平常点
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文 人独 識名 章喜 ドイツ文化史Ⅰ
レポート

平常点

文 人社 篠木 幹子 環境行動論 レポート

レポート題目：下記の 4 つの問の中から 1 つを選び、授業で勉強した
概念に 1 つ以上言及し、適宜文献を引用しながらあなたの考えを論じ
なさい。

（1）政策において求められる公共性と、環境問題によって被害を受け
た（受ける可能性がある）人々が求める権利の問題は、両立しうるかど
うかを論じなさい。

（2）環境問題に取り組むにあたって、人びとの問題に対するイメージは
彼らの取り組みにどのような影響を与えると考えられるか、あなたの考
えを論じなさい。

（3）環境に配慮した行動に影響を与える要因について整理したうえで、
あなた自身の視点から行動モデルをつくりなさい。

（4）自ら問を設定し、使用する概念を示したうえで、設定した問にかん
して論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／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

文 人国 篠崎 晃一 日本語学Ⅰ レポート

レポート題目：現代日本語のバラエティ
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
特に問わない　／備考：授業支援「お知らせ」参照
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人東 嶋尾 稔 東洋史特殊ⅠＢ
レポート

平常点

レポート題目：Canvas LMS で指示します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 島田 純理 言語学特殊Ⅶ
レポート

平常点

レポート題目：期末課題
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人民 下田 健太郎 民族学Ⅰ 平常点

文 人人 菅 さやか 人間科学諸領域Ⅰ レポート
レポート題目：Canvas LMS でレポート課題の内容や形式の詳細を説
明しますので、そちらを必ず確認してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人人 菅沼 慎一郎 人間科学特殊ⅩⅩⅩⅠＡ レポート

レポート題目：授業で扱った 3 つのテーマ（「「こころの問題」とは何だろ
うか」、「臨床心理学的アセスメントの実際と「こころの問題」はどのよう
に生じ、どう対応するか」、「臨床心理学的介入の理論と実際」）から 1
つを選び、あなた自身の考えを自由に述べなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
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文 人人 杉浦 寛奈 人間科学特殊ⅣＡ
レポート

平常点

レポート題目：• 授業でとりあげたテーマを選び、学んだ内容を要約し
なさい。
• そのテーマについて、疑問が残った点を、疑問文の形で述べなさ
い。(Research Question)
• その疑問への答えを考察しなさい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（6000 字程度）　／備考：• 参考文献は必ず付けてください。（文字数
には含みません）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 杉岡 洋子 言語学特殊Ⅸ

平常点

授業内で課題と小レポー

トの提出

文 人中 杉野 元子 中国現代文学史Ⅰ 授業内試験 7 月 8 日 （木） ４１５ 試験時　教室変更有（→４１５）

文 人文 杉原 賢彦 詩学Ⅰ
レポート

小課題

レポート題目：「映画とその表現の在り方について」
映画表現の在り方について、さまざまに見てきた。そのなかで重要と思
えること
あるいは全体的な問題点としてなにを考えたかをまとめてレポートに。
文字数は問わない。
　
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：提出期限は、7 月 27 日(火)、提出先は、Canvas 内に設けます。
提出の詳細については、授業内で告知予定。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 杉村 浩哉 美術史特殊ⅠＪ
レポート

平常点

レポート題目：異郷に暮らした美術作家について評伝を書いてくださ
い。

レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（4000 字程
度）　／備考：対象となる美術作家の出身国、時代は問いません。生涯
と芸術について概観するとともに、異郷に暮らしたことがその生涯と芸
術に与えた影響についても論じてください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人民 杉本 智俊 考古学Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：東京国立博物館あるいは古代オリエント博物館を訪問
し、展示品の中から関心のある考古遺物 1 点を選び、それがどこから
どのように出土し、どのような経緯で博物館にはいり、研究がなされて
きたのか、その学史的意義は何かを記しなさい。レポートには必ず参
考文献表をつけること。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：博物館の学芸員に直接質問することは避けてください。
レポート提出先・日程：授業教室

文 人民 杉本 智俊 民族学考古学特殊Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：イスラエル民族の成立にアラム人が果たした役割につい
て、中期青銅器時代から鉄器時代までの民族移動をもとに論じなさ
い。
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：研究室棟の受付を通して杉本のメールボックス
に投函してください。締め切り 7 月 20 日（火）。

文 人日 杉森 哲也 日本史特殊ⅠＥ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 60 １０６
持込条件：配布プリント、ノート（PC で入力したノートはプリントするこ
と。PC 本体の持ち込みは不可）のみ可
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文 人美 杉山 美耶子 美術史特殊ⅠＤ
レポート

平常点

レポート題目：本講義では、芸術作品における境界線について、様々
な観点から論じてきました。学期末レポートは以下の二段階構成をとっ
て執筆してください。
1) 講義で取り上げた作品を一点、ないし複数取り上げ、それらの作品
における境界線について論じなさい。
2) 上記の内容を踏まえつつ、自身で作品を選択し（時代・地域は問わ
ない）、境界線の概念がどのように視覚化されているか、或いは境界
線がどのように、どのような目的のために用いられているか、論じなさ
い。
適宜、図版・キャプションを用いること。参考文献等を使用した場合は、
註（脚注・文末註）をつけること。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人西 鈴木 茂 西洋史特殊ⅠＤ 平常点

文 人東 鈴木 均 東洋史特殊ⅠＦ 平常点

文 人中 須山 哲治 中国古典文学史Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 3 50 １０７ 持込条件：不可

文 人日 十川 陽一 日本史概説Ⅰ レポート

レポート題目：講義の内容も踏まえつつ、律令国家が日本の歴史にお
いて果たした役割について、考えるところを論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（程度）　／備
考：作成に当たっては、必ず参考文献を用い、参照した箇所について
は注（文末注、脚注いずれでも良い）を付して明示すること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人日 十川 陽一 日本史特殊ⅠＣ レポート

レポート題目：古代国家の展開において、あなたが も重要と考える出
来事（政変等）について、その理由とともに論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（程度）　／備
考：作成に当たっては、必ず参考文献を用い、参照した箇所について
は注（文末注、脚注いずれでも良い）を付して明示すること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文
人哲,
人倫

高木 駿 哲学倫理学特殊ⅠＤ レポート

レポート題目：哲学的レポート
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人美 高岸 輝 美術史特殊ⅠＫ
レポート

平常点

レポート題目：絵巻に関して、授業で扱った作例を一点または数点とり
あげて、自由に論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 高橋 健 博物館学特論Ⅳ
レポート

平常点

レポート題目：博物館を一つ選び、その博物館で行う新しい企画を立
案してください。
展示、講座、体験学習、オンラインイベントなど企画の種類は問いませ
ん。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（4000 字程度）　
／備考：なぜその博物館でその企画を実施するのか、先行事例と比較
してどこに新規性があるのか、を明らかにしてください。

※枚数は目安です。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
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文 人社 高橋 直 社会心理学概論Ⅰ レポート

レポート題目： 終課題（授業支援サイトで 6 月 20 日に発表した通り）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：注）1-1　400 字以
内　1-2　600 字以内　2-1　400 字以内　2-2　400 字以内
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人東 高村 武幸 東洋史特殊ⅠＩ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 4 60 １０３
持込条件：自筆ノート（手書きのみ・コピーやプリントアウト不可）・配布
資料（書き込みがないものはコピー可）のみ可

文 人社 竹村 英樹 教育社会学Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：Canvas で告知します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人社 竹村 英樹 社会調査Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：Canvas にて告知します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人英 多々良 直弘 英語学ⅩⅠ 平常点

文 人英 多々良 直弘 英語学Ⅸ 平常点

文 人独 田中 愼 ドイツ語学研究Ⅰ 平常点

文 人哲 田中 泉吏 科学の哲学Ⅰ レポート

レポート題目：科学において仮説のテストはどのような重要性をもつだ
ろうか．あなたの考えを整理して述べてください．
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2200 字程度）　／
備考：「2200 字程度」の「程度」の意味は「2000 字以上 2400 字未満」と
いうことです．参考文献のある場合はその旨明記してください．ただし
文献リストは字数に含めません．
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人哲 田中 泉吏 心の哲学Ⅰ レポート

レポート題目：心についての哲学的考察にさまざまな科学的知識が必
要となる理由を説明しなさい．
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2200 字程度）　／
備考：2200 字程度の「程度」の意味は，2000 字以上 2400 字未満とい
うことです．参考文献等のある場合はその旨明記してください．ただし
文献リストは字数には含めません．
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人国 田中 大士 国文学ⅩⅦ 平常点

文 人教 田中 麻未 教育学特殊ⅩⅤ
レポート

平常点

レポート題目：詳細は，授業支援システムで確認してください。
※ 7/9(金)の授業時にも説明します
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人英 谷 みゆき 英語学ⅩⅢ レポート

レポート題目：授業で扱った現象について、具体例を用いてさらに考察
する。
日本語を含め英語以外の言語を題材としたものも可とします。
単なる授業内容のまとめや感想文にならないよう注意してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：10 枚（以下）　／備
考：提出期限は 6 月 29 日（火）です。
期限後の提出は原則的に受け付けません。
7 月 6 日（火）の授業で返却します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人図 谷口 祥一 情報管理基礎Ⅱ 平常点
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文 人図 谷口 祥一 情報資源組織論 授業内試験 7 月 7 日 （水）

文 人心 丹野 貴行
生物・神経科学特殊Ⅳ／行動・学
習心理学特殊Ⅰ

授業期間内での課題レポ

ートの提出

文 人社
岡田 あおい,近
森 高明,森川 
剛光

社会学概論Ⅰ 平常点

文 人社 近森 高明 都市社会学Ⅰ 平常点

文 人文 千葉 毅 博物館学特論Ⅴ レポート

レポート題目：授業で扱った以下のテーマから 1 つ選び、現状と課題を
踏まえながら、あなたが考えるより良いあり方を論じてください。

・震災遺構の保存について
・被災文化財のレスキューについて
・博物館展示室での写真撮影について

論じる際には具体的な例を挙げ、先行研究や記事なども参照してくだ
さい。オンラインの文献でも構いません。参照した文献は明示し、引用
する際には自分と引用元の意見・文章が判別できるようにお願いしま
す。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：2 枚（程
度）　／備考：分量のみでの評価はしません。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 塚原 康子 音楽史特殊ⅠＥ レポート

文,経 人文,
経済

築地 貴久 歴史Ⅰ／歴史ａ レポート

レポート題目：keio.jp 授業支援のお知らせにて周知した上で、6 月 29 
日以前の授業内でレポート課題の内容を発表する。レポート課題の内
容および当日の授業動画も keio.jp 授業支援からダウンロードできるよ
うにするので、レポート掲示は不要です。

文
人哲,
人倫

柘植 尚則 西洋哲学倫理学史Ⅲ レポート

レポート題目：春学期に扱った思想家 12 名のうち、1 名（ないし 2 名）
を取り上げ、その思想について批判的に検討しなさい（2,000～4,000
字程度）。

※　提出期限：2021 年 7 月 14 日（水）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：レポートは Canvas 
LMS より提出してください。
ファイルの形式は Microsoft Word（docx）としてください（上記以外の形
式は採点できないため「不可（Ｄ）」となります）。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人独 津崎 正行 演劇・メディア研究Ⅰ 授業内試験

22２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】



設置
学部

設置
学科

担当者 科目名 試験形態 試験日
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文 人西 辻 英史 西洋史特殊ⅠＩ
レポート

平常点

レポート題目： 19 世紀のドイツの市民層に関して、下記のテーマから
いずれかひとつを選び、それについて論じなさい。

1．政治：18 世紀後半から 19 世紀末までのドイツ史の展開と市民層の
地位の向上
2．芸術：古典主義、ロマン主義、歴史主義のそれぞれの特質と、そこ
から読み取れる市民層の世界観
3．社会：市民層の家族やジェンダーについて

　なお、執筆上の注意点については授業中に指示する。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（4000 字程度）　／備考：参考文献の出典を明記すること。
レポート提出先・日程：教員宛にメールに添付して直接提出する。

文
人哲,
人倫

辻内 宣博 哲学倫理学特殊ⅠＡ 平常点

文 人人 常松 淳 人間科学諸領域Ⅲ

授業 終回に 2 回目の

レポート課題を発表しま

す。

文,法 人文,
法律

津曲 正俊 経済学Ⅰ／経済原論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 1 60 ４１２ 持込条件：不可

文 人文
テーボルト， ジ
ョセフ Ｒ 言語学特殊ⅩⅦ レポート

レポート題目：A pragmatic phenomenon you are interested in and want 
to understand better
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：縦書　／枚数：特に問わ
ない　／備考：1000-2000 words.
Details will be given in class. 
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 遠山 公一 西洋美術史概説ⅠＡ
レポート

平常点

レポート題目：詳細は授業支援システムで確認して下さい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（1200 字程度）　
／備考：図版用の頁を含む。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人日 徳永 健太郎 日本史特殊ⅠＨ レポート

レポート題目：授業で取り上げた論点を２つ以上取り上げ、自身の関心
に即してテーマを構成し、議論を展開してください。
・取り上げる論点は、１回の授業で複数を取り上げるのではなく、２回
以上の授業の中から取り上げてください。
・テーマ構成は、授業内容に即して日本中世史が望ましいですが、授
業で取り上げた論点を適切に理解し活用しているならば、必ずしも日
本中世史に限らずテーマを構成することも可とします。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（3000 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

23２０２１年度春学期末定期試験時間割【文学部】
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試験
時限

試験
時間

試験
教室
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文 人文 徳永 聡子 文献学の世界 レポート

レポート題目：「テクストと/の空間性」に関してあなた自身のテーマを設
定し、数回の講義内容にふれながら、独自の具体例を挙げて論じてく
ださい。レポートの 後には必ず参考文献表を付すこと。また文中でも
文献を引用したり、参考にして記した箇所には正確に註を付けて、出
典を明記すること。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：（2400 字程度）　／
備考：図表や参考文献、注は文字数には含めません。レポート冒頭に
タイトル、所属、学籍番号、氏名を記すこと（表紙は不要です）。詳細は
Canvas で確認してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人心 兎田 幸司 行動・学習心理学／行動分析学 レポート

レポート題目：講義で取り上げたテーマから 1 つ選んで、自分で調べた
内容について論述してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（以上）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文,経 人文,
経済

富村 圭 近代思想史Ⅰ／近代思想史ａ レポート

レポート題目：ヘーゲルによれば、近代の歴史とは主体的自由の発展
とその具体化の歩みであった。
そして市民社会においてはじめて、近代の主体〔個人〕はその主体的
自由を具体的に展開するに至ったのだという。
どういうことか、―近代における個人のあり方という点から説明しなさ
い。
・ 講義のなかで取り扱った題材を用いて具体的に論じること
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（1600 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人社 鳥越 信吾 社会学特殊Ⅶ レポート

レポート題目：授業内で取り扱ったテーマの中から任意に選び、自由に
論じなさい。なお、「授業内で取り扱ったテーマ」には、雑談でふれたも
のや例示なども含まれる。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2500 字以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人人 鳥山 理恵 人間科学特殊ⅩⅩⅠＡ
レポート

平常点

レポート題目：レポート課題の詳細については、授業内で案内します。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人美 内藤 正人 東洋美術史概説ⅠＢ

講義にて指定のレポート

（数回あり、全提出を義

務）

文 人文
中尾 知彦,赤
木 舞,堀田 治 アート・プロデュースⅠ

レポート

平常点

レポート題目：期末課題
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：レポートの提出期
限、字数、体裁等の詳細は「授業支援」から連絡する。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文
中尾 知彦,石
田 和晴,土屋 
隆英

アート・マネジメントⅠ
レポート

平常点

レポート題目：期末課題
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：レポートの提出期
限、字数、体裁等の詳細は「授業支援」から連絡する。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 中川 雅博 情報と倫理Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：毎回の講義の課題をまとめて提出して下さい。
詳細については、第 12 回目の講義資料に記載します。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／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
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文 人日 中島 圭一 古文書学Ⅲ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 3 40 １２２ 持込条件：すべて可

文 人文 中村 裕子 カウンセリング概論Ⅰ レポート

レポート題目：①身近な人の話を聴くときと、カウンセラーがクライエン
トの話を聴くときの異同について、授業内容を踏まえて説明してくださ
い
②カウンセラーの話の聴き方が、身近な人の話を聴くときに、どのよう
に役立つ可能性があるか、自分の考えを書いてください
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以上）　／
備考：参考文献（授業内で紹介した以外の文献でも可）を１冊以上つけ
てください
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 長岡 英 音楽史特殊ⅠＤ 授業内試験 7 月 8 日 （木） ４１３ 試験時　教室変更有（→４１３）

文 人東 長澤 裕子 東洋史特殊ⅠＣ
レポート

平常点

レポート題目：現在の東アジアの国際関係と歴史について、今学期の
学習内容と各自の学習内容を合わせてまとめて下さい。
レポート書式：書式：横書　／備考：○分量：3,000 字～4,000 字程度。
○注意：末尾に参考文献一覧を作成すること。
・出典の脚注、参考文献の記載は文字数に含まない。
〇提出形式：Word あるいは PDF ファイル。
・パソコンでの作成が難しい場合は、事前に要相談。）
〇締め切り 7 月 31 日（土）終日

レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人西 永山 のどか 西洋史特殊ⅠＡ

平常点

授業内レポートを課して

います。詳細は 5 月 23

日授業で周知済みです

（当日欠席した受講生

は、canvas の添付ファイ

ルをご覧ください。

文 人倫 奈良 雅俊 倫理学概論Ⅰ レポート

レポート題目：第 2 回から第 11 回までの授業のなかからどれか一つを
選び、授業内容を要約したうえで、あなたが学んだこと、考えたことを
述べてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：なお、インターネット上の文章をそのまま書き写したり、出典を明
示することなく引用したり、販売されているレポートや他人のレポートを
書き写したり、他人と共同でレポートを作成した場合は不正行為とみな
し、レポートを受理せず、不正行為が行われた旨を学部に報告します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
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文 人倫 奈良 雅俊 倫理学の課題Ⅰ レポート

レポート題目：人工妊娠中絶、生殖補助医療、子どもをデザインするこ
と、新遺伝学の４つのトピックの中から、あなたが関心をもったトピック
を一つ選び、なぜそのトピックに関心をもったのか、この授業で何を学
び、どんなことを考えたのかを述べてください。
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：（2000 字程度）　／備考：なお、イン
ターネット上の文章をそのまま書き写したり、出典を明示することなく引
用したり、販売されているレポートや他人のレポートを書き写したり、他
人と共同でレポートを作成した場合は不正行為とみなし、レポートを受
理せず、不正行為が行われた旨を学部に報告します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文,
文研

人哲,
人倫,
哲倫

成田 和信
哲学倫理学特殊ⅠＫ／倫理学特
殊講義Ⅰ

平常点

文 人文
桐島 美帆,新
倉 慎右,森山 
緑

芸術の現在Ⅰ レポート

レポート題目：3 ⽰の担当教員の講義テーマの中から各⽰ 1 つ選択し、
授業で扱ったテーマや作品等をベースにして問題を設定した上で、各
自の問いを立てて考察してください。授業内容をまとめただけのもの
は、不可とします。1200 字から 2000 字程度。

＊詳細は「授業支援」の「レポート」で課題と形式を必ず参照してくださ
い＊
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：＊提出形式の指定がありますので、必ず「授業支援」の「レポー
ト」で課題と形式を参照してレポートを作成してください。
＊形式不備の場合は提出を受け付けません。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 新作 慶明 仏教学概論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：「次の（a）～（d）の中から１つ選び（複数でも可）、関連す
るテーマを自ら設定し、授業の内容を説明した上で、その現代的意義
について考察しなさい。」

（a）縁起　（b）成道　（c）中道　（d）無我
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以上）　／
備考：注意事項等を配付した説明文書にて確認すること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 新見 隆 美術史特殊ⅠＡ 平常点

文 人図 西川 和 印刷メディア
レポート

平常点

レポート題目：授業支援システムで公開(書式等も授業支援システムで
の指示に従ってください)
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人美 西川 尚生 西洋音楽史概説ⅠＡ
レポート

平常点

レポート題目：詳細は Canvas LMS で確認してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人教 西澤 直子 教育学特殊Ⅵ レポート

レポート題目：7 月 5 日の授業日に発表しますので、授業支援のレポ
ート機能を確認してください。
レポート書式：備考：字数はレポート機能を確認してください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人社 西田 公昭 社会心理学特殊Ⅴ 平常点
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文 人民 楡井 尊 民族学考古学特殊ⅩⅡ レポート

レポート題目：１．花粉分析の方法を簡潔に記載し，結果から考えられ
る古環境について自分なりに考察を述べてください。データの問題点，
疑問点があれば，それも記してください。
２．大型植物化石，微粒炭，プラントオパールなど，花粉分析と異なる
手法の特徴（有利な点不利な点）を箇条書きで記してください。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
特に問わない　／備考：分析結果を反映したダイアグラムと集計表は
教材配布で配りますので，その資料を使用して１の課題は考えてくださ
い。
枚数は指定しませんが，簡潔に書いてください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人人 丹羽 朋子 人間科学特殊ⅩⅩⅦＡ レポート

文 人社 丹羽 充 宗教学Ⅰ レポート

レポート題目：この授業を通して宗教について学んだことや考えたこと
を明示した上で（複数あっても構わない）、それらを今後どのように活か
すことができるのか具体的に述べなさい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／枚数：（2000 字
程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人人 ヌデ島 次郎 人間科学特殊ⅩⅩⅤＡ レポート

レポート題目：科学技術文明における人類学的課題について
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（1200 字程度）　
／備考：レポート課題詳細は、7 月 7 日講義 終回において提示す
る。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人図 根本 彰 図書館基礎Ⅱ 平常点

文 人西 野々瀬 浩司 西洋史概説Ⅲ
レポート

平常点

レポート題目：2021 年度春学期「西洋史概説Ⅲ」定期試験代替レポー
ト
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（5000 字以
上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文
人哲,
人倫

野元 晋 哲学倫理学特殊ⅠＣ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 4 60 ５１２ 持込条件：すべて可

文 人東 野元 晋 東洋史特殊ⅠＡ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 4 60 １０６ 持込条件：すべて可

文 人文 萩原 豪人 カウンセリングワークショップⅠ レポート

レポート題目：テーマ：『私の話の聴き方　－得意なところと今後取り組
んでいきたいところ－』

授業内容とご自身を振り返り、自分の話の聴き方を分析してみてくださ
い。そして、得意だと感じるところと、今後伸ばしていきたいところ、目指
したい方向を記してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚（1200 字程度）　
／備考：提出締切：7 月 22 日（木）23 時 59 分　まで
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人西 長谷川 敬 西洋史概説Ⅰ レポート

レポート題目：後日、「授業支援」の「レポート」において題目を発表しま
す。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／備考：字数につ
いても、後日レポート題目と共に発表します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人西 長谷川 岳男 西洋史特殊ⅠＥ 授業内試験 7 月 5 日 （月）
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文 人東 長谷部 史彦 東洋史概説Ⅸ 平常点

文 人東 長谷部 史彦 東洋史特殊ⅠＧ 平常点

文 人中 波多野 眞矢 中国文化特殊ⅠＢ
レポート

平常点

文 人英 波戸岡 景太 米文学Ⅲ レポート

レポート題目：【期末レポート内容】
（１）教科書『映画ノベライゼーションの世界』を再読し、「なぜ映画はノ
ベライゼーションを必要とするのか」を多角的に論じなさい（1200 文字
以上：英単語は 1 文字でカウント）。
（２）自分の一番好きなアメリカ製の映画（ドラマも可）のタイトルをあ
げ、任意のシーンを、800 文字程度でノベライズし、工夫した点につい
ても 200 文字程度で説明しなさい。なお、できれば当該シーンのキャプ
チャ画像を付けること。

【期末レポートの形式】
（１）Word
（２）A4 横書
（３）表紙なし、枚数指定なし
（４）氏名、学年、専攻、学籍番号を文章トップに明記すること
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

文 人西 早川 理穂 西洋史特殊ⅠＦ レポート

レポート題目：フランスのアンシャン・レジームから近代における子供た
ちの境遇とそれを取り巻く社会のありようについて述べよ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（2000 字程度）
レポート提出先・日程：7 月 22 日（木）までに rihohayakawa@keio.jp に
提出すること。

文 人教 林 安希子 教育学特殊ⅩⅢ
レポート

平常点

レポート題目：ミニプロジェクトレポート:
本授業では、「国際化の中で育つ子ども・育てる子ども」にまつわる色
々な テーマを扱ってきました。その中であなたがもっと深めたいと思っ
たテーマ (授業)は何ですか。なぜもっと深めたいと思ったのでしょう
か。あなたが もっと知りたいと思った点はなんですか。それらについ
て、下記 5 つの要素全てを含めたレポートを提出してください。
1) テーマ
2) 疑問点
3) 研究法
4) データ
5) 発見・結論
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚　／備考：A4 で
5~7 枚、名前、学科、学年、学生番号を 初のページに記入して下さ
い。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 林 温 美術史特殊ⅠＦ 平常点
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文 人倫 林 文孝 東洋倫理思想Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：中国哲学史における○○――『××』、『●●』、『△△』
・上記の形式で表題を付けて論じること。
・「○○」は、自らが設定した観点を表すキーワードを入れる。
・副題部分には、中心的な材料として取り上げる中国哲学史上の文献
資料名を３つ挙げる。その３つは、今期の授業で「特定テーマ研究」に
取り上げた中から選ぶこと。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）　／
備考：課題の詳細は第 11 回授業用資料ならびに Canvas LMS での課
題説明を参照。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人人 林 洋一郎 人間科学特殊ⅩⅩⅩⅢＡ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 60 １０９ 持込条件：A4 の自習ノートのみ持ち込みを可能とする。のみ可

文 人美 原 浩史 美術史特殊ⅠＣ レポート

レポート題目：　授業で取り上げた日本・東洋の彫刻作品から 1 件選
択し、その作品について適切な問題を一つ設定して、自らの考えを根
拠とともに論述せよ。

　また、以下の点に留意すること。
　1．授業内容をふまえること。
　2．序論で選んだ作品と問題を明らかにすること。
　3．適切な参考文献を必ず 3 件以上参照すること。
　4．註を付けること。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（2500 字程
度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人西 原田 亜希子 西洋史特殊ⅠＣ レポート

レポート題目：近世イタリアにおける国家とはどのようなものであり、ど
のように領域統治を行っていたのか、具体例を挙げながら、その特徴
を論じてください。なお参考文献を使用する際は、使用した文献情報を
注に記してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人英 原田 範行 英文学Ⅴ レポート

レポート題目：Charlotte Bronte, Jane Eyre の作品分析に関するレポー
ト（詳細は、授業時に説明します。）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 樋笠 勝士 美学概論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：「美学概論」の授業内容から着想を得た自己の問題意
識に沿って、「美」「感性」「芸術」のテーマのうちから一つを選び、①「美
学概論」の内容における自己の問題意識の位置づけを明確に示し、そ
の上で、②選んだテーマについて、各自のリサーチに基づいて自由に
論じてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）　／
備考：「授業支援」にてお知らせしますが、詳細はズームミーティングに
て説明します。締め切り等についても相談で決めます。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人社 俵木 悟 文化人類学特殊Ⅹ レポート

レポート題目：授業支援「レポート」にあげた「学期末課題レポートにつ
いて」に従って、課題レポートを作成すること。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人英 平賀 優子 英語学Ⅴ
レポート

平常点
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文 人独 平田 栄一朗 ドイツ文化研究Ⅲ レポート

レポート題目：今学期の授業内容に関連するテーマを一つ選び、それ
について３０００字程度で論じてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）　／
備考：提出は Cancas LMS を通じて提出していただく予定ですが、場合
によっては授業支援「レポート」から提出していただくことになるかもし
れません。
この点については授業等で改めてお知らせします。
なお提出締め切りは 7 月 26 日（月）を予定しています。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 福士 理 博物館展示論Ⅰ レポート

レポート題目：以下の設問①②のうちひとつを選んで 800 字程度で記
述せよ（記述にあたってはどの設問を選んだか明記のこと）。
①美術館の活動における展示の役割と意義について考えるところを述
べよ。
②講義のなかで興味を覚えた点をあげ、それについて自分のいままで
の美術体験、芸術体験とのかかわりから述べよ。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（800 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人図 福島 幸宏 情報管理基礎Ⅱ 平常点

文 人文

西川 尚生,福
田 弥,永井 玉
藻,新田 孝行,
丸山 瑶子

音楽学Ⅲ 平常点

文 人美 福田 弥 西洋音楽史概説ⅠＢ レポート

レポート題目：授業内にて指示
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／枚数：（2000 字
程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文

神崎 忠昭,長
谷部 史彦,山
道 佳子,勝沼 
聡,長谷川 敬,
藤木 健二

地中海の歴史世界 平常点

文 人東 藤木 健二 東洋史概説Ⅵ 平常点

文 人教 藤澤 啓子 教育心理学概論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 3 40 ５２８ 持込条件：不可

文 人日 藤本 誠 日本史特殊ⅠＤ レポート

レポート題目：①古代仏教説話集の史料的特質について、具体的な史
料をあげながら説明してください。

②史実と表象の関係について述べた上で、両側面から歴史を考えるこ
との意味や可能性について、授業内容を踏まえながら、あなたの考え
を述べてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：4 枚（4800 字以上）　
／備考：①②の各課題について、A4・各 2 枚(2400）以上でまとめてくだ
さい。提出の締切については、Canvas LMS にて連絡済みです。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文 人独
ベッカー， アン
ドレアス

ドイツ文化研究Ⅰ

レポート

Homework, two scored 

essays

レポート題目：Essays about a topic of the class, regularly homework
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
特に問わない　／備考：The students have to write two essays in june. 
Also there is regularly homework done.
レポート提出先・日程：The students have to write two essays in june. 
Also there is regularly homework done.

文 人文 星 浩司 言語学概論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：今学期扱った音声学、音韻論、形態論のいずれかの内
容と関連するテーマと特定のリサーチクエスチョンを自分で設定し、参
考文献を引用しながら、そのリサーチクエスチョンに対する自分なりの
解答を示すこと。
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：Canvas LMS より提出

文,経 人文,
経済

細野 喜代 美術Ⅰ／美術ａ レポート

レポート題目：問 1　全 13 回の講義の中で、 も印象に残った作品を
1 点選び、基本情報を書きなさい。
問 2　なぜその作品が一番印象に残りましたか。
問 3　その作品の様式を説明しなさい。
問 4　その作品の作品叙述をしなさい。
問 5　その作品が有してた意味、果たしていた役割・機能、あるいは制
作された歴史的背景を述べなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2400 字以下）　／
備考：選ぶ作品は、絵画、彫刻、建築、工芸品など何でも構いません。
また、パワー・ポイントで紹介した作品だけでなく、動画で見た作品も
OK です。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人英 堀田 隆一 英語学Ⅶ
平常点

授業内試験
7 月 7 日 （水）

文 人英 堀田 隆一 英語史Ⅰ
平常点

授業内試験
7 月 8 日 （木）

文 人英 堀田 隆一 古代中世英語学Ⅰ
平常点

授業内試験
7 月 6 日 （火）

文,
文研

人文,
英文,
独文

堀 啓子 比較文学Ⅰ レポート

レポート題目：「明治期以降に成立した日本の文学作品のうち、外国の
文学作品から影響を受けて成立したものをひとつ挙げ、その影響がど
のようなものであり、原作の存在がその作品成立にどのように寄与し
たのかを講義内容をふまえて、2000～2500 字で論じなさい。（ただし出
席率が規定を満たした履修者のみ提出可。）」
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
特に問わない　／備考：提出期限等の詳細につきましては、第７回（５
月２４日配布）の授業資料をご確認ください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
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文 人民 堀内 秀樹 民族学考古学特殊ⅩⅨ レポート

レポート題目：民族学考古学特殊 ⅩⅨ　期末レポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）　／
備考：○レポート課題
　講義で使用した近世考古学研究に関連する語句（たとえば、「遺
跡」、「遺物」、「伊万里」、「消費」、「文化」あるいはより具体的な「江戸
遺跡」、「沈船資料」など）を 2 つ取り上げ、
①それが何であるかを説明した上で、
②近世考古学を研究する上で重要と思われる点について自分の意見
を述べなさい。
③とりあげる２つのテーマは自由であるが、近世考古学研究成果ある
いは講義の内容を踏まえて記述して欲しい。

○書式
　・分量は、３０００字程度（ワードあるいは PDF 形式で作成）
　・説明の際の図・表・写真（インターネット内の写真の引用可）などの
使用も可
　・引用、参考にした文献をつけること
　（レジュメは引用、参考可。インターネット内の情報は参考可、引用不
可）
    ※可能か限りネットで開示されている図書館の書籍などを利用してく
ださい。
　・名前、学籍番号、所属課程を必ず記入すること

○締切
　２０２１年７月２０日（火）厳守！

○提出先
　・授業で提出
　・授業支援

レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人図 堀川 貴司 書誌学Ⅰ レポート

レポート題目：書誌調査カードの提出
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：1 枚（程度）　／備
考：指定した用紙を使用するか、それと同様のものに記入して提出す
ること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
授業教室 7 月 7 日 （水）

文 人文 本間 猛 言語学概論Ⅲ
レポート

平常点

レポート題目：「授業支援」の「レポート」の機能を用いて、お知らせしま
す。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文,
文研

人美,
美学

本間 友 美術史特殊ⅠＧ／美学芸術学研
究Ⅴ

レポート

平常点

レポート題目：春学期の講座に対する Reflective Notes。内容の詳細
は、講義内で説明します。
レポート提出先・日程：Google Classroom から提出

文 人英 前沢 浩子 英文学Ⅲ レポート

レポート題目：Shakespeare 作品論
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）　／
備考：春学期に扱った３作品の中から選んで作品論を書いてください。
長さは特に定めませんが、引用部分を除いて 3000 字程度を、おおよ
その目安とします。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文 人日 前田 廉孝 日本史特殊ⅠＧ レポート

レポート題目：本講義の内容に即し，日本における近代経済成長のメ
カニズムを近世・近代の連続性，資本形成，技術伝播，松方デフレ，企
業勃興との関連に着目し、具体的事例を交えながら論ぜよ。なお，パ
ラグラフライティングができていない場合は単位認定の対象から除外
する。字数は指定しないが，明瞭かつ簡潔に記述すること。作成に際し
ては別紙「レポート採点基準」を参照し，作成時に用いた参考文献は必
ず明記せよ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：授業支援システムより配布の所定書式を使用し，pdf ファイルで提
出すること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人教 真壁 宏幹 教育学史Ⅰ レポート

レポート題目：教育学史 I： 終レポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）　／
備考：詳細は Canvas の１３回「 終レポート」を参照してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 真壁 宏幹 博物館と教育 レポート

レポート題目：「博物館と教育 A： 終レポート」
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字以上）　／
備考：詳細は Canvas の 13 回「 終レポート」の説明を読んでくださ
い。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人教 間篠 剛留 教育学特殊Ⅹ 平常点

文 人文 松井 憲太郎 映画演劇論Ⅲ レポート
レポート題目：詳細は授業支援システムで確認してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文,経 人文,
経済

松浦 聖子
法学Ⅰ（憲法を含む）／法学ａ（憲
法を含む）

レポート

レポート題目：■課題　次の 3 つのテーマ課題から 1 つを選び、レポー
トを作成しなさい。

A　法と道徳の関係
わが国で法と道徳が交わる領域を具体的に提示し、その問題点や課
題を自由に論じなさい。
B　司法制度改革について
「裁判員制度の導入」「法科大学院制度の導入」など司法制度改革とし
て行われた改革点を
1 つ取り上げ、その進捗状況や課題、新たに生じた問題点などを踏ま
え、国民・市民の立場から考えを述べなさい。
C　時効制度は「悪法」か
刑事法上の公訴時効、または民事時効における債権の消滅時効につ
き時効制度が存在することの当否を自由に論じ、自分の考えを述べな
さい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（3600 字程度）　
／備考：■形式
　・表紙、本文、参考文献リストを PDF で提出すること。
　・本文は、A4 横書き／40 字×30 行で作成し 3 枚以内とすること。
■提出期限
提出期限：2021 年 7 月 26 日（月）
授業支援ページにて PDF で提出すること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人教 松浦 良充 比較教育学Ⅰ レポート
レポート題目：題目・書式等は、ともに Canvas LMS 上で告知します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文 人文 松岡 和美 言語学特殊ⅩⅤ

平常点

授業内で課されるレポー

ト

文 人日 松方 冬子 日本史特殊ⅠＦ
レポート

平常点

レポート題目：この授業で、自分の研究や人生について役に立ったこと
を書いてください。役に立たなかったとしたら、なぜかを書いてくださ
い。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚（程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美
望月 典子,松
澤 慶信

芸術学Ｅ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 2 60 １３１Ａ 持込条件：不可

文 人英 松田 隆美 英文学ⅩⅤ レポート
レポート題目：レポートの詳細は授業で指示する
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人英
井出 新,松田 
隆美

英文学史Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 1 60 ５２７ 持込条件：不可

文 人社 松前 もゆる 文化人類学特殊Ⅱ レポート

レポート題目：授業でとりあげた内容（テーマや議論）に関連して各自
問いを 1 つ設定し、それに関するヨーロッパにおける具体的な状況を
調べたうえで、日本における状況と比較しながら考察してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以上）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人図 松本 直樹 図書館の制度と経営 平常点

文 人英 松本 朗 英文学ⅩⅢ
レポート

平常点

レポート題目：講義で扱った下記の作家から 1 名を選び、その作家の
作品が戦争をいかなるかたちであらわしているのかを考察するレポー
ト（論文）を書いてください。レポートの分量は 4,000 字以上（多い分に
はかまいません）。Word File で提出してください。Thesis Statement が
記されていて、その主張のための分析がなされている構成の整ったレ
ポートの提出をお願いします。講義で聞いたことをまとめただけでなく、
自分なりの分析が少しは入っていることをお願いしたいと思います。末
尾には参考文献をつけてください。

(a) War Poets
(b) Elizabeth Bowen
(c) Virginia Woolf
(d) Evelyn Waugh
(e) Kazuo Ishiguro
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文,
文研

人哲,
人倫,
哲倫

三重野 清顕
哲学倫理学特殊ⅠＭ／倫理学特
殊講義Ⅲ

レポート

文 人社 三尾 裕子 比較文化論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：CANVAS に直接掲示します。
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：Canvas LMS より提出

文 人社 三尾 裕子 文化人類学概論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：CANVAS に直接掲示します。
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：Canvas LMS より提出
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文 人英 水谷 八也 米文学Ⅴ
レポート

平常点

レポート題目：『ガラスの動物園』作品論：現在上演する意義、魅力に
ついて
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人心
川畑 秀明,皆
川 泰代

知覚心理学 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 50 ５１２ 持込条件：不可

文,
文研

人哲,
哲倫

峯島 宏次,岡
田 光弘

現代論理学の諸問題Ⅰ／哲学特
殊講義Ⅲ

平常点

文,
文研

人哲,
人倫,
哲倫

峯島 宏次,岡
田 光弘

哲学倫理学特殊ⅠＩ／哲学特殊講
義Ⅸ

平常点

文 人哲 峯島 宏次 論理学入門Ⅰ 平常点

文,商 人文,
商

三宅 舞 映画演劇論Ⅰ レポート

レポート題目：本授業で扱う作品以外の映画作品（ジャンルとして「映
画」とされるもの）を取り上げ、「笑い」「音楽」「孤独」「観客の欲求」のど
れかの観点から論じてください（上記の４つ以外のテーマでも結構で
す）。

指定字数：6,000～10,000 字（過度に不足または超過しないこと）
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
（10000 字以下）　／備考：扱う作品は基本的に 1 作品としますが、場
合によっては複数になっても構いません（ただし、議論の展開上妥当と
思われる場合のみ）。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人中 宮下 聖俊 中国文学特殊ⅠＢ レポート

レポート題目：「古典作品の新解釈は可能か？」
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3600 字以上）　／
備考：必ず、今期のこの授業内容を何らかの形で引用して言及してくだ
さい。
可能だという立場から論じても、不可能だという立場から論じても構い
ません。
こちらが重要視するのは、問題をどのように分析し整理して論じている
か、論理展開のために挙げている具体例が適切かどうか、という構成
と論理の部分です。

可能だという立場をとるなら、如何にすれば可能かを整理して論じるこ
と。
例えば、次のような視点は少なくとも持つことになりそうですね。
問題点はどこにあり、どうすればそれを回避できるか・それでもなお残
る問題点はあるか・なぜその問題点は残るのか・残るのだとしたら、ど
こに如何に注意して対応すべきか…等々

不可能だという立場をとるなら、なぜ不可能なのかを整理して論じるこ
と。
こちらも、例えば次のような視点は少なくとも持つことになりそうです
ね。
問題点はどこにあり、どうしてそれを回避できないのか…等々。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人図 宮田 洋輔 情報管理基礎Ⅱ 平常点
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文 人仏 宮林 寛 フランス文学と近代Ⅲ
レポート

平常点

レポート題目：ベルギー仏語文学の作品を一つとりあげ、授業の内容
を参考にしながら論じなさい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／枚数：（2000 字
以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人東 村松 弘一 東洋史特殊ⅠＥ 平常点

文 人東 持田 洋平 東洋史特殊ⅠＤ レポート

レポート題目：授業内で取り上げた論文・書籍を対象として、その内容
の要約および考察。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／枚数：（6000 字
以下）　／備考：文字数は 4000 字以上、6000 字以内（前半 2000-3000
字程度、後半 2000-3000 字程度が望ましい）。word ファイルか pdf の
形態で提出。詳しい内容は授業内にて説明を行う。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 望月 典子 西洋美術史概説ⅠＢ レポート
レポート題目：授業支援で指示。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人社 本林 響子 文化人類学特殊Ⅰ レポート

レポート題目：2021 年度　春学期　文化人類学特殊 I　 終レポート課
題

次の 3 つの問いから <1 問を選んで> 、回答してください。

（１）　
4 月 30 日の【資料２】として挙げた〈小山 2008〉を読み、日本における
記号論の受容について小山が述べている問題点をまとめ、それに対
するあなたの立場を述べてください。

必要に応じて、4 月 23 日の【資料１】〈エーコ／池上訳 2013〉、同日【資
料２】〈ドヴァール／大沢訳 2017〉、4 月 30 日の【資料１】〈Kockelman 
2010〉、同日【資料３】〈Howkes 1977〉等も参照してください。

（２）
5 月 21 日の【資料１】として挙げた〈アンダーソン 2007〉を読み、国民国
家と出版資本主義と言語の関係についてのアンダーソンの論の趣旨
をまとめ、それに対するあなたの考えを、あなたが生きる現代の文脈と
の比較から、述べてください。

必要に応じて、5 月 21 日の【資料２】〈イ 1996〉、6 月 4 日【資料１】〈佐
野 2017〉6 月 11 日【資料１】〈ベック 2005〉等も参照してください。

（３）
6 月 18 日【資料１】〈庵 2019〉と同日【資料３】〈安田 2013〉を読み、「や
さしい日本語」についてのそれぞれの主張をまとめた上で、「やさしい
日本語」の社会的意義について、あなたの考えを述べてください。

必要に応じて、同日【資料２】（特に PDF ４ページ目にある同書裏表
紙）他を参照してください。

レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（以下）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
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文,商 人文,
商

籾内 裕子 ロシア文学Ⅰ レポート

レポート題目：講義で扱ったテーマ・内容・作品・作家などに関し、さら
に追及したい点や疑問に思った点を挙げて分析して下さい（論点がロ
シア文学から離れないよう注意すること）。論じる内容が明確になるよ
う、レポートタイトルは各自で設定して下さい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：（1）日本語レポートとしての体裁を整えること。（論旨にそって段
落を分け、段落冒頭は一字下げること、句読点を行頭に出さないことな
ど。）
（2）他者の意見を用いる場合は、自分の意見と明確に区別し、引用元
を示すこと。
（3）作品のあらすじは不要。
（4）PDF ファイルで提出。
（5）締め切り：7 月 21 日（水）23:59 厳守
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 森 功次 美学特殊ⅠＢ
レポート

平常点

レポート題目：別紙参照.
詳細は Cancas LMS の課題のところを見て下さい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／枚数：
特に問わない
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 森井 順之 博物館資料保存論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：1. 屋外にある博物館資料を一つ選んで 
 1)劣化と見られる箇所がわかるよう写真を貼り付け、劣化の 内容を答
えなさい 
 2)どのような解決策が考えられるか答えなさい

2. 近くにある博物館施設(小さな資料館でも可)を一つ訪れ、 IPM につ
いてどのような取り組みを行っているか、3 つ以上答 えなさい。その時
に、五段階コントロールのうちどれに当てはま るかも明記しなさい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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
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文 人社 森川 剛光 社会学史Ⅰ レポート

レポート題目：以下の課題 A、B のいずれかついて文献を調べ、読解
した上で、レポートを 3000 字程度で作成し、期日(2021 年 7 月 25 日
23 時 59 分)までに pdf 形式で提出しなさい。
注意：
1. 引用箇所は引用符で明確にすること。
2. アカデミックライティングの規則を遵守すること。
3. 使用した文献、資料はリストにして、レポート末に添付すること。
なお文献リストは指定字数にカウントしない。
4. 以上、１，２，３が守られていない場合は、剽窃とみなし、不合格
とする。
5. レポート末に字数を記載すること。
6. ここにあげた参考文献は読むことを推奨するが、使用しなくても
よい。
7. もちろん他の文献も用いてもよい。

課題 A：
道徳的権威や非合理な信念無しに「社会秩序」は成立するか？必要で
あるとしたらどの程度か、その程度は歴史において変動するか論じな
さい。また変動するとしたら主に何によって変動するのかについても触
れなさい。その際に人間の行為と社会秩序の概念を、それぞれの社会
学者に即して論じることから始めること。

参考文献：
エミール･デュルケム『社会分業論』（邦訳は各種あり）
マックス・ヴェーバー『社会学の根本概念』（岩波文庫）
マックス・ヴェーバー『権力と支配』（＝「支配の諸類型」、「支配の社会
学」）講談社学術文庫（創文社版もあり）
ゲオルク･ジンメル「いかにして社会は可能化についての捕論」『社会
学』上、白水社、2016 年、37-57 頁
タルコット･パーソンズ『社会的行為の構造』全５冊、木鐸社
（出版年を記さなかったものはどの版を用いてもよい）

課題 B：
社会学を学ぶ上で、社会学史を学ぶことの意味について考察し、論じ
なさい。その際に第一講で触れたポパー＝クーン論争には必ず触れ、
以下の用語を必ず用いること。知の蓄積、学（ディシプリン）の統一性、
学（ディシプリン）の歴史、パラダイム、問題設定、学（ディシプリン）の
自己理解、反省性（再帰性）。

参考文献：
I・ラカトシュ/A・マスグレーブ編『批判と知識の成長』木鐸社、1990 年
トーマス･クーン『科学革命の構造』みすず書房、1971 年
村上陽一郎編『現代科学論の名著』中公新書、1989 年
中山康雄『パラダイム論を超えて——科学技術進化論の構築』勁草書
房、2016 年
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）　／
備考：ワードではなく、pdf で提出すること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
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文 人社 森川 剛光 知識社会学Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：レポートの課題：
• 指定文献の要約
• 著者の論点の整理。これは指定文献内部のものでも、それ以外
で学習した論点を含んでいても構いません。
• 著者の論点に対する諸君の評価、批判。ただし、この評価・批判
は論理的・学術的に根拠づけられていなければなりません。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人日 谷ヶ城 秀吉 日本史特殊ⅠＢ 平常点

文 人英 八木橋 宏勇 英語学Ⅲ レポート

レポート題目：関心がある言語現象を一つ取り上げ、メンタルコーパス
の観点から論じてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／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

文 人東 矢久保 典良 東洋史特殊ⅠＪ レポート

レポート題目：授業内で提示された題目について、指示の通りレポート
を作成してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（2000 字程度）　
／備考：内容、書き方や締め切りなどといった詳細は、すでに（時間割
発表より前に）授業中で説明いたしましたが、Canvas LMS を用いて出
題していますので、そこにも詳細を提示しています。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人民 山口 徹 民族学考古学特殊Ⅴ
レポート

平常点

レポート題目：レポート課題は、講義のなかてアナウンスします。
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：Canvas LMS より提出

文
人哲,
人倫

山田 竹志 哲学倫理学特殊ⅠＨ
レポート

平常点

レポート題目：ダメットないし反実在論に関連する論文 1 本（日本語な
いし英語）を要約の上、この講義で示された立場との異同について検
討すること。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／枚数：（4000 字
程度）　／備考：字数は目安。欠陥がある場合（ごく一部の要約にしか
なっていない、講義で示された立場をどう踏まえているかわからない、
など）、各欠陥項目ごとに 5～10 点減点する。山田からのコメントを付
けて返却する。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人国 山中 玲子 国文学Ⅶ レポート
レポート題目：詳細は授業支援システム、Canvas LMS で確認してくだ
さい
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人教 山梨 あや 教育学概論Ⅰ 平常点

文 人西 山道 佳子 西洋史概説Ⅴ
レポート

平常点

レポート題目：授業内容をふまえたブックレポート（内容や要件は授業
の中で指示する）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1500 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人心 山本 淳一 発達心理学 レポート
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文 人教 山本 正身 教育史Ⅰ レポート

レポート題目：江戸時代と明治時代との教育政策について、いかなる
側面が断絶し、いかなる側面が連続すると考えることができるのか、ま
た断絶・連続の両側面をどう評価することができるのか、貴君なりの論
考を試みなさい（論述は、講義内容を踏まえたものであること）。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 横道 仁志 美学特殊ⅠＤ
レポート

平常点

レポート題目：本授業で学んだ哲学・神学上の理論、概念を用いて任
意の芸術作品、美的体験について論じてください。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人倫 吉永 明弘 倫理学の課題Ⅲ レポート

レポート題目：環境倫理学について高校生に分かるように説明しなさ
い。オーソドックスな説明ではなく、
具体例を用いたり、自分の問題関心を前面に押し出したりすることによ
り、
高校生が興味をもてるように記述すること。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

文 人独
ヨッホ， マルク
ス

現代ドイツ研究Ⅰ
homework and regular 

participation

文 人民
蔦谷 匠,米田 
穣

民族学考古学特殊Ⅳ
レポート

平常点

レポート題目：次の課題のうち１つを選択して、A4 用紙 2 枚程度でまと
めて下さい。参考にした文献は必ず明記して、適切に引用しててくださ
い。
提出方法は、ファイルのアップロードです。ファイル形式や書式は問い
ませんが、レポートして不適切なものは減点の対象とします。
7 月 29 日（木）17 時を締め切りとします。

課題：
1）縄文時代のイノシシ家畜化とその生物学的証拠についてまとめて下
さい。
2）世界で 古の土器はどうのように年代が測定されたかについて調
べてください。
3）中国黄河流域の新石器時代人がどのくらい雑穀を食べていたかに
ついて、調査方法と結果についてまとめて下さい。
4) あなたの身の回りの進化的ミスマッチまたは自然主義的誤謬につい
て論じてください。
5) 古代ゲノミクスと古代プロテオミクスの研究で何がわかるかをまとめ
てください。
6) なぜヒトの子育ては大変なのか、進化の視点から説明してください。
以上
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（2000 字程度）　
／備考：７月 29 日（木）17 時を締め切りとします。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文
人哲,
人倫

頼住 光子 哲学倫理学特殊ⅠＥ

平常点

授業の中で今後、字数、

締切も含めて指示いたし

ます。

文 人倫 頼住 光子 日本倫理思想Ⅰ
平常点

授業に関する課題提出

文
人哲,
人倫

渡辺 和典 哲学倫理学特殊ⅠＧ レポート
レポート題目：詳細は授業中にお知らせいたします。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人民 渡辺 丈彦 民族学考古学特殊Ⅸ
レポート

平常点

レポート題目：洞窟(岩陰遺跡を含む)の発掘調査報告書を１冊選び、
まず熟読してください。
報告書は、三田図書館で冊子体の報告書を選ぶか、全国遺跡報告総
覧(https://sitereports.nabunken.go.jp/ja)にアクセスし、「洞窟」「洞穴」「岩
陰」を検索キーワードにして、PDF 版の洞窟遺跡発掘調査報告書をダ
ウンロードして使用してください。その上で、人類の洞窟利用の在り方
を考える上で必要な項目・内容が、報告書の中に十分記載されている
かを論じなさい。詳細は講義動画を参照。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人教 渡邊 福太郎 教育学特殊Ⅲ 平常点

文 人文 渡部 直也 言語学特殊Ⅰ 授業内試験 7 月 9 日 （金）

文 人美
辻 泰岳,和田 
菜穂子

美術史特殊ⅠＢ レポート

レポート題目：website「授業支援」で詳細を告知します
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：website「授業支援」
で詳細を告知します
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人教 和田 悠 教育学特殊Ⅷ
レポート

平常点

レポート題目：松田道雄の著作を 低 1 冊を読んだ上で、松田の思想
の特徴やそこから見えてくる同時代の社会と教育について論じてくださ
い。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
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