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文 人人 赤川 学 人間科学特殊ⅩⅩⅣＡ
レポート

平常点

レポート題目：試験に代わるレポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚（1600 字）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 赤塚 健太郎 音楽史特殊ⅡＢ レポート

レポート題目：「「バロック・ダンス」の知識や経験はバロック音楽の演
奏に役立つ」との意見に対し、自身の見解を述べなさい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／備考：
必ず詳細を Canvas LMS にて確認すること
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人中 秋谷 幸治 中国文学特殊ⅡＢ レポート

レポート題目：文芸における「型」と「型破り」についてあなたの考えを述
べて下さい。
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：いつも課題を提出している秋谷のメールアドレ
スまで、添付ファイルにて送って下さい。締め切りは 2022 年 1 月 11 日
（火）9:00 までです。

文 人中 浅野 雅樹 中国語学概論Ⅱ 授業内試験 1 月 19 日 （水）

文 人中 浅野 雅樹 中国語学特殊ⅡＢ 授業内試験 1 月 20 日 （木）

文 人日 浅見 雅一 日本史特殊ⅡＡ

レポート

オンライン授業を視聴済

みであることを前提とす

る。

レポート題目：【課題】キリシタン宣教師にとって日本はいかなる存在で
あったか
その際、以下の条件を満たすこと。
①8,000 文字以上とし、Word ファイルで提出すること。
②文書末またはページ末に注を付すこと。
③史料（翻訳でもよい）を 2 点以上利用すること。
④参考文献（史料を含まない）を 5 点以上利用すること。
⑤提出締め切りは 1 月 23 日（日）23:59 とする。
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 人社 芦田 裕介 社会学特殊Ⅴ レポート

レポート題目：【詳細は授業内での配布資料を確認すること】
講義の内容を踏まえて以下の課題に答えなさい。
授業内で扱った食と農に関する問題について一つ取り上げ、以下の 3
点についてあなたの意見を述べなさい。
①どうしてその問題に関心を持ったのか
②問題の原因はどこにあると考えられるか
③その問題を解決するために必要なことは何か

②と③については、必ず自分の考えの根拠を示してください。
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：授業支援「レポート」より提出

文 人社 渥美 一弥 文化人類学特殊ⅩⅠ 平常点

文 人文 姉崎 智子 博物館学特論Ⅲ
平常点

課題の提出状況と内容

文 人社 阿部 朋恒 文化人類学特殊Ⅷ レポート
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文 人西 綾辺 昌朋 西洋史特殊ⅡＪ レポート

レポート題目：1933 年 11 月、カリフォルニア州サンホぜで誘拐殺人犯
２人が留置場から引きずり出され、市内の公園で大勢の人々が見てい
る前でリンチされた。事件後、州知事ジェイムズ・ロルフは“The people 
make the laws, don’t they?と言ってリンチを容認した。授業資料をよく
読み、知事の発言の意味を説明しなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚　／備考：詳細
は授業支援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Ⅱ 授業内課題（レポート）

文 人美 荒木 文果 美術史特殊ⅡＡ
レポート

平常点

レポート題目：「①15 世紀のシスティーナ礼拝堂壁画装飾事業におけ
るボッティチェッリの競合意識について、講義の内容をふまえてまとめ
ましょう。②また世の中を見渡し、視覚的に競合意識が現れている例
がないか探して報告してください。」
※1000 字程度以上。長い分は構いません【歓迎】。
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：
（1000 字以上）　／備考：評価方法：レポート 4 割・平常点 6 割
レポート課題：1 つ。Canvas を通して PDF で提出。
締切：1 月 23 日（日）まで（厳守）
※より詳しい内容は講義内で指示します
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人西 荒木 洋育 西洋史特殊ⅡＧ レポート

レポート題目：①、②のうち一方を選んで書いてください。
①以下のレポート題材から一つだけを選んで自由に説明を加える。　
・イングランド宗教改革・スコットランド宗教改革・ヨーク朝・黒死病の流
行・ワット=タイラーの乱・シェークスピア・ジェントリ・メアリー・ステュア
ート・エリザベス 1 世・ジェフリー・チョーサー・サリー伯ハワード・ジェー
ン・グレイ・擬似封建制
②英国中・近世史を舞台とした映画あるいはドラマを一つ選んで内容
を説明する。
＊参考にした資料を付記すること、また②の場合には製作年等の作品
データ等を付記すること。
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：
（1600 字以下）　／備考：You can make the essay in English, in which 
case you must make it within 1200 words.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人民 安藤 広道 民族学考古学特殊Ⅷ 平常点

文 人社 李 光鎬 コミュニケーション学Ⅱ
レポート

平常点
レポート題目：Canvas でアナウンスする内容を確認してください。

文 人社 李 光鎬 普及学Ⅱ
レポート

平常点
レポート題目：Canvas でアナウンスする内容を確認してください。
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文 人民 五十嵐 彰 民族学考古学特殊ⅩⅣ レポート

レポート題目：１．五十嵐 2018「鉛筆で紙に線を引く」『現代思想』第 46
巻 第 13 号：101-113.を読んで感想を述べて下さい。その際に、示され
ている様々な事例に付け加えて、あなたが考えた新たな事例を一つ以
上織り込みながら記して下さい。
２．授業全体を通しての感想を記してください。特にオンライン授業と対
面授業を比較しながら、それぞれの利点・欠点を記して下さい。改善点
なども記して下さい。
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 人民
五十嵐 ジャン
ヌ

民族学考古学特殊ⅩⅩ レポート

レポート題目：旧石器時代美術について、テーマを一つに絞って論述
せよ。 (授業前と後で後期旧石器時代のイメージがどのように変わった
かについても書いてください。)
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：
2 枚（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 人社 池亀 彩 文化人類学特殊Ⅲ レポート

レポート題目：インド社会を理解するためのテーマ（カースト、ヒンドゥー
教、ヒンドゥーナショナリズム、植民地主義と独立運動、印パ分離、留
保制度、ジェンダーとセクシャリティ、中間層の台頭、開発、民主主義
など）から関心のあるものを選び、参考文献を参照しながらレポートに
まとめて下さい。
（1 月 25 日 23:55 締切）
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：
（1000 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 人図 池谷 のぞみ 情報行動

小レポート、グループワ

ーク、発表、出席、議論

への参加

文 人文 井澤 岳野 音楽学Ⅱ レポート

レポート題目：和声バス課題
授業内容についてのアンケート
レポート提出先・日程：授業支援において、お知らせ、の形で配布し、
後、それに書き入れたものをオンラインで回収します。

文 人心 伊澤 栄一
動物心理学／生物・神経科学特殊
Ⅲ

定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 1 60 １０９ 持込条件：すべて可

文 人国 石川 巧 国文学ⅩⅥ 平常点

文 人国 石川 透 国文学ⅩⅡ 平常点

文 人国 石川 透 国文学史Ⅳ 平常点

文 人倫 石田 京子 倫理学の基礎Ⅱ レポート
レポート題目：Canvas 内の指示を確認すること
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Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 4 60 １０４ 持込条件：すべて可

文 人文 磯部 美和 言語学特殊ⅩⅣ 平常点
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文 人心 板口 典弘
知覚・認知心理学特殊Ⅵ／認知科
学

レポート

レポート題目：次のトピックから一つを選択して，そのトピックをタイトル
としたミニレビューを作成する。ミニレビュー作成の際には「論文」を 5
本以上引用すること。そのうち，少なくとも 1 本は授業で紹介した文献
とすること。書籍を引用する場合には，すべて読む必要はないが，ある
程度は読むこと（ただし書籍は論文の 5 本カウントには含めない）。

先行研究を根拠あるいは論拠として自身の主張を展開すること。どの
トピックを選ぶ場合にも，できるだけ多角的な議論を心がけること。
【トピック】
1. ヒトとは何か？
2. 知能とは何か？
3. 認知とは何か？
4. 機械はヒトになれるか？
5. 心理学とは何か？
6. 科学とは何か？
7. 脳とは何か？
8. 言語とは何か？
9. 身体とは何か？
10. 心とは何か？
書き方については「ミニレビュー 論文 書き方」などでググること。文献
の引用の仕方および巻末の引用文献の書き方については APA ある
いは日本心理学研究執筆の手引きに準じること。この書式が守られて
いないものは，内容の如何にかかわらず大幅な減点となる。

論文一般の書き方については下記を参考することを推奨する。
・戸田山「論文の教室」
・板口・山本「心理学レポート・論文の書き方」
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚（以下）　／備
考：Word で文書を作成すること。フォントの大きさ，行間，余白などは
デフォルトのものを用いること。下中央にページ数を必ず付けること。
表紙は不要。ただし，本文の前にタイトルや氏名等を忘れずに明記す
ること。分量は 5 枚までに収めること。下限は特に指定しないが，十分
な根拠の呈示と議論を行うこと。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人英 井出 新 英文学Ⅹ 平常点

文 人民 伊藤 早苗 民族学考古学特殊ⅩⅥ 授業内試験 1 月 12 日 （水）

文 人英 井上 逸兵 現代英語学Ⅱ 授業内試験 1 月 13 日 （木）

文 人美 井上 さつき 音楽史特殊ⅡＡ 平常点

文 人心 今井 むつみ 知覚・認知心理学特殊Ⅱ

授業中の発言や課題、期

末の小レポート（授業内

で指示します）

文,
法,商

人文,
法律,
政治,

商

今井 悠人 数学Ⅱ／数学Ⅵ レポート

レポート題目：後日 keio.jp にて発表。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：特に問わない　／備
考：pdf 形式にて提出のこと。
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 人人 今井 芳昭 人間科学諸領域Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 2 60 ４２１ 持込条件：すべて可

文 人東 岩間 一弘 東洋史概説Ⅱ レポート

レポート題目：今学期の授業を振り返りながら、下記のまとめの課題に
答えてください。

19 世紀後半から 20 世紀前半において、中国の食文化はなぜ、米欧・
朝鮮（韓国）・日本で広まったのか？
「帝国」「多文化主義」「現地化」の 3 つの観点から具体的な史実を挙
げながら論じてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：Canvas LMS の第 13 回の授業の指示に従って、1 月 24 日（月）ま
でに提出してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人西 岩間 俊彦 西洋史特殊ⅡＨ レポート

レポート題目：講義で扱ったイギリスの社会階層に関する歴史的事象
を 1 点選択して、関連する キーワードを一つ以上用いて、論理的、
客観的に論じなさい。〔副題で、レポートで示す事象を明記すること〕
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（程度）　／備
考：指定の書式は、授業支援、のレポートページに MS ワードのファイ
ルを公開します。また、授業支援に、授業で説明したレポート要領のフ
ァイルを掲載しています。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人哲 上枝 美典 宗教の哲学Ⅱ 授業内試験 1 月 17 日 （月）

文 人哲 上枝 美典 知識の哲学Ⅱ 授業内試験 1 月 19 日 （水）

文 人教 上野 正道 教育学特殊Ⅸ レポート

レポート題目：教育学特殊 IX の授業内容をもとに、民主主義と教育に
ついて、自ら問いを立てて論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：（2000 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 内堀 朝子 言語学概論Ⅵ レポート
レポート題目：授業時に指示する。
レポート提出先・日程：授業時に指示する。

文 人文 内堀 朝子 言語学特殊Ⅵ レポート
レポート題目：授業時に指示する。
レポート提出先・日程：授業時に指示する。

文 人文 梅沢 恵 博物館資料論Ⅰ レポート

レポート題目：課題の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：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 人心 梅田 聡 認知神経科学 定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 2 50 ５１３ 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ⅡＮ／倫理学特
殊講義演習Ⅳ

Presentations and 

submission of written text

文 人美 枝村 泰典 美術史特殊ⅡＨ
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：（4000 字以上）　／
備考：期末レポートの詳細（体裁、提出期限等）については、「授業支
援」の本授業の「教材」内にある「期末レポートについて」に添付の
PDF 書類を確認し、書式についてはその指示に従うこと。また、レポー
トの提出は「レポート」内に作成済みの提出用ページから行うこと。
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 人東 衛藤 安奈 東洋史特殊ⅡＢ
レポート

平常点

レポート題目：以下のいずれかを選んで期末レポートを作成して下さ
い。
①本授業で扱った歴史的出来事の中から関心のあるものを選び、掘り
下げて考察する。
②本授業で扱った内容と関連づけつつ、自身の関心のある出来事もし
くは地域の問題を掘り下げて考察する。
③本授業で扱った内容と関連づけつつ、「近代化」と「革命」をめぐる理
論的問題を掘り下げて考察する。
注１：使用文献および引用した頁を明記すること。
注２：①～③のいずれも、「近代化」と「革命」をめぐる自分なりの理解、
もしくは問題意識が示されるようなものが望ましい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（以上）　／備
考：Word の A4（初期設定）で 3 枚以上です
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人英 大串 尚代 米文学Ⅷ 授業内試験 1 月 19 日 （水）

文 人英 大串 尚代 米文学史Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 3 60 ４２１ 持込条件：不可

文 人東 太田 啓子 東洋史特殊ⅡＨ レポート

レポート題目：「書評論文を書こう！」（対象者のみ出題。対象者に対し
ては個別に連絡します）
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／枚数：（2000 字
以上）　／備考：Word ファイルにて作成のこと
レポート提出先・日程：1/31、23:59 までに、、下記の教員アドレス宛に
メール添付で提出すること
keiko.ota.al.makki@gmail.com

文 人美 太田 岳人 美術史特殊ⅡＬ レポート

レポート題目：本講義においては、19 世紀から 20 世紀に現れたイタリ
アの近代芸術の諸潮流について考察してきました。そこで、1800－
2000 年の間に制作されたイタリア人芸術家の視覚的芸術作品（絵画、
彫刻、ポスター、写真その他。音楽などは不可）を 1 点取り上げ、授業
内容を踏まえつつ、その内容を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：（2000 字程度）　／
備考：【期限】
　1 月 19 日（水）～1 月 31 日（月）
【採点のポイント】
　諸事項の理解の的確さ、意見の独自性、文献資料の活用、字数・提
出期限の順守。

【記述のヒント】
・取り上げた作品については、画像を添付しそれについてのデータも記
すこと（作者、タイトル、制作年、サイズ、技法、所蔵先など）。
・他のイタリア人芸術家、または他国の芸術家の作品との比較をする
場合は、それらの画像とデータも添付すること。
・それぞれの問題の論述に際しては、必ず 1 点以上の参考文献を参
照し、そのデータを文末に挙げること。
・参考文献としては、基本的には紙媒体の書籍・論文（それを電子化し
たものを含む）、一定の責任をもって公共に提供される情報（国内外の
美術館や研究機関の公式サイトが提供しているデータや解説など）が
推奨される。
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 人独 大宮 勘一郎 ドイツ思想研究Ⅱ レポート

レポート題目：「授業支援」お知らせの記載に従って作成・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　／備考：
PDF ファイルが望ましい。WORD も可。
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Ⅱ 授業内試験 1 月 19 日 （水）

文 人英 大和田 俊之 米文学ⅩⅡ レポート

レポート題目：秋学期課題レポートについては、CANVAS LMS 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：（3000 字以上）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人社 岡田 あおい 家族・親族論Ⅱ 平常点

文 人社 岡田 あおい 日本社会論Ⅱ 平常点

文 人社
岡原 正幸,後
藤 一樹

映像社会学 平常点

文 人社
岡原 正幸,澤
田 唯人

感情社会学 平常点

文 人国 小川 剛生 国文学史Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：講義で発表する。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／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Ⅱ 平常点

文 人教 尾崎 幸謙 教育研究法Ⅱ 平常点
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文 人国 小澤 純 国文学Ⅹ
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）太宰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。
複数の太宰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、関連づけや対比できそうな他
の作家のテクスト（ジャンルは問わない）を入れて分析・解釈を進めて
もよい。
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太宰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、太宰テクストの初
出情報については、できれば全集や事典や参考書・研究書類などで確
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筑摩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、新旧太宰全集は、
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１月２８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＋最終レポ
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。これまで観てこなかった人は、年末年始や１月
下旬にまとめて観て、書いてもらっても大丈夫です。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人図 尾城 孝一 大学図書館論 平常点

文 人人 織田 輝哉 人間科学研究法ⅡＡ
レポート

平常点

レポート題目：『学生生活についての意識調査』のデータについて、自
分のテーマを設定した上で、SPSS を用いて分析し、レポートを作成せ
よ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以上）　／
備考：字数に図表を含めない
締め切りは 2022 年 1 月 25 日 23 時 59 分とする
授業支援「レポート」より提出のこと
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人人 織田 輝哉 人間科学特殊ⅩＡ
定期試験期間内試験

平常点
1 月 24 日（月） 4 50 ４１２ 持込条件：不可

文 人国 小平 麻衣子 国文学史Ⅷ レポート

レポート題目：近代日本の女性作家の作品を各自で選び、講義内容を
ふまえて考察しなさい。必ず参考文献を用い、その他は講義での指示
に従うこと。
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
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文 人東 小野 亮介 東洋史特殊ⅡＦ レポート

レポート題目：ナショナリズム・近代化改革等を巡る諸問題
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3500 字程度）　／
備考：ナショナリズムやネーション・ステートの建設、世俗主義、マイノリ
ティなど、本講義で扱った内容を踏まえ、かつ、本講義の直接の内容
以外に自身の関心のあるテーマを交えて自由に論じること。対象とす
る民族やエスニック・グループ、時代、地域などは問わない。また、他
の講義で学んだ内容との比較でも良い。ただし関連する研究論文 1-2 
本を参照し、脚注および文末の参考文献として出典を明記すること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人教 小野田 亮介 教育学特殊ⅩⅥ
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
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（以下）　／備
考：枚数はあくまで目安です。たとえば，図表や参考文献の情報を含
めることで枚数が超過した場合などは枚数制限を厳守する必要はあり
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 人教 小山 裕樹 教育学特殊Ⅱ
レポート

平常点

文 人社 樫尾 直樹 社会調査Ⅳ
レポート

平常点

レポート題目：働く人のライフストーリー
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（20000 字以上）　／
備考：授業で示した点に留意して書いてください。
なお、最終回の授業で出す、この授業での気づきの小レポートは、授
業支援：レポートの指示にしたがって提出してください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人社 樫尾 直樹 宗教社会学Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：授業支援：レポートで示しているように、

本講義の全体的な感想、気づき、学びについて書いてください。
マインドフルネス（任意）を実習していた人は、その内容、体験、気づき
についても書いてください。
分量は、A4 一枚（この分量を超えても構いません。たくさん書いてくだ
さい。）
字数制限はありません。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：1 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 人文

石川 透,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Ⅱ 平常点

文 人文 柏木 智雄 博物館経営論
レポート

平常点

文 人哲 柏端 達也 形而上学Ⅱ

平常点

授業のなかで複数回実

施した課題を成績評価の

対象とする。
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文 人東 勝沼 聡 東洋史概説Ⅹ
レポート

平常点

文 人文 加藤 昌彦 言語学特殊Ⅳ レポート

レポート題目：言語学特殊Ⅳ（東南アジア言語学 2）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：特に問わない　／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 2022 年 1 月 31 日
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美

金山 弘昌,後
藤 文子,遠山 
公一,内藤 正
人,西川 尚生,
望月 典子,佐
々木 康之,中
尾 知彦,福田 
弥

芸術研究基礎Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：課題図書レポート
各研究会の担当者からリスト等で示される文献の中から 1 冊を課題図
書として選び、その書評（要約・批判・感想など）をレポートにまとめて
授業支援の「レポート」からオンラインで提出してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：2 枚（2000
字程度）　／備考：ファイルはドキュメントあるいは PDF 形式
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 西洋美術史概説ⅡＡ
レポート

平常点

レポート題目：第 10 回（12 月 16 日）の授業の「教材」にて指示します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／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,経 人文,
経済

金山 弘昌 美術Ⅱ／美術ｂ
レポート

平常点

レポート題目：第 11 回（12 月 22 日）の授業教材（パワーポイント）にて
詳細を指示します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／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 人英 金子 育世 英語音声学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 3 60 131 Ｂ 持込条件：不可

文 人文 金子 洋之 生命科学概論

平常点

最後の授業日に、全講義

の内容から選択式でレポ

ート課題に回答して貰う
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文
人哲,
人倫

金子 善彦 西洋哲学倫理学史Ⅱ

平常点

授業内試験

授業内試験はオンライ

ン・リアルタイム方式で実

施。詳細は後日通知

1 月 20 日 （木）

文 人文 嘉村 哲郎 博物館情報メディア論
授業毎に課題を設定して

いるコメント・レポート

文 人美 河合 大介 美学特殊ⅡＤ 平常点

文 人人 川久保 惇 人間科学特殊ⅩⅩⅩⅥＡ
レポート

平常点

レポート題目：　「観光は 21 世紀最大の成長産業」であると考えられて
いた。それは世界の海外旅行者数がここ十数年の間、右肩上がりで続
伸しており、その傾向は今後も続くと信じられていたからである。しかし
ながら、コロナウィルスの感染拡大により世界規模での外出・移動の
制限が発生し、その影響は現時点においてもまだ大きく残っている。本
邦においても、国内外を問わず、観光産業の立て直しは未だ先が見通
せない状況である。
　上記のような現在の状況を踏まえた上で、「旅をする」という人の行動
は今後どのように変化していくであろうか。本講義を通じて学んだこと
を踏まえた上で各自の考えをまとめること。
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：2 枚（以下）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人独 川島 建太郎 近代ドイツ研究Ⅱ レポート

文 人独 川島 建太郎 ドイツ研究の技法Ⅱ レポート

文 人文 川原 繁人 言語学特殊ⅩⅡ
レポート

平常点

レポート題目：1. 授業内で課した課題（感想の提出など、自己紹介など
も含む）
2. マイボイス感想
3. 期末レポート（自分の履修する学問の社会的意義について）
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 にて提出。

文 人心 川畑 秀明
感性心理学／知覚・認知心理学特
殊Ⅳ

レポート

文 人心
川畑 秀明,大
森 貴秀

心理学研究法 平常点
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文

人日,
人東,
人西,
人民

神崎 忠昭 史学概論Ⅱ レポート

レポート題目：「歴史学」の対象となるテーマは、かつては政治史が中
心だったが、現在ではひじょうに拡大している。「歴史学」の対象とする
テーマは「何でも有り」なのか、それとも「一定の範囲内」と考えるか。
具体的な事例を挙げて、あなたの考えを論じなさい。評価基準は、神
崎の考えと同じであるかではなく、その具体性と、考えの深さ、註など
を含む表記形式などによる。
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Ⅱ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 人文 菊住 彰 カウンセリングワークショップⅡ レポート

レポート題目：後日授業内、および keio.jp「授業支援」の「レポート」に
てお知らせします。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／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 人人 木崎 英介 人間科学特殊ⅩⅩⅡＡ レポート

レポート題目：・授業で取り上げた精神分析におけるトピック（概念、思
想家等）について、3 つ記載すること
・授業の感想
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 岸田 和明 情報管理基礎Ⅰ レポート

文 人図
岸田 和明,宮
田 洋輔,福島 
幸宏

情報メディア基礎Ⅰ
レポート

平常点

文 人図 岸田 和明 データ解析論 レポート

文 人人 木島 伸彦 人間科学特殊ⅩⅩＡ 定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 2 50 １２１
持込条件：自筆のノート１枚のみのみ可
注意事項：マークシートで回答してもらうため、各自で鉛筆を用意して
おくこと。

文 人人
稲葉 昭英,北
中 淳子,菅 さ
やか

人間科学研究法基礎 平常点

文 人仏 喜田 浩平 フランス語学Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：フランス語の冠詞
レポート書式：備考：詳細は最終授業時に Canvas LMS で説明します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文 人社 木下 衆 医療社会論Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：この講義では、高齢者介護、育児、障害者介助の 3 つ
のテーマを主に扱いました。
この 3 つのテーマの中で、特に自分が関心を持ったテーマに関連づけ
て何らかの問題設定をし、自由に論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1500 字以上）　／
備考：採点基準や提出に関する注意など、詳細については、12 月 17
日（金）から公開している「期末レポート課題」のファイルを、必ず確認し
て下さい。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人社
岡原 正幸,木
下 衆,竹村 英
樹

社会学概論Ⅱ
平常点

担当教員毎の課題

文 人社 木下 衆 社会調査Ⅵ
レポート

平常点

レポート題目：それぞれの関心に基づいてインタビューを実施し、講義
内容を参考に、そのインタビュー結果について何らかの分析をして下さ
い。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1500 字以上）　／
備考：課題の詳細や提出時の注意点などについては、12 月 17 日
（金）に公開した「期末レポート課題」のファイルを必ず確認して下さい。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人日 木村 直也 古文書学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 4 60 １０８ 持込条件：すべて可

文 人国 木村 義之 日本語教育学Ⅱ レポート

レポート題目：以下の課題のうち、1 題を選択してレポートしなさい。
課題１
 任意の日付の新聞記事のうち、a 政治、b 社会、c スポーツの記事を
それぞれ約３０００字程度抽出し（完全に同字数でなくてもよい）、そこ
に見られる和語・漢語・外来語の使用傾向を分析したうえで、日本語の
語彙で語種から見た特徴をレポートにまとめよ。レポート作成にあたっ
ては、使用した新聞の紙名・年月日を必ず記すこと。
　記事の抽出は、紙媒体でもかまわないが、慶応義塾大学メディアセ
ンターのデータベースから、新聞のデータベースにアクセスした電子版
でもかまわない。
　ただし、Yahoo などのインターネット記事、いわゆる夕刊紙の記事は
使用しないこと。
課題２
 任意の類義語３セットを、５点以上の小型国語辞典から語釈を抜き出
し、それぞれの辞書の意味記述に見られる問題点をまとめよ。この場
合、小型国語辞典というのは、『広辞苑』『大辞林』のような 20 万語レ
ベルのものではなく、『岩波国語辞典』や『新明解国語辞典』のような、
片手で持てるレベルで、おおむね７～８万語レベルのものを指す。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／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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文 人国 木村 義之 日本語教育学Ⅳ レポート

レポート題目：　次の 2 点をレポートしなさい。
課題１：敬語の分類に関する先行研究を参照しながら、「敬語の指針」
に見られる５分類の位置づけについて、特に謙譲語ⅠとⅡのありかた
に注意しながら、まとめなさい。なお、「敬語の指針」全文は文化庁ＨＰ
で pdf ファイルによって全文を読むことができる。
　　www.bunka.go.jp/bunkashingikai/soukai/pdf/keigo_tousin.pdf
課題２：商業的書面（社告、広告、企業・店舗からの依頼、お願いな
ど）、実際の用例を見出しながら、「配慮」という観点から、敬語以外の
表現形式を含めて、その特徴を分析しなさい。　　　　　　　
それぞれ、用例を含めて 2000 字程度でまとめ、Word ファイルで授業
支援システムのレポート提出機能を用いて提出すること（pdf ファイル
にはしないこと）。
締め切りは、2021 年 1 月 31 日とする。
レポート書式：サイズ：A4　／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 人東 桐本 東太 東洋史概説Ⅳ 授業内試験 1 月 21 日 （金）

文 人国 久保田 篤 日本語学Ⅵ 平常点

文 人社 久保田 裕之 社会学特殊Ⅱ レポート

レポート題目：日本における住宅・居住をめぐる社会現象・社会問題の
なかからテーマを一つ選び、社会学的に論じなさい。ただし、提出に際
しては、学期末レポート提出要綱の指示を確認すること。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：4 枚（以下）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人社 熊田 陽子 文化人類学特殊Ⅶ レポート

レポート題目：「性（あるいは性に関連すること）をめぐって、自分が疑
問に思うことを問いに立ててください。そして、その問いに関する自分
なりの回答を出してください。」
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：2 枚（2000
字以上）　／備考：表紙をつけること。そこには、①氏名　②学年と学籍
番号　③所属　④授業名　⑤レポートタイトル　を入れること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文

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Ⅱ
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Ⅳ
レポート

平常点

レポート題目：授業で読んだテキストに関係するドイツ語の記事をイン
ターネット上で探して、そのひとつを日本語に訳しなさい。また、その記
事についてのあなたの考察も書いてください。全体で 800 字以上で提
出してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（800 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 粂川 麻里生 文章と表現Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：詩、小説、戯曲、コラム、その他どのようなものでも、こ
の授業の枠内で創作した作品（のうち代表的なもの）「を提出してくださ
い。Slack 等にあげたものでも結構ですので、こちらにもう一度提出して
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
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文 人図 倉田 敬子 学術情報メディア論
レポート

平常点

レポート題目：CANVAS で具体的に指示しますので、以下の項目は空
白です。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人人 倉田 誠 人間科学特殊ⅩⅦＡ レポート

レポート題目：下記の 3 つの概念から 1 つを選び、授業で論じた事例
等に触れながら、現代社会においてその概念がどのような倫理的問題
をはらんでいるかを論じなさい。レポートの冒頭に、選択した概念を【意
思】といったかたちで記したうえで、その後にレポートの内容に即した題
名を記載してください。
①「意思」　　　②「権利」　　　③「人格」
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（2000 字程
度）　／備考：参考文献等は字数に含めない。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人国 倉田 容子 国文学ⅩⅩ 授業内試験 1 月 7 日 （金）

文 人国 栗本 賀世子 国文学Ⅵ
レポート

平常点

レポート題目：レポート課題の詳細は CANVAS のアナウンスで発表し
ます。
（1 月 10 日に発表予定です）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：特に問わない
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人英 来馬 哲平 米文学Ⅹ レポート

文 人美 桑原 俊介 美学特殊ⅡＡ レポート レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 小池 和子 西洋古典学Ⅱ

解答時間を通常の授業よ

り長目に設定してオンラ

インで実施（詳細は 12 月

末に連絡予定）

文 人国 恋田 知子 国文学Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：授業内で説明します。
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Ⅱ 授業内試験 1 月 12 日 （水）

文 人独 香田 芳樹 テクスト研究中級Ⅱ 授業内試験 12 月 20 日 （月）

文,経 人文,
経済

河野 礼子 人類学Ⅱ／人類学ｂ 平常点

文 人民 河野 礼子 人類学概論Ⅱ 平常点

文,
文研

人哲,
人倫,
哲倫

越門 勝彦
哲学倫理学特殊ⅡＬ／倫理学特
殊講義Ⅱ

レポート
レポート題目：12 月中旬に、授業支援、Canvas LMS でお知らせしま
す。

文
人哲,
人倫

國領 佳樹 哲学倫理学特殊ⅡＦ 平常点
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文 人文 小菅 隼人 演劇の歴史Ⅱ レポート

レポート題目：（1）講義を踏まえて，演劇史におけるリアリズムへの志
向性について具体的な時期・作品をあげて説明してください．（4000
字）
（2）講義の中で印象に残った作品を１作品選び，その粗筋と自分なり
の感想を纏めてください．（4000 字）
（3）あなたのこの授業への取り組みを自己評価して S,A,B,C,D をつけ
てください．その根拠を記してください．（400 字）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：20 枚（8400 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人国 小西 いずみ 日本語学Ⅳ レポート
レポート題目：授業内に指示する
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 小林 秀行 社会学特殊Ⅰ レポート

レポート題目：講義を通して、あなたが本講義に通底する主張として読
み取ったものを説明したうえで、それについて、あなたの考えを論じてく
ださい。

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：Canvas LMS より提出

文 人教 小針 誠 教育学特殊Ⅶ 授業内試験 1 月 20 日 （木） ４２１ 試験時　教室変更有（→４２１）

文 人社 合地 幸子 文化人類学特殊Ⅸ レポート

文 人国 合山 林太郎 国文学史Ⅵ
レポート

平常点

レポート題目：授業の内容を踏まえつつ、日本漢文学について関心を
持ったテーマ、事柄について論じなさい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／枚数：（1600 字以上）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 後藤 文子 西洋美術史概説ⅡＢ
学期中に課すレポート課

題（全３回）による評価

文 人独 斎藤 太郎 ドイツ文学史Ⅱ 授業内試験 1 月 18 日 （火）

文 人哲 齋藤 直樹 印度哲学Ⅱ レポート

レポート題目：インド仏教に係わる主題を各自設定し，それを論述す
る．
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／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ⅡＪ レポート
レポート題目：授業中に提示．
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
人哲,
人倫

斎藤 慶典 哲学概論Ⅱ 平常点

文 人文 坂手 洋二 詩学Ⅱ レポート

レポート題目：演劇について
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：GHE02732@nifty.com
に、お送り下さい

文 人人 阪本 拓人 人間科学特殊ⅩⅩⅩⅧＡ レポート
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文 人英 坂本 光 英文学Ⅷ レポート

レポート題目：英文学 VIII 期末レポート課題
課題内容発表： 1 月 24 日 (月) 9:00
課題提出期間： 1 月 24 日 (月) 9:00 から 2 月 4 日 (金) 23:59
課題内容発表、およびレポート提出先 :  Canvas LMS
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）　／
備考：課題内容及び書式等詳細については、1 月 24 日 Canvas での
発表にて確認すること。また補足的な情報については、各回講義動画
にて折々に告知済。
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ⅡＢ 平常点

文 人人 佐川 徹 人間科学諸領域Ⅳ レポート レポート題目：授業内で示した課題を提出すること

文 人民 櫻井 準也 民族学考古学特殊ⅩⅢ
提出された課題で評価し

ます。

文 人美 佐々木 康之 東洋美術史概説ⅡＡ レポート

レポート題目：秋学期に扱った作品、あるいは作品群の中から一つ選
び、その造形の特色について、奈良時代の作品との関係を視野に入
れながら論じなさい。その際、作品を挙げて具体的に論じること。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／枚数：（2500 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 人社 佐藤 典子 社会学特殊Ⅵ レポート

レポート題目：詳細は、次回講義で示します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：4 枚（5600 字以
上）　／備考：MS 明朝体で 12 ポイントで 40 字×35 行で作成のこと。
表紙は別途添付してください。末尾に必ず文献リストを付けること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人国 佐藤 道生 国文学Ⅳ レポート

レポート題目：『和漢朗詠集』九月尽題の作品番号 276 の詩句に付さ
れた「朗詠注」５種（「朗詠江注」、『和漢朗詠集私注』、永済注、『和漢
註』、『和漢朗詠集鈔』）を読解し、注釈の展開を分析・論述しなさい。
尚、『和漢朗詠集鈔』は『和漢註』より遅れて現れた室町時代成立の
「朗詠注」である。
　レポートは必ず Word 形式で提出すること。締切は１月２７日（木）と
する。この日を過ぎて提出されたレポートは受け取らない。
　論述するに当たっての注意点を幾つか挙げておく。
１、それぞれの「朗詠注」の内容（どのようなことを言っているのか）を説
明すること。固有名詞や難解な言葉があれば、それに関する語釈を施
してもらいたい。
２、「朗詠注」間に見られる相違点、共通点を明らかにすること。そし
て、何故相違しているのか、何故共通しているのか、その理由を考え
てもらいたい。
３、『和漢朗詠集』の注釈史を自分なりに構築してみること。
４、客観的な記述を心掛けること。論述の方法は各自に任せるが、第
三者が読んで理解できるように論述してもらいたい。
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 人英 佐藤 光重 米文学Ⅱ レポート
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文 人国 佐藤 至子 国文学ⅩⅣ レポート

レポート題目：見立て絵の読解／見立て絵の創作＋創作の感想／口
上茶番の創作＋創作の感想
（3 つの内、1 つを選択）
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　／備考：3 つの課題の内、1 つを選択する。
課題により、字数等が異なる。
詳細は第 11 回の授業資料を参照すること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人教 佐柳 信男 教育学特殊ⅩⅣ 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 人社 澤田 唯人 社会学特殊Ⅷ
平常点

課題作品の制作と発表

文 人図 汐崎 順子 児童サービス論 平常点

文 人独 識名 章喜 テクスト研究上級Ⅱ
レポート

平常点

文 人独 識名 章喜 ドイツ文化史Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 1 50 ５１２ 持込条件：不可

文 人国 篠崎 晃一 日本語学Ⅱ レポート

レポート題目：現代日本語のバラエティについて身近な言語事象を具
体的に取り上げ、分析・考察しなさい（多言語と比較しても可）。
例）会話、談話分析（独自収録のデータ、ドラマ、映画の台詞、小説、テ
レビのトーク番組、…）、複数の国語辞典の記述の比較、敬語の用法
（誤用についての独自アンケート、会話資料の分析など）、言葉のゆれ
（辞書の扱いの比較、ブログ等の使用実態、独自アンケートなど）、方
言の有効活用（ジャンルごとの整理、ネーミングなど）、…
締め切り：1 月 28 日(金) PDF で提出
分量：A4 版 3 枚以上（図、画像、表なども含む）
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 人文 島田 純理 言語学特殊Ⅷ
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 民族学考古学特殊ⅩⅦ
平常点

授業内レポート

文 人人 白岩 祐子 人間科学特殊ⅩⅩⅩⅦＡ
授業外試験（オンデマン

ドで出題・回答）
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文 人人 菅 さやか 人間科学特殊ⅩⅠＡ
レポート

平常点

レポート題目：自身が体験した日常のトラブルや社会で実際に起きた
事件や社会問題を具体的に取り上げ、それらが、どのような心の働き・
メカニズムによって生じていると考えられるかについて、本講義で紹介
した研究知見に基づいて考察せよ。その際、言語コミュニケーションに
関わるトラブルや社会問題を取り上げるか、あるいは、取り上げるトラ
ブルや社会問題の背景にある心の働き・メカニズムを言語コミュニケー
ションの観点から考察するよう注意せよ (言語コミュニケーションに全く
言及しないレポートにならないように注意すること)。また、本レポートで
取り上げたようなトラブルや事件を未然に防いだり、社会問題を解消し
たりするためには、どのような対策が必要であるかについても、講義内
容や心理学関連の書籍・論文を参照し、論拠を示しながら意見を述べ
よ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2400 字以上）　／
備考：締切は 1 月 27 日(木)午前 10 時。CANVAS に掲載されている
学期末試験レポートの説明用紙を確認したうえで、指定したテンプレー
トを用いてレポートを作成し、提出すること。提出のファイル形式は
Word とする。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人社 杉浦 淳吉 社会心理学概論Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：最終課題(授業支援、および CanvasLMS で示してあると
おり）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1000 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 杉浦 淳吉 社会調査Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：最終課題(12 月 14 日の講義内、および CanvasLMS で
示したとおり）
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 杉浦 淳吉 リスクコミュニケーション論
レポート

平常点

レポート題目：最終課題(CanvasLMS で示してあるとおり)
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1000 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 杉岡 洋子 言語学特殊Ⅹ

平常点

授業内で課題と小レポー

トの発表および提出

文 人中 杉野 元子 中国現代文学史Ⅱ 授業内試験 1 月 13 日 （木）

文 人文 杉村 浩哉 博物館学概論Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：実在する特定の美術館・博物館 1 館の概要について報
告書を作成してください。
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：
（4000 字程度）　／備考：Canvas LMS 上に掲示してある注意を参照し
てください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人民 杉本 智俊 考古学Ⅱ
平常点

授業内試験
1 月 17 日 （月）

文 人民 杉本 智俊 民族学考古学特殊Ⅱ
平常点

授業内試験
1 月 20 日 （木）
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文 人日 杉森 哲也 日本史特殊ⅡＥ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 2 60 １０８
持込条件：ノート（PC でノートを取っている人はプリントすること。PC 本
体の持ち込みは不可）、配布資料のみ可

文 人西 鈴木 茂 西洋史特殊ⅡＤ 平常点

文 人教 関根 宏朗 教育学特殊Ⅳ
レポート

平常点

文,
文研

人文,
英文,
独文

ソーントン， 武 
Ａ

比較文学Ⅱ レポート
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 人日 十川 陽一 日本史特殊ⅡＣ レポート

レポート題目：日本古代の政治構造を考えるうえで最も重要だと思う点
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　／備考：参考
文献を１～２点挙げること。
参考文献の記載を参照した箇所は、注を付すなどして明示すること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人社 高木 彩 社会心理学特殊Ⅱ

授業内試験

授業支援のテスト機能を

用いて実施する（1/14(金)

～1/21(金))。

文
人哲,
人倫

高木 駿 哲学倫理学特殊ⅡＤ レポート

レポート題目：哲学的なレポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（1200 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 人心 高瀬 堅吉 生物・神経科学特殊Ⅰ 授業内試験 1 月 17 日 （月）

文 人社 高田 圭 社会学特殊Ⅹ
レポート

平常点

レポート題目：「社会運動の発生・展開・帰結について」
日本の社会運動の事例を一つ選び、それがなぜ生まれ、どのように展
開し、また社会変革などを含めてどのような帰結をもたらしたのか論じ
てください。
*選択する事例は、授業内で扱われたもの、またそれ以外でも構いま
せん。
*授業内で紹介された社会運動や市民社会の理論を参照することが望
ましい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（3000 字程
度）　／備考：最長 A4 で 5 枚まで。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文 人文 高橋 慈子 情報と職業 レポート

レポート題目：次の５つのテーマから、いずれか１つを選び、情報と職
業の観点から現状の動向と課題、その課題を解決するひとつの方法と
して、学校教育や社会人教育でどのように取り組むべきかを 1000 字
以上で論じなさい。

　１）デジタル社会の実現に向けた政策と社会のあり方
　２）情報システム活用と業務の効率化
　３）ビッグデータとデータ活用
　４）デジタル・トランスフォーメーション（DX)の進め方
　５）デジタルデバイドとユニバーサルデザイン（UD)
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 人社 高橋 直 社会心理学特殊Ⅶ レポート

レポート題目：授業支援「レポート」に 12 月 3 日に掲示した通り
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：①500 字程度、②
500 字程度、③500 字程度で記載してください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人東 高村 武幸 東洋史特殊ⅡＩ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 4 60 １０６
持込条件：講義配布資料（書き込みがあるもののコピーは不可）・自筆
の手書きノートのみ可

文 人社 竹村 英樹 教育社会学Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：Canvas にて告知する。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：枚数（レポートの分量)は Canvas で指示する。
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Ⅹ 平常点

文 人英 多々良 直弘 英語学ⅩⅡ 平常点

文 人文 建石 徹 博物館資料保存論Ⅱ
レポート

平常点

文 人西 立石 洋子 西洋史特殊ⅡＩ 平常点

文 人独 田中 愼 ドイツ語学研究Ⅱ
平常点

授業内での提出物

文 人哲 田中 泉吏 科学の哲学Ⅱ レポート

レポート題目：哲学は生物学からどのようなことを学べるだろうか．あな
たの考えたことを整理して述べなさい．
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：参考文献のある場合はその旨明記すること．また字数が「2000
字程度」とは「1800 字以上 2200 字以内」を意味する．字数の不足や超
過は減点の対象となるので注意せよ．ただし参考文献リストは字数に
含めない．
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 人哲 田中 泉吏 心の哲学Ⅱ レポート

レポート題目：動物の意識について考えることは，意識の問題を検討
するに際してどのような重要性をもつか（あるいはもたないか）．あなた
の考えたことを整理して述べなさい．
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字）　／備考：
参考文献のある場合はその旨明記すること．また字数が「2000 字程
度」とは「1800 字以上 2200 字以内」を意味する．字数の不足や超過は
減点の対象となるので注意せよ．ただし参考文献リストは字数に含め
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 田中 大士 国文学ⅩⅧ 平常点

文 人人 田中 人 人間科学特殊ⅩＬⅣＡ レポート

レポート題目：講義内容を参考にして日本の地域創造に関する次の 2
問について経済、社会、文化的背景も踏まえた広い観点から論じなさ
い。

① 日本の地域社会の疲弊・衰退の根本的原因について近代批判
の視点から論ぜよ。
② 今後の日本の地域創造の方位について思想的側面と実践的側
面の双方の観点から具体的に論ぜよ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（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 人英 谷 みゆき 英語学ⅩⅣ レポート

文 人図 谷口 祥一 データベース論 授業内試験 1 月 19 日 （水）

文 人教 谷村 英洋 教育学特殊ⅩⅠ
レポート

平常点

レポート題目：大学、学生に関わるテーマ設定で、発表・ディスカッショ
ンが可能な内容を考えて執筆。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字以上）　／
備考：授業内でレポートの内容を発表後（15 分程度）、ディスカッション
を企画・運営してもらいます（25 分程度）。発表は、個々人の学習成果
を提示する場であると同時に、ディスカッションや出席者一人一人が考
えるための土台となる情報提供の場と捉えてください。またディスカッ
ション（または発表とディスカッション全体）を貫く問いを設定してくださ
い。
レポート提出先・日程：e メールで提出。締切は 1 月 21 日（金）とする。

文 人人 玉井 隆 人間科学特殊ⅢＡ レポート

レポート題目：授業で学んだことを踏まえつつ、グローバルヘルス時代
のアフリカ社会における公衆衛生課題を具体的に取り上げ、自由に論
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　／備考：PDF ファイルで提出してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人心 田谷 修一郎 知覚・認知心理学特殊Ⅰ
レポート

平常点

文 人文
タンクレディ， 
クリストファー 
Ｄ

言語学特殊ⅩⅧ レポート

レポート題目：Any topic related to the papers we went over in class 
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：2 papers, 1000-2000 words each, or
1 paper, 2000-3000 words.
Papers can be submitted on any of the 3 paper submission dates.
レポート提出先・日程：by email to cdtancredi@gmail.com
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文 人社 近森 高明 都市社会学Ⅱ 平常点

文 人社 近森 高明 文化社会学 平常点

文 人美 塚原 康子 音楽史特殊ⅡＥ レポート

レポート題目：明治後期の日本音楽について
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2500 字以上）　／
備考：講義を参考に、明治後期の日本音楽に関係するトピックを選び、
レポートをまとめなさい。
オリジナルな探索や考察を含むことを重視します。参考文献、参考
URL を必ず明記すること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文,経 人文,
経済

築地 貴久 歴史Ⅱ／歴史ｂ 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、2022 年
1 月 7 日以前の授業内でレポート課題の内容を発表します。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
ドできるようにしますので、レポート掲示は不要です。

文 人仏 築山 和也 フランス文学史Ⅳ レポート
レポート題目：授業内で指示します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文
人哲,
人倫

柘植 尚則 西洋哲学倫理学史Ⅳ レポート

レポート題目：秋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：2022 年 1 月 26 日（水）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／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：授業支援「レポート」より提出

文 人独 津崎 正行 演劇・メディア研究Ⅱ 授業内試験 1 月 20 日 （木）

文 人東 辻 明日香 東洋史特殊ⅡＡ レポート

レポート題目：授業に関連するテーマを取り上げ、調べたこと、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：（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 人社 辻 泉 社会心理学特殊Ⅷ レポート

文
人哲,
人倫

辻内 宣博 哲学倫理学特殊ⅡＡ 平常点

文 人人 常松 淳 人間科学特殊ⅤＡ レポート

レポート題目：詳細は授業支援システムから通知するので必ず確認し
てください。
レポート書式：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 坪井 則子 博物館展示論Ⅱ 平常点

文,法 人文,
法律

津曲 正俊 経済学Ⅱ／経済原論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 1 60 １１０ 持込条件：不可

文 人心 寺澤 悠理
感情心理学／知覚・認知心理学特
殊Ⅴ

レポート

平常点

レポート題目：内容、提出方法の詳細は 1 月 14 日の講義でお知らせ
します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文 人美 遠山 公一 美術史特殊ⅡＤ
レポート

平常点

レポート題目：受胎告知  
レポート課題等詳細は Canvas LMS 等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：3 枚　／備考：レポ
ート課題等詳細は Canvas LMS 等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 冨樫 耕平 臨床心理学Ⅰ

平常点

シラバスに記載通り、試

験はありません。平常点

と毎週行われる小テスト

の結果に基づいて評価を

行います。

文 人日 徳永 健太郎 日本史特殊ⅡＨ 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。

・レポートを構成するテーマは、授業内容に即して、その延長上にある
テーマとしてください。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、必ずしも日本古代・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：
8 枚（3000 字程度）　／備考：３０００字程度（４００字詰め原稿用紙７枚
～８枚　下限は７枚以上の分量ですが、上限は８枚を超えてもかまい
ません）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人図 徳永 聡子 書誌学Ⅱ レポート

レポート題目：授業で扱われたトピックを出発点として、自分で具体的
な問いを立て、3,000 字程度（文献、注を含めない）で論じてください。
対象とする時代・地域は自由です。
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
提出期限：1 月 25 日（火）

文 人心 兎田 幸司
行動・発達心理学特殊Ⅰ／行動神
経科学

レポート

平常点

文 人東 冨澤 かな 東洋史特殊ⅡＪ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 2 70 １０８
持込条件：ノートとプリント類のみ可
注意事項：詳細は講義内で説明します。
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文,経 人文,
経済

富村 圭 近代思想史Ⅱ／近代思想史ｂ レポート

レポート題目：フランス革命以後の社会変動を受けて、ドイツ諸国家
（領邦）は近代化を進めていったが、それは同時に国家と教会の関係
が問題化していくことでもあった。
どういうことか、―宗教の自由という観点から説明しなさい。
近代的個人のあり方と関連させて、講義のなかで取りあげた題材を用
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）　／備考：詳しくは Canvas LMS の「学期末レポートについて」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 人社 鳥山 理恵 社会心理学特殊Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：詳細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ⅡＢ
講義時指定のレポート課

題

文 人文
中尾 知彦,赤
木 舞,堀田 治 アート・プロデュースⅡ

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：期末課題の詳細（体
裁、提出方法、提出期限等）は、「授業支援」の「教材配布」and/or「レポ
ート」から連絡をします。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文
中尾 知彦,秋
野 有紀,大高 
幸,土屋 隆英

アート・マネジメントⅡ
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：期末課題の詳細（体
裁、提出方法、提出期限等）は、「授業支援」の「教材配布」and/or「レポ
ート」から連絡をします。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人日 中島 圭一 古文書学Ⅳ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 3 40 １０５ 持込条件：すべて可

文 人日 中島 圭一 日本史概説Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 2 40 131 Ａ 持込条件：すべて可

文 人文 中村 裕子 カウンセリング概論Ⅱ レポート

レポート題目：心理的な問題がカウンセリングでどのように扱われる
か、環境との相互作用に注目しながら論じてください。
論じる際には、①授業内で取り扱った領域を２つ以上取り上げること、
②すべての授業を通じて共通していた視点について言及すること、の
2 点を含めてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人図 中山 美由紀 学校図書館論 平常点

文 人美 長岡 英 音楽史特殊ⅡＤ 授業内試験 1 月 20 日 （木） ４１３ 試験時　教室変更有（→４１３）

文 人東 長澤 裕子 東洋史特殊ⅡＣ レポート

文 人西 永山 のどか 西洋史特殊ⅡＡ 平常点
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文 人倫 奈良 雅俊 倫理学概論Ⅱ レポート

レポート題目：第 1 回から第 10 回までの授業の中から一つを選び、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。
提出期限：　2022 年 1 月 21 日（金）（厳守）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：（履修者への注意）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、その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 人倫 奈良 雅俊 倫理学の課題Ⅱ レポート

レポート題目：「人生の最終段階と倫理」、「尊厳死」、「脳死と臓器移
植」の中から一つを選び、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。
提出期限：　2022 年 1 月 21 日（金）（厳守）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：（履修者への注意）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、その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ⅡＫ／倫理学特
殊講義Ⅱ

平常点

文 人文
石本 華江,久
保 仁志,新倉 
慎右

芸術の現在Ⅱ レポート

レポート題目：3 人の担当教員の講義テーマの中から 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。詳細は授業支援システムの
「レポート課題」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：（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 人文 新作 慶明 仏教学概論Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：「次の（a）～（e）の中から１つ選び、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。」（2000 字以上）

（a）法華経　（b）浄土三部経　（c）空　（d）唯識　（e）如来蔵・仏性思想
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 西川 尚生 西洋音楽史概説ⅡＡ 平常点

文 人社 西田 公昭 社会心理学特殊Ⅵ 平常点

文 人仏 西野 絢子 フランス文学史Ⅱ レポート
レポート書式：備考：Canvas で確認すること
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文 人人 仁平 典宏 人間科学特殊ⅩⅤＡ
レポート

平常点

レポート題目：次の 2 点について論じなさい。
（1）日本の教育と生活保障システムの特徴を述べた上で、これまで両
者にどのような関係があったのか、そこにどのような問題が生じ、今後
どう変えていくべきか論じなさい。全体的な話をしても、特定のテーマ
に絞って論じても構いません。
（2）社会問題の解決のためには、人々の意識や行動の変容が必要だ
が、その際、どういうアプローチがあるだろうか。利点と限界も含めて
論じなさい。全体的な話をしても、特定の事例について論じても構いま
せん。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2000 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 人社 丹羽 充 宗教学Ⅱ レポート

レポート題目：宗教もしくは宗教に類する現象について自由に論点を設
定し、これまでの授業内容を参考にしながら議論してください（ただし、
少なくとも 2 回以上の授業の内容を参考にしていることが分かるように
記述してください）。
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：
（2000 字）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 沼野 雄司 音楽史特殊ⅡＣ
レポート

平常点

文 人社 野坂 真 社会学特殊Ⅳ
レポート

平常点

レポート題目：授業で学んだ知識もしくはそれに関連する知識を用い、
１人１編の「地域や場所の個性」もしくは「地域社会の持続可能性」（両
方のテーマがふまれても良い）に関するレポートを書いて提出するこ
と。１つのレポートの本文が 4000 字以上となるよう書くこと。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字以上）　／
備考：提出・作成要領が Canvas に掲載されています。その要領にて指
定された形式にて提出してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人西 野々瀬 浩司 西洋史概説Ⅳ レポート

レポート題目：以下の文献目録にある書籍から一冊を選び、それを精
読し、その内容を要約した上で、「西洋史概説Ⅳ」の授業内容と関連さ
せながら、著者の主張に対する自己の見解をまとめて、書評をしなさ
い。なお、要約は 3,500 字程度、書評は 1,500 字程度とし、合計 5,000
字以上とし、そしてレポートの提出締め切り期限は、2022 年 2 月 3 日
（木）24:00 までとする（絶対に厳守）。原稿は Pdf.ではなく Word で提出
してください。なお課題図書以外の文献を選ぶことがないように、気を
つけてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（5000 字以上）　／
備考：文献リストは別紙参照
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文
人哲,
人倫

野元 晋 哲学倫理学特殊ⅡＣ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 4 60 ５１５ 持込条件：すべて可

文 人文 橋本 まゆ 博物館と教育

平常点

期末にレポートを提出し

て頂きます。レポートの内

容については授業内で説

明します。
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文 人西 長谷川 敬 西洋史概説Ⅱ レポート

レポート題目：試験期間が近づきましたら「授業支援」の「レポート」にて
告知します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：字数についてはレポ
ート題目と合わせて告知します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人西 長谷川 岳男 西洋史特殊ⅡＥ 授業内試験 1 月 17 日 （月）

文 人東 長谷部 史彦 東洋史概説Ⅷ 全 5 回の課題レポート

文 人中 波多野 眞矢 中国文化特殊ⅡＢ
レポート

平常点

文 人英 波戸岡 景太 米文学Ⅳ レポート

レポート題目：【期末レポート内容】
（１）教科書『映画原作派のためのアダプテーション入門』を再読し、「ア
ダプテーションのあるべきすがた」について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）アメリカ文学作品のなかで、劇場映画化されているものを一つ選
び、原作を忠実に再現していると思われるシーンと、原作とはまったく
異なっていると思われるシーンを、それぞれ 800 文字程度で説明しな
さい。また、該当する映画のシーンは、静止画像（キャプチャしたもの。
あるいは、テレビや PC 画面をカメラで撮影したもの。画質は悪くても構
いません）を必ずワード内に挿入すること。
【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
【提出期限】2022 年 1 月 27 日 20 時 00 分
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 人倫 早川 正祐 倫理学の課題Ⅳ
レポート

平常点

レポート題目：授業で扱った認識的不正義や認識的責任に関連するテ
ーマをひとつ選択し、それについて論じる。現代社会における具体的な
認識的不正義や認識的責任について論じてもよい。
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 人西 早川 理穂 西洋史特殊ⅡＦ レポート

文 人美 林 温 美術史特殊ⅡＦ
レポート

平常点

文 人社 林 史樹 文化人類学特殊Ⅵ レポート

レポート題目：文化人類学特殊Ⅵレポートの提出について
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3600 字以上）　／
備考：別途、共有ドライブで参加者には告知をし、先週にはレポート作
成要領について説明も行っております。ちなみに共有ドライブにはレポ
ート〆切期限まで要領を示した PDF をアップロードしてあります。
レポート提出先・日程：レポート提出専用のグーグルフォームを指定し
てあります。
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文 人倫 林 文孝 東洋倫理思想Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：「中国哲学史におけるマイナーなものの意義」を主題と
し、必ず各自の副題を設定して論じなさい。
条件：
１　現在の日本における「中国哲学史」についてのメジャーな知の体系
を表すものとして、テキスト『中国思想基本用語集』を適宜利用・参照
すること。
２　マイナーなものにかかわるものして、講義（補習課題を含む）で扱っ
ている論文のうち必ずどれか一つを選び、レポートではその論旨を自
身で検討する作業を踏まえながらメジャーなものを問い直す議論を展
開すること。論文一覧については第１回授業用資料参照。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）　／
備考：提出先：Canvas LMS の「最終レポート」モジュールに「最終レポ
ート」を設置する。
提出期間：2022 年 1 月 15 日（土）9 時～2022 年 1 月 31 日（月）12 時
=正午
ファイルの誤認提出等のないよう、余裕をもって作業すること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 原 浩史 美術史特殊ⅡＣ レポート

レポート題目：　平安時代に造立された彫刻作品を 1 件選択し、授業を
ふまえながら、その作品について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。その際、適切な参考文献を必ず 3 件以上参照
し、図版と註をつけること。
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ⅡＣ レポート

レポート題目：　以下の質問に対する答えをそれぞれ論じてください。
　1．15、16 世紀の都市ローマの経済に関して、教皇庁の存在が都市
経済にどのような影響を与えていたのか、教皇庁の存在がもたらすメ
リット、デメリットを具体的に述べながら論じてください。
　2．15、16 世紀のローマには都市に権限を持つ政治主体が複数存在
しましたが、これらの要素がそれぞれどのように活動し、どのような関
係を構築することで、都市の統治が行われていたのかを、具体例を挙
げて述べてください。

　3．近世のローマを様々なテーマから考察した本講義では、授業内で
頻繁に伝統的研究と近年の研究の違いを指摘してきましたが、両者の
違いを踏まえた上で、もしあなたが近世のローマをこれから研究するな
らば、どのようなテーマ選びますか？またその際、どのような史料が使
用できると考えますか？自由に書いてください。
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Ⅵ レポート

レポート題目：Emily Bronte, Wuthering Heights について（詳細は
keio.jp の「授業支援」をご覧下さい。）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）　／
備考：英語での論述の場合は 2000 words 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 原田 範行 英文学史Ⅱ レポート

レポート題目：近現代英文学に関するレポート（詳細は keio.jp の「授業
支援」でお知らせします。）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：問題ごとに、解答字数の概要をお知らせします。いずれの問題に
ついても、解答は英語でも日本語でも結構です。
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 人美 樋笠 勝士 美学特殊ⅡＣ レポート

レポート題目：「光の美学」の構想について、自分でテーマを設定して
自由に論じて下さい。哲学的アプローチでも、美術史的アプローチでも
何でも結構です。字数は自由です。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：表紙をつけて、そこにレポートの題名や自分の所属氏名などを書
いて下さい。末尾には参考文献一覧表をつけてください。書誌情報な
どは明確に記して下さい。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 飛ヶ谷 潤一郎 美術史特殊ⅡＢ レポート

レポート題目：■課題
イタリアで 16 世紀に建てられた建築（増改築の場合や現存していない
建築も含む）を一つ選び、その特徴について 1,600 字程度で説明せ
よ。ただし、その建築を選んだ理由も合わせて述べること。図はあって
もなくてもよいが、参考文献は示すこと。
■提出先と提出期限
2022 年 1 月 24 日（月）17 時までに Canvas LMS に提出。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1600 字）　／備考：
12/2 〆切の第 1 回レポート課題を提出した者のみ提出を受け付ける。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 日比野 民蓉 美術史特殊ⅡＥ
レポート

平常点

レポート題目：任意の展覧会についての分析
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 平賀 優子 英語学Ⅵ
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　／枚数：5 枚（以上）　／備考：提出期限（最
終授業から 1 週間後）に注意すること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人独 平田 栄一朗 ドイツ文化研究Ⅳ レポート

レポート題目：秋学期の授業内容を踏まえて、残余をテーマとする、あ
るいは残余のモチーフを扱った芸術作品（文学作品、舞台作品など）を
一つ選び、それ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

文 人教 広石 英記 教育学特殊Ⅴ

平常点

調査研究課題の PPT 及

び授業毎のレポート

文 人民 深山 直子 民族学Ⅱ 平常点

文 人民 深山 直子 民族学考古学特殊ⅩⅩⅡ 平常点

文 人図 福島 幸宏 デジタルアーカイブ論 レポート
レポート題目：理想のデジタルアーカイブとはどのようなものか
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1600 字以上）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文

西川 尚生,福
田 弥,川本 聡
胤,佐藤 康太,
高松 佑介

音楽学Ⅳ 平常点

文 人美 福田 弥 西洋音楽史概説ⅡＢ レポート
レポート題目：Canvas にて指示する
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：Canvas LMS より提出
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文 人文 藤井 丈司 現代芸術Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：1.今期講義全体の総括
2.日本のポップスが世界に出ていくためにはどうしたらいいか
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 藤井 達也 社会心理学特殊Ⅸ 平常点

文 人東 藤木 健二 東洋史概説Ⅴ 平常点

文 人教 藤澤 啓子 教育心理学概論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 4 40 ４２１ 持込条件：不可

文 人人

藤澤 大介,佐
渡 充洋,野田 
賀大,竹内 麻
理,山市 大輔,
宗 未来

人間科学特殊ⅩⅩⅢＡ レポート
レポート題目：keio.jp 内に掲示
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：（2400 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 人人 藤島 喜嗣 人間科学特殊ⅩＬⅡＡ
レポート

平常点

レポート題目：以下の問 1、問 2 についてレポートを作成して下さい。書
式は問いませんが、氏名と学籍番号を記入の上、それぞれ見出しをつ
けて各問を判別できるようにし、１つのファイルにまとめて提出をしてく
ださい。提出締め切りは 1 月 23 日（日曜日）23:59 とします。Canvas 
LMS「期末レポート提出」よりご提出ください。
問１　社会的認知における特定の心的過程について (1) 概観し、(2) 日
常場面への適用可能例を示した上で、(3) その理論モデルの限界を示
してください。心的過程は授業内で扱った過程であればどれでも構い
ませんし、特定場面に特化した過程でも、より一般化した過程でも構い
ません。（1200 字程度・評価ポイント：概観内容の妥当性・現象の適切
さ・応用の独創性）
問２　対人場面の諸問題のうち一つをとりあげ、(1)社会的認知の知見
を利用して解釈し、(2)解釈の妥当性を検証する方法を立案してくださ
い。とりあげる問題はどのようなものでも構いませんが、授業で取り上
げていない問題を取り上げることを推奨します。検証方法は心理学実
験でなくても人間科学、社会科学の手法であれば構いません。(1200
字程度・評価ポイント：解釈の論理性・適用した知見の妥当性・検証方
法の妥当性)
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：書式は「特に問わない」としていますが、レポート題目の
指定はご確 認ください。全体で 2,400 字程度であることを想定していま
す。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人日 藤本 誠 日本史特殊ⅡＤ レポート

レポート題目：①古代仏教における僧侶の果たした役割について、国
家仏教と地域社会の仏教の関係を踏まえながら、具体的に説明してく
ださい。
②説話・写経奥書・出土文字資料・金石文など、多様な史資料を古代
史研究に用いることの意義について、授業内容を踏まえながらあなた
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：4 枚（4800 字以
上）　／備考：ワード A4・各 2 枚(合計 4800 字)以上。最終授業日か
ら、1 月 28 日（金）23 時 59 分まで。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人独
ベッカー， アン
ドレアス

ドイツ文化研究Ⅱ Essay and presentation
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文 人社 別所 裕介 文化人類学特殊Ⅳ レポート

レポート題目：「文化人類学特殊Ⅳ」最終レポート
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）　／備考：座学講義の最終回（第 13 回）が終了後、所定の提出
期限までに Canvas LMS のレポート機能よりオンラインで提出するもの
とする。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 星 浩司 言語学概論Ⅱ レポート
レポート題目：後日クラスの中及び Canvas を使って知らせる。
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 人英 堀田 隆一 英語学Ⅷ
平常点

授業内試験
1 月 19 日 （水）

文 人英 堀田 隆一 英語史Ⅱ
平常点

授業内試験
1 月 20 日 （木）

文 人文 本間 猛 言語学概論Ⅳ

平常点

授業支援から学期末の

課題をお知らせします。

文 人文 本間 友 博物館情報メディア論 レポート

文,
文研

人美,
美学

本間 友 美術史特殊ⅡＧ／美学芸術学研
究Ⅵ

レポート

文 人英 前沢 浩子 英文学Ⅳ レポート

レポート題目：Shakespeare 作品論：Henry V, Hamlet, The Tempest
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）　／
備考：秋学期に扱った 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。英文の場合は 1500 words 程度とします。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人日 前田 廉孝 日本史概説Ⅳ

レポート

授業支援システム内のオ

ンラインテスト

レポート題目：本講義の内容に即し，近代経済成長に果たした政府の
役割を明治期～「平成バブル」期について限界面まで論ぜよ。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：keio.jp「授業支援」より配布しているレポートファイル（docx）を使用
し，pdf 形式で提出すること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人日 前田 廉孝 日本史特殊ⅡＧ レポート

レポート題目：本講義の内容に即し，第 1 次大戦から反動恐慌，昭和
金融恐慌，世界恐慌，昭和恐慌に至るメカニズムを日本経済のみなら
ず世界経済の変動まで俯瞰し，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。また，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：keio.jp「授業支援」より配布しているレポートファイル（docx）を使用
し，pdf 形式で提出すること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

32２０２１年度秋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
試験
時限

試験
時間

試験
教室

内訳 試験持込条件・試験注意事項／レポート課題

文 人教 真壁 宏幹 教育学概論Ⅱ 平常点

文 人教 真壁 宏幹 教育学史Ⅱ レポート

文 人心 増田 真也 心理学基礎Ⅱ レポート

レポート題目：Web 調査で得られたデータを分析し、考察を加えなさ
い。(詳細は授業でお伝えします)
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 人文 松井 憲太郎 映画演劇論Ⅳ レポート

レポート題目：題目およびその他の詳細は、1 月 11 日の授業後に「授
業支援」システムの「レポート」機能を通じて発表します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（2000 字程
度）　／備考：※枚数・字数は目安です。授業支援「レポート」を通じて
より詳しく指定します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文,経 人文,
経済

松浦 聖子
法学Ⅱ（憲法を含む）／法学ｂ（憲
法を含む）

レポート

レポート題目：■課題　次のテーマ課題から 1 つを選び、レポートを作
成しなさい。
A　「新しい人権について」
日本において、新しい人権として議論されている具体的事例を 1 つ取
り上げ、その問題点・課題等について自分の考えを述べなさい。
B　「コロナ禍における行政権の肥大化について」
コロナ禍における行政の役割・責務をめぐる問題点を指摘し、行政権
の肥大化について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 字以
下）　／備考：形式、注意点について授業支援に掲載された PDF を確
認すること。
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Ⅱ レポート
レポート書式：備考：題目、書式等を含めて、Canvas LMS 上にて告知
します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人文 松岡 和美 言語学特殊ⅩⅥ
平常点

課題

文 人日 松方 冬子 日本史特殊ⅡＦ
レポート

平常点

レポート題目：この授業で、自分の研究や人生のために役に立ったこと
を書いてください。役に立たなかったとしたら、それはなぜかを書いてく
ださい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚（程度）　／備
考：MS Word ファイルのかたは「MS 明朝」書体でご提出ください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 松澤 慶信 芸術学Ｆ 定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 2 60 １０８
持込条件：不可
ペン書きにて解答すること

文 人英 松田 隆美 英文学ⅩⅥ レポート

レポート題目：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：
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 松田 隆美 古代中世英語学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 1 60 １０２ 持込条件：不可

文 人図 松林 麻実子 情報認識の基礎 レポート

文 人民 松原 彰子 民族学考古学特殊ⅩⅠ 平常点
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文 人図 松本 直樹 公共図書館論 平常点

文 人図 松本 直樹 図書館基礎Ⅰ

平常点

リアクションペーパー，レ

ポート，小テスト２回で評

価します。

文 人人 松本 尚之 人間科学特殊ⅩⅧＡ 平常点

文 人英 松本 朗 英文学ⅩⅣ レポート

レポート題目：学期末レポートについて
課題「講義で扱った(a)〜(f)の文学テクストのいずれかを選び、その文
学テクストについて食をめぐる観点から分析するレポートを書きなさ
い。Thesis Statement を論証する形式をとり、末尾に引用文献を付すこ
と。A4 で 3,000 字以上。
(a) Wells, The Time Machine
(b) Hardy, Tess of the d’Urbervilles
(c) Forster, Howards End
(d) Woolf, To the Lighthouse
(e) McEwan, Atonement
(f) Hare, Skylight
【提出にあたって】
1. 1 月 10 日（月曜日、休日）午前 11 時までにレポートの The First 
Draft を CANVAS に提出してください。
2. 上記の draft にコメントをいれて 1 月 17 日（月）の最終授業で返
却します。この過程を経ていないレポートの提出は認められません。
3. The Final Draft を 1 月 28 日（金）23：00 までに CANVAS に提出
してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字）
レポート提出先・日程：Canvas LMS 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ⅡＭ／倫理学特
殊講義Ⅳ

レポート

レポート題目：授業で扱った内容に関連したテーマを自由に選び、自分
の関心にも触れながら論述せよ。
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：
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 比較文化論Ⅱ
レポート

平常点

文 人社 三尾 裕子 文化人類学概論Ⅱ
レポート

平常点

文 人文 三木 敬介 博物館資料論Ⅱ レポート

レポート題目：⾃分の選んだ美術館や博物館を実際に⾃学し、資料論
的な観点からその館の特性や問題点などを⾃由に論じなさい。可能で
あれば 2 館以上の⾃較として書いてもらえるとより望ましいですが、難
しければ 1 館を対象としての考察でも構いません。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚（3000 字程
度）　／備考：書き方のめやすや提出期間など詳細については、授業
配信メッセージに添付したレポート課題シートを参照してください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
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文 人英 水谷 八也 米文学Ⅵ レポート

文 人人 水原 俊博 人間科学特殊ⅩＬＡ レポート

レポート題目：第 1 の消費文化の発展は，消費経験を非人間化（脱人
間化）させるという（マクドナルド化論）。そして，情報化（ICT 化）はこう
した傾向を促進する可能性がある。情報化による消費経験の非人間
化の促進の妥当性について具体例をあげて，また，授業内容を踏まえ
て論じなさい。

※ 授業で導入した用語は定義して用いること
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（4800 字程
度）　／備考：本文下部に頁番号をつけること
表紙をつけること
表紙⇒科目名，提出日付，学籍番号，氏名を明記
提出期限：22/1/28（金）17 時（厳守）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人心 皆川 泰代
知覚・認知心理学特殊Ⅲ／言語心
理学

レポート

平常点

レポート題目：心理言語学研究のトピックについての文献調査と実験
立案
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（以上）　／備
考：心理言語学研究のトピックについて１つ研究問題設定をし（１）先行
研究を調べまとめることで結論を導き出す。（２）先行研究で明らかにな
らなかった点や問題点を解決し明らかにするための次の実験を立案す
る。
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,
哲倫

峯島 宏次,岡
田 光弘

現代論理学の諸問題Ⅱ／哲学特
殊講義Ⅳ

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ⅡＩ／哲学特殊講
義Ⅹ

平常点

文 人哲 峯島 宏次 論理学入門Ⅱ 平常点

文 人仏
岑村 傑,上杉 
誠

フランスの文化と歴史Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：詳細は Canvas LMS で告知
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人仏 岑村 傑 フランス文学と近代Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：詳細は Canvas LMS で告知
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文,商 人文,
商

三宅 舞 映画演劇論Ⅱ レポート

レポート題目：【テーマ】
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、「〔顔〕という表象」「包摂の問題」「フィクション？真
実？」「同時性の表現」「〔他者〕との出会い」のどれかの観点から論じ
てください（上記の５つ以外のテーマでも結構です）。

【ファイル形式】
Word ファイル（.docx）、PDF ファイル（.pdf）またはテクストファイル
（txt.）
【字数】
2,000～4,000 字（過度に不足または超過しないこと）
【提出期限】
2022 年 1 月 26 日（水）23 時 59 分
※注意事項など詳細は Canvas 上のお知らせを参照してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（2000 字以
上）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人仏 宮林 寛 フランス文学と近代Ⅳ
レポート

平常点

文 人東 村松 弘一 東洋史特殊ⅡＥ 平常点

文 人美 望月 典子 芸術学Ｂ レポート
レポート題目：CANVAS で指示します。
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：（3000 字以下）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人美 望月 典子 美学概論Ⅱ レポート
レポート題目：CANVAS で指示します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字以下）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文,商 人文,
商

籾内 裕子 ロシア文学Ⅱ レポート

レポート題目：講義で扱った「ロシア文学」に関するテーマから任意の
テーマを一つ選択し、あなたの問題意識に従って分析を深め論じて下
さい。題目（レポートのタイトル）は、論じる内容が明確になるよう各自
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：本講義では毎回テーマを決めて配信しました。そのうち、興味を
ひかれたものや疑問が残ったものなどを取り上げて自由に論じて下さ
い。以下のことに注意すること。
（1）論点の設定は自由ですが、あくまで「ロシア文学」の枠組みで論じ
て下さい。
（2）参考文献などから引用する場合、引用であることを明記し引用元も
示すこと。決して他者の意見を自分の意見として述べることがないよう
注意して下さい。
（3）日本語レポートの形式をまもること（段落分けをする、段落の冒頭
を１字さげる、句読点を行頭におかない、など。）
（4）課題提出が少ない場合（5 回以上の欠席）はレポートを提出しても
不認定となります。また課題提出が充分であっても期末レポートを提出
しなければやはり不認定となりますので、注意して下さい。
（5）Canvas LMS より提出して下さい。1/19（水）の授業配信後、提出を
受け付けます。
（6）締め切り：1/27（木）23:59
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文 人美 森 功次 美学特殊ⅡＢ レポート

レポート題目：「授業中に説明した議論をひとつとりあげ、
1. そこでなされている主張の内容・背景・意図・動機などをできるだ
け明確に説明し、
2. その主張について批判・反論してください。
3. さらに、その自分の考えに対して予想される再反論をひとつ以上
提示し、
4. その再反論を退ける形で、具体例を提示しつつ自説を擁護しな
さい。
5. その作業が終わったら、レポートの冒頭に、本レポートでやった
作業をまとめる「要旨」（論文でいう abstract）を付してください。」
課題の詳細は Canvas にて配布した資料を確認すること
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：Canvas LMS より提出
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文 人社 森川 剛光 社会学史Ⅱ レポート

レポート題目：社会学史２（2021 年度）・期末課題　　　担当：教授　森
川 剛光
以下の課題 A、B のいずれかでレポートを 16000 字程度で作成し、pdf
形式で期日（2022 年 1 月 31 日 23 時 59 分）までに提出しなさい。
A) S.N.アイゼンシュタット『日本　比較文明論的考察』（全三巻、岩
波書店）の原著は 1996 年に出版されている。本書を通読し、著者が日
本の発展のダイナミズムがどこにある（あった）と考えているかをまとめ
た上で、その活力がバブル経済崩壊後のいわゆる「失われた 30 年」
——つまりアイゼンシュタットの著書出版以降の日本——でなぜ失われ
たかを考察し、論述しなさい。
B) 1980 年代以降の社会学理論の綜合を行ったビッグ４（P・ブルデ
ュー、A・ギデンズ、J・ハーバーマス、N・ルーマン）＋１（A・トゥレーヌ）
の中からいずれか一人の理論家を選び、その理論家の社会学史上の
イノベーションを要約した上で、その理論に依拠した卒業論文向けの
実証（調査）研究・経験的研究のプロジェクトペーパー（研究計画書）を
作成しなさい。研究計画書は研究の問題設定、現在の研究状況、方
法、期待される成果についての論述を含むものとする。なお、実証研
究・経験的研究の対象は現代社会でも、過去の社会（歴史）でもよい。
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（使用した場合は授業資料も含む）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. 以下にあげる参考文献は読むことを強く推奨するが、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。
8. 使用した参考文献･資料のページ数の総計は 1000 頁以上にす
ること。各資料・文献のページ数を文献リストに明記すること。
9. 本文中で引用、参照の記載のない資料は文献リストに含めない
こと。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（16000 字程度）　／
備考：2021 年 9 月 25 日発表済み
各課題の参考文献
課題 A：
•S.N.アイゼンシュタット『日本　比較文明論的考察』（全三巻）岩波書
店、2004-2010 年
課題 B：
•ピエール・ブルデュ『実践感覚』新装版、1・2、みすず書房、2018 年
•ピエール・ブルデュー『ディスタンクシオン』1・2、藤原書店、2020 年
•アンソニー・ギデンズ『先進社会の階級構造』みすず書房、1977 年
•アンソニー・ギデンズ『社会の構成』勁草書房、2015 年
•ユルゲン・ハーバーマス『コミュニケーション的行為の理論』上･中･下、
未来社、1985〜87 年
•ユルゲン・ハーバーマス『公共性の構造転換』第２版、未来社、1990
年
•ユルゲン・ハーバーマス『後期資本主義における正統化の問題』岩波
文庫、2018 年
•濱西 栄司『トゥレーヌ社会学と新しい社会運動理論』新泉社、2016 年
•ニクラス・ルーマン『社会の社会』上･下、法政大学出版局、2009/17 年
•ニクラス・ルーマン『社会システム: 或る普遍的理論の要綱』上･下、勁
草書房、2020 年
•ニクラス・ルーマン/ディルク・ベッカー『システム理論入門—ニクラス・ル
ーマン講義録〈1〉』新泉社、2007 年
•ニクラス・ルーマン/ディルク・ベッカー『社会理論入門―ニクラス・ルー
マン講義録〈2〉』新泉社、2009 年
•アルミン・ナセヒ/ゲオルク・クニール『ルーマン：社会システム理論』新
泉社、1995 年
•アルミン・ナセヒ/ゲルト・ノルマン『ブルデューとルーマン』新泉社、2006
年
•アラン・トゥレーヌ『断裂社会 : 第三世界の新しい民衆運動』新評論、
1989 年
•アラン・トゥレーヌ『声とまなざし : 社会運動の社会学』新装、新泉社、
2011 年
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 世界社会論 レポート

レポート題目：　課題：各機能領域（機能システム）における世界社会
的現象の例を一つ探し、取り上げ、本講義で説明した理論アプローチ
（新制度主義、システム理論）を用いて、分析･叙述しなさい。(12 月 15
日発表済み）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（10000 字程度）　／
備考：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（使用した場合は授業資料も含む）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. 使用した参考文献･資料のページ数の総計は 200 頁以上にするこ
と。各資料・文献のページ数を文献リストに明記すること。
7. 本文中で引用、参照の記載のない資料は文献リストに含めないこ
と。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人東
師岡カリーマ， 
エルサムニー

東洋史特殊ⅡＤ レポート

レポート題目：ガッサーン・カナファーニー著『ハイファに戻って・太陽の
男たち』（河出文庫）より「ハイファに戻って」と「太陽の男たち」読後レポ
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：
1 枚（程度）　／備考：オンラインで提出してもらいますが、最低 A4 一
枚相当は書いてください。詳しくは講義で説明します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人文 諸星 妙 スペイン語圏文化研究Ⅱ 授業内試験 1 月 21 日 （金）

文 人日 谷ヶ城 秀吉 日本史特殊ⅡＢ 平常点

文 人英 八木橋 宏勇 英語学Ⅳ
レポート

平常点

レポート題目：ご自身が関心を持つ言語現象を一つとりあげ、問いを立
てたうえで、「メンタルコーパス」の観点から過不足なく明快に論じてく
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 人美 安永 拓世 美術史特殊ⅡＩ
レポート

平常点

レポート題目：何らかの観点において、類似する点を有する二つ以上
の作品 （日本や東洋の美術作品であることが望ましいが、それ以外の
ものでも構わない）を取り上げ、その類似点と相違点の双方について、
それぞれ叙述すること。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／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 人民 山口 徹 民族学考古学特殊Ⅵ 平常点

文
人哲,
人倫

山田 竹志 哲学倫理学特殊ⅡＨ
レポート

平常点
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文 人国 山中 玲子 国文学Ⅷ レポート

レポート題目：授業時に示した（12 月 20 日の授業資料とともにアップし
た）３つの課題のうち１つを選び、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：（2000 字程
度）　／備考：分量は 1500～2000 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 人文 山梨 あや 生涯学習概論 平常点

文 人民 山花 京子 民族学考古学特殊ⅩⅤ
レポート

平常点

レポート題目：第 10 回目（12 月 17 日）に期末レポートの課題を
CANVAS　LMS 上で発表します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：5 枚（以上）　／備
考：平常点（出席点）+期末レポートで 100 点満点となります。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文 人西 山道 佳子 西洋史概説Ⅵ
レポート

平常点

文 人心 山本 淳一 心理学史 レポート

レポート題目：顕著な業績をあげた心理学者 100 名の中から、これま
で、あまり触れられてこなかった心理学者を、あらたに 10 名、とりあ
げ、それぞれ、（１）心理学の業績、（２）心理学への貢献、（３）社会へ
の貢献について、まとめなさい。
授業で十分検討した Skinner、および、皆さんが発表対象とした心理学
者は除いてください。１名について、1 枚程度でまとめてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：10 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 人心 山本 淳一
臨床発達心理学／行動・発達心理
学特殊Ⅱ

レポート

レポート題目：以下の神経発達症への支援に関して、それぞれ、A、B
についてまとめなさい。

自閉スペクトラム症：（3 枚から４枚）
A：個人と環境との相互作用から見た、「弱い（不得意な、不安定な）と
ころ」「強い（得意な、安定した）ところ」をまとめなさい。
B：３つの発達段階に対応した最も有効な支援方法について、まとめな
さい。（１）幼児期、（２）児童・生徒期（小学生・中学生）、（３）成人期（高
校生以降）

限局性学習症：（3 枚から４枚）
A：個人と環境との相互作用から見た、「弱い（不得意な、不安定な）と
ころ」「強い（得意な、安定した）ところ」をまとめなさい。
B：３つの発達段階に対応した最も有効な支援方法について、まとめな
さい。（１）幼児期、（２）児童・生徒期（小学生・中学生）、（３）成人期（高
校生以降）

注意欠如・多動症：（3 枚から４枚）
A：個人と環境との相互作用から見た、「弱い（不得意な、不安定な）と
ころ」「強い（得意な、安定した）ところ」をまとめなさい。
B：３つの発達段階に対応した最も有効な支援方法について、まとめな
さい。（１）幼児期、（２）児童・生徒期（小学生・中学生）、（３）成人期（高
校生以降）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：合計で、9 枚から 12 枚。
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 人教 山本 正身 教育史Ⅱ レポート

レポート題目：大正期もしくは戦後期の「新教育」の動向を具体的に描
出しながら、それがこの国の今後の教育のあり方にどのような示唆な
いし展望を与えているのかを、「近代教育」（国家による国民形成として
のそれ）の論理と対比させながら論じなさい（事例紹介は、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）　／
備考：提出期限は 2022 年 1 月 25 日とします。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人哲 弓削 隆一 中級論理学Ⅱ レポート

文 人中 吉永 壮介 中国古典文学史Ⅱ 授業内試験 1 月 19 日 （水）

文 人社 吉本 裕子 文化人類学特殊Ⅴ レポート

レポート題目：講義内容を踏まえつつ、先住民族アイヌと「日本」につい
て、各自が関心を抱いたトピックから、自由に論じてください。レポート
には、必ず参考・引用文献を明記すること。
（締切：2022 年 1 月 15 日）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以上）　／
備考：レポート課題の詳細は、第 9 回（12 月 8 日）の授業で説明しま
す。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人独
ヨッホ， マルク
ス

現代ドイツ研究Ⅱ
homework and regular 

participation

文
人哲,
人倫

頼住 光子 哲学倫理学特殊ⅡＥ 平常点

文 人倫 頼住 光子 日本倫理思想Ⅱ 平常点

文
人哲,
人倫

渡辺 和典 哲学倫理学特殊ⅡＧ 平常点

文 人東 渡邊 祥子 東洋史特殊ⅡＧ
レポート

平常点

レポート題目：事前に配布した資料を読み、授業で学習した内容を踏ま
えて分析してもらいます。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（800 字程度）　
／備考：字数は出題時に変更することがあるので、設問をよく読んでく
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 人文 渡辺 丈彦 博物館学特論Ⅰ レポート

レポート題目：講義の内容を参考にして、日本の埋蔵文化財保護の現
状と問題点について論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚　／備考：提出
期限等については、授業支援システムや配布資料等から確認すること
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人民 渡辺 丈彦 民族学考古学特殊Ⅹ 平常点

文 人社 渡邊 久哲 社会心理学特殊Ⅳ
レポート

平常点

レポート題目：授業の中で告知します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文 人美 渡部 葉子 美術史特殊ⅡＪ
毎回授業で提出のレポー

ト
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文 人文 渡部 直也 言語学特殊Ⅱ レポート
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