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メコ 安部 由紀子 異文化間コミュニケーションⅠ レポート

レポート題目：「SDG ｓ時代の異文化間コミュニケーション」
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2500 字以上）　／
備考：・自身の専門の見地から、「SDGs 時代の異文化間コミュニケー
ション」について論じてください。
・英語で出す方は、1200 words 以上とします。
・評価は日本語、英語同じ基準でします。
・ファイル名は、「学籍番号_名前＿ 終レポート」（学籍番号、氏名は
自分のものにしてください）で、基本 PDF にし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

メコ
李 津娥,緒方 
伸一

共同通信寄附講座　特殊研究Ⅰ
（ニュース活動）

平常点

メコ 李 津娥 コミュニケーション調査法Ⅰ 平常点

国セ 飯野 文 日本の通商関連法・政策 平常点

メコ 市田 隆 新聞特殊講義Ⅰ レポート

レポート題目：「講義に対する自由な意見、感想」など（６月末までに提
出された２回分のレポート）
レポート書式：サイズ：A4　／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

医,
斯道

医, 一戸 渉 書物と文化Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：近世日本の書誌学・書物研究に関する研究論文リスト
（授業中に示す）から 1 点以上を読み、本講義で得た知識等も活用し
ながら、自身で任意の視点を設定しつつ自由に論じなさい。
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：
（3000 字以上）
レポート提出先・日程：メールで提出すること。メールアドレスは授業中
に指示する。

国セ
ウィリアムス，
ムケーシュ

日本とインドのパートナーシップを
構築する

レポート

レポート題目：Essay on any topic connected to "Japan-India Partnership" 
レポート書式：サイズ：A4　／備考：Follow the APA Style Sheet and
give a title to your essay.
レポート提出先・日程：DEADLINE FOR REPORT SUBMISSION IS:
JULY 16
The essay should be 3000 words on any topic connected to Japan-India 
Partnership and must carry a 150 words abstract.
Please send by email to aryanjava@keio.jp 

国セ 梅若 猶彦 古典芸能の内面性 レポート

レポート題目：you will be notified
in our online class 
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：to my email address 
u.-nao.......
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国セ
浦上 ヤクリー
ン

日本の人間工学 レポート

レポート題目：The report is part of a larger project in which the
relationship between cognitive functioning and general well-being is
examined using a serious game. Students will play a range of Serious 
Games online for four weeks and are expected to reflect on their
experiences, provide feedback and develop new ideas for improving the
current games. The feedback and suggestions for improvement will
include aspects of interface design, interaction design and the range of
cognitive assessments currently being studied. Details of the report and 
the project will be made available through the class support system.
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

国セ
ヴェッセ， オリ
ヴィエ

第二次世界大戦後のアジアにおけ
るフランスおよびヨーロッパの政策

レポート

平常点

study group in-class 

activities

レポート題目：choice of each student in relation with the syllabus in 
agreement with the instructor in charge.
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：each final essay is send by email to the teacher 
in charge of the course by July 13.

国セ
エインジ， マイ
ケル Ｗ 日本映画入門１

レポート

平常点

レポート題目：詳細は授業支援システム内で確認してください。
レポート提出先・日程：詳細は授業支援システム内で確認してくださ
い。

国セ 太田 昭子 近代日本の対外交流史
レポート

平常点

レポート題目：A research paper related to the modern history of
diplomatic and cultural relations between Japan and the world.  (The
period should be up to WW2.)
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2500 字以上）　／
備考：About 2,500～3,000 words (1.5 spaced). The paper should be
written in a formal style, with reference notes and a list of bibliography.
レポート提出先・日程：Please upload your assignment to the 
Assignment Box by July 18th[Sat], 1pm.
Follow the instructions regarding the minimum technical requirements
when you upload your file.  The instructions have already been given
quite a number of times.

メコ 小川 葉子 映像メディア論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目： 終授業で指示。
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：慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究
所小川（西秋）葉子宛郵送。
７月２７日必着。

メコ 小川 葉子
特殊研究Ⅳ（メディア・コミュニケー
ション論）

レポート

平常点

レポート題目： 終授業で指示。
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：慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究
所小川（西秋）葉子宛郵送。
７月２７日必着。

メコ 小川 葉子 メディア文化論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目： 終授業で指示。
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：慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究
所小川（西秋）葉子宛郵送。
７月２５日必着。

国セ 奥川 育子
社会文化的文脈における日本語
学

レポート

平常点

レポート題目：Final Paper (Sociocultural Linguistic Analysis)
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
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国セ
オルトラーニ， 
アンドレア

高裁判所－構造、機能、判例
平常点

Microexams

メコ 釜谷 正一郎 映像コンテンツ制作Ⅰ 平常点

メコ 茅島 秀夫
プラップジャパン寄附講座　広報・
ＰＲ論Ⅰ

レポート

レポート題目：授業内で配布した山田ズーニー氏の「『値踏み』される
自分」を読み、ズーニー氏の話の中から「企業に求められるコミュニケ
ーション力」について 800 字前後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：（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

アセ
粂川 麻里生,
中川 ヨウ ジャズ・ムーヴズ・オン！Ａ面 レポート

レポート題目：詳細は授業支援システム内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

国セ
クラシゲ ジェフ
リー　ヨシオ

日本史入門：前近代日本史概観

平常点

Students have two 

options: (1) a single 5-7 

page report or (2) 

additional (weekly) 

response papers totaling 6 

pages

メコ 倉又 俊夫 放送特殊講義Ⅰ 平常点

メコ 左山 政樹 時事問題Ⅰ 平常点

国セ
ショールズ， ジ
ョセフ

異文化比較を通じての日本理解 レポート

レポート題目：Final Reflection Paper (30% of grade)
By July 21, you must hand in (upload) a short paper (1000-2000 words)
that reflects on ONE of the supplemental articles seen in class. It should 
include 1) A summary of key ideas, 2) Your insights/reactions to the
article as it relates to issues discussed in class. More details will be 
given in class.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：Details are available 
in the class syllabus. 
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ 杉浦 一徳 日本のオタク文化と多国籍的関係 平常点

メコ 鈴木 秀美 特殊研究Ⅱ（日本国憲法論） 平常点
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メコ 鈴木 秀美 メディア法制Ⅰ レポート

レポート題目：7 月 22 日（水）以降、「授業支援」の「お知らせ」により発
表します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（3000 字程
度）　／備考：提出期限：7 月 28 日(火)（7 月 29 日（水）0 時 00 分まで
に提出すること）
今学期は定期試験を行うことができないため、定期試験代替の「レポ
ート」の提出を求めます。また、「レポート」の送受信がきちんとできる
かを確かめるため、レポート提出の試行として「小レポート」の提出を
求めます。これについても詳細は「授業支援」の「お知らせ」に掲示しま
す。
成績は「小レポート」（20％）と定期試験代替の「レポート」（80％）で評
価します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ 鈴木 理恵 質的調査から見る日本文化と社会
レポート

平常点

レポート題目：Final report
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：Approximately 2000
words
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ 鈴木 理恵
社会言語学的諸問題と現代日本
語

レポート

平常点

レポート題目：Final report
レポート書式：サイズ：A4　／備考：Approximately 2000 words
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ 鈴木 理恵
日本語コミュニケーションにおける
文化的前提

レポート

平常点

レポート題目：Final report
レポート書式：サイズ：A4　／備考：1500-2000 words
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

医,
斯道

医, 高橋 悠介 書物文化史研究Ⅰ 平常点

メコ 谷 一巳 時事英語Ⅲ 平常点

国セ
チャンドラ， エ
リザベス

東・東南アジアにおける植民地主
義を読む

平常点

weekly papers

国セ 徳永 智子 マイノリティと日本の教育
レポート

平常点

レポート題目：To be announced in class.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ
ドーソン， ウォ
ルター

教育社会学 レポート

レポート題目：Analysis of educational development in one asian nation
レポート書式：サイズ：特に問わない　／枚数：特に問わない　／備考：
The report should be written in English to a length of at least 1,500 
words.
レポート提出先・日程：Submitted by email

メコ 中川 聡之 広告特殊講義Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：実在する広告を 1 つ選び、「バックキャストして考察／自
分なりの企画を立案」して下さい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：10 枚（以下）　／備
考：・レポート作成に関する詳細は 6 月 19 日（金）公開の「第 8 回講
義」動画にて説明しています。
・レポートの提出期限は 7 月 3 日（金）です。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

メコ 中島 みゆき 取材論Ⅰ レポート

メコ 中田 響 情報通信政策Ⅰ 平常点
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国セ
ニケ， ヴァレリ
ー

日中関係概論 レポート

レポート題目：students will choose a subject in relations with the theme 
of the course
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：
4 枚　／備考：Report to be sent by mail under word format 
length of report : about 2000/2500 words
レポート提出先・日程：to be sent by mail to my personal address
niquetva@gmail.com

医,
福セ

医, 西澤 直子 近代日本研究Ⅲ
レポート

平常点

レポート題目： 終授業日（7 月 17 日）にお伝えします。詳しくは「お知
らせ」を出しますので、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：
（800 字程度）　／備考：字数についても、詳しくは必ず「お知らせ」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

国セ
ノッター， デビ
ッド Ｍ 大正文化と日本の近代 平常点

国セ
ハモンド， クリ
ストファー

東アジア社会の教育
レポート

平常点

レポート題目：A research-based report on a topic related to Education in
Asia
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：The paper should be approximately 2000 words in 
English
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ 林 晃紀
人間の理想像に関する哲学的探
究：日本と西洋との対話を通じて

レポート

平常点

レポート題目：I give detailed instructions for a term paper.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚　／備考：
About 2-3 papges

国セ 林 秀毅 アジアと日本の経済関係
レポート

平常点

レポート題目：The topic of Asia Japan Economic Relations,proposed by 
students and and approved bilaterally
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：At least 1000 words
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

メコ 福島 慎太郎 異文化間コミュニケーションⅡ
レポート

平常点

レポート題目：日本社会の多文化共生－授業内容を踏まえ、日本社会
の多文化共生のあり方、およびそれを実現するために　変えるべきこ
と、残すべきことについて、あなたの考えを論述して下さい。
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：
（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

国セ
昇 亜美子,プレ
セロ， アンドレ
ア

日本の対外政策
レポート

平常点

レポート題目：Students are required to submit a term paper (1,500
words including footnotes) on any of the topics related to post-World
War II Japanese foreign policy. The paper should be sent to the lecturers
by uploading it in the “Class Support” system’s “Report” field by July
24.
レポート書式：サイズ：A4
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ
ホーリー， デイ
ヴィッド Ｒ 戦後日本の再生 レポート

レポート題目：Write an essay related to a certain topic in the textbook as 
explained in the final essay assignment that I will send to you directly.
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：I will send the essay assignment to you directly.
レポート提出先・日程：Please email the essay to me the same way as 
your midterm essay. It is due by July 16 as explained on the assignment 
I will send to you.
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国セ
ホーリー， デイ
ヴィッド Ｒ 日本のジャーナリズム レポート

レポート題目：Write a journalistic article following the model taught in
class about something having to do with Japan. 
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：Email it to me the same way as your first and
second articles. It is due on July 9, as I have already explained directly 
to all students.

国セ
マニエ　ワタナ
ベ， レミー

日本のアントレプレナーシップと中
小企業開発

レポート

平常点

Business Plan presentation

レポート題目：Business plan
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：By email on July 20, 2020

国セ 茂垣 昌宏 日本の政治
レポート

平常点

レポート題目：詳細は授業支援システム内で確認してください
レポート書式：備考：レポート提出締切：7 月 22 日(水)中
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

保セ

徳村 光昭,森 
正明,広瀬 寛,
牧野 伸司,畔
上 達彦,後藤 
伸子,内田 敬
子,康井 洋介,
片山 奈理子,
三戸 麻子

現代社会と医学Ⅰ

レポート

平常点

授業内試験

7 月 20 日 （月）

レポート題目：大学生活を含む日常生活で、あなた自身が実践すべき
新型コロナウイルス感染予防策の具体的な内容を述べなさい。ただ
し、本文中に次の 3 語（手洗い、マスク、距離）の全てを必ず使うこと。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚（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

メコ 森重 達裕 文章作法Ⅲ 平常点

メコ 山口 仁 世論Ⅰ レポート
レポート題目：課題レポート（世論Ⅰ）
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：（2000 字）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

メコ 山腰 修三 ジャーナリズム論Ⅰ レポート

レポート題目：7 月 10 日 3 限終了時以降、「授業支援」の「お知らせ」
にて発表します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（3000 字程
度）　／備考：レポートの提出期日は 7 月 31 日（金）18 時までです。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

メコ
山腰 修三,重
田 育哉

読売新聞寄附講座　現代ジャーナ
リズム総論Ⅰ

平常点

メコ 湧口 清隆 メディア産業と政策Ⅰ レポート

レポート題目：授業支援システムに上げた第 10 回以降毎回の教材に
掲載する課題を解いてください。字数についての指示も課題に掲載し
ます。期限は 7 月 31 日です。小テスト 5 回の点数と合算して評価しま
す。
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

医,
福セ

医, 米山 光儀 近代日本研究Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：『学問のすゝめ』を読んで考えたことを述べなさい。
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：特に問わない　／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

国セ
ワッツ， ジョナ
サン Ｓ 日本仏教と現代社会 平常点
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