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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：「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：（2000 字以上）　／
備考：・「異文化間コミュニケーション」をテーマに、自身で一つ条件設
定をして専門の見地から論じてください。
例：「Z 世代の異文化間コミュニケーション」「日中間の異文化間コミュ
ニケーション」「難民問題から見る異文化間コミュニケーション」など。
・英語で書きたい方は、英語で 1000 words 以上
・締切：2021 年 7 月 18 日（日）午前 10 時
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

メコ
李 津娥,長谷
川 健司

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

メコ 李 津娥
特殊研究Ⅰ（広告コミュニケーショ
ン論）

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 平常点

医,
斯道

医, 一戸 渉 書物文化史研究Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：日本における古典の受容について、授業内で触れたト
ピック（人物、書物、用語、歴史上の出来事など、１つでも複数でも構
わない）と関連させながら、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 字程度）
レポート提出先・日程：授業中に指示する。
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メコ 岩崎 拓 広告特殊講義Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：広告特殊講義 I 春学期 （金曜・３限）　レポート課題につ
いて

私たちは４月より「マーケティングのセンスを磨く」を合言葉にマーケテ
ィングまつわる様々な体験・思考実験を行ってきましたが、自分の中で
「マーケティングってこういうことかな」という感覚が少しでも身について
いれば嬉しく思います。
それを踏まえて、レポートのテーマは下記としたいと思います。

生活者としての自分から見たマーケティングのメリット

世の中にマーケティングがあることで一人の生活者としての自分には
どんないいことがあるのだろうか、また、もしマーケティングがなかった
ら、自分の生活はどうなっているのだろうか。
マーケティングが世の中に存在する「意味」を考え、自分の生活にどの
ような影響を与えているかを自分なりの視点で考えてみてください。
もちろん、マーケティングの負の側面を書いても結構です。
いずれにしても、マーケティングの役割や機能といった論点は、インタ
ーネットで検索すればすぐにたくさん出てきます。書籍にも様々なこと
が書いてあります。
レポートでは、それらを参考にすることは構いませんが、あくまでそれ
をベースに自分なりの意見や見方を述べてくれることを期待していま
す。

レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：3 枚（以下）　／備
考：レポート作成時の原則・留意事項
・レポートは Microsoft Word で作成すること（PDF 化はしないでくださ
い）。
・A4 縦・３ページ（図表部分は含まない）以内で作成すること。
・フォントの大きさは、10.5pt を基本とすること。（太字・アンダーライン
は可）
・フォントは、MS P 明朝または、游明朝　Regular、とします。（英字は任
意）
・レポートの冒頭部分には、氏名・学部・学科・学籍番号を必ず書くこ
と。
・ファイル名は、「広告特殊講義レポート_氏名」とすること。
・レポートの提出・送付先は、hiroyuki.komoda@hakuhodo.co.jp　まで 
。
　その際、必ず、大学のメールアドレス（@keio.jp）から送ること。
・提出期限までに提出すること。
　提出期限は、2021 年 7 月 20 日（火）　23:59 とします。
・上記の原則・留意事項を守れなかった場合は、評価の対象外とする
場合があります。
レポート提出先・日程：備考参照：菰田先生のアドレス 
hiroyuki.komoda@hakuhodo.co.jp まで送付して下さい。
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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

授業内試験
7 月 8 日 （木）

レポート題目：Any topic discussed with the teacher and connected to 
Japan-India Partnership in 3000 words and an additional abstract of 150 
words
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：The essay should be 3000 words with a 150 words 
abstract. Submit through my regular email  aryanjava@keio.jp 
Deadline for submission July 8th 2021
レポート提出先・日程：Submit by email 
aryanjava@keio.jp
Deadline for submission July 8th 2021

国セ 梅若 猶彦 古典芸能の内面性 平常点

国セ
浦上 ヤクリー
ン

日本の人間工学 Take home exam 

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

レポート題目：Final Essay: any topic related to the content of the course.
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 be send by email by July 9.

法,
メコ

政治, 大久保 遼 マス・コミュニケーション発達史Ⅰ レポート

メコ 大坪 寛子 時事英語Ⅲ 平常点

メコ 小川 葉子 映像メディア論Ⅰ
レポート

授業内試験

レポート題目：授業内で指示
レポート提出先・日程：メディアコム事務室へ

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

授業内試験

レポート題目：授業内で指示
レポート提出先・日程：メディアコム事務室へ

メコ 小川 葉子 メディア文化論Ⅰ
レポート

授業内試験

レポート題目：授業内で指示
レポート提出先・日程：メディアコム事務室へ

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
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚　／備考：Four 
to five pages total, double spaced, twelve-point, Times New Roman 
font, one-inch margins, A4 paper.
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

メコ 桶田 敦 映像コンテンツ制作Ⅰ

平常点

実習課題提出と内容評

価

国セ
オルトラーニ， 
アンドレア

最高裁判所－構造、機能、判例
平常点

Final report

法務,
国セ

ＧＬ,
法曹,

井上 葵,金山 
直樹

Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ　ｉｎ　Ｃｒｏｓｓ‐ｂｏｒ
ｄｅｒ　Ｍａｔｔｅｒｓ

平常点
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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：参考資料「医療現場にナラティブという視点を導入する
意義」を読んで、あなたの気づきを 1500 字程度でまとめてください。
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：（1500 字程度）　／備考：文字
数 ：1500 字程度（1400～1600 字　タイトル、名前は含めない）
提出形式：WORD  最初の行にタイトル、次の行に学部、学年、名前。
次の行から本文。
フォント：MSP ゴシック　サイズ : 10.5 ポイント
提出ファイル名：学部_学年_氏名.docx　例）文_3_慶應太郎.docx
提出期限：7 月 28 日（水）23:59
参考資料：医療安全推進者ネットワーク 「医療現場にナラティブという
視点を導入する意義」富山大学保健管理センター長・教授 斎藤清二
氏　※この資料は、次の Web でも読むことができます。http://
www.medsafe.net/specialist/31saitou.html
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

国セ 木村 真規
日本と世界のスポーツ・健康・長寿
の文化

平常点

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

平常点

レポート題目：春学期に授業で登場したミュージシャンのうち、特に心
に残った人のことを貴方なりに考察して書いて下さい。

事実に基づいたデータ(バイオ)と、貴方自身の印象・感想の双方が盛
り込まれているよう、書いて下さい。
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

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

授業内試験

At home exam conducted 

during our last class 

(week 13). As soon as the 

test is completed, all 

students will email the 

completed test to me.

7 月 6 日 （火）

メコ 税所 玲子 取材論Ⅰ
平常点

執筆した記事

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 授業内試験 7 月 6 日 （火）

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

メコ 鈴木 秀美 メディア法制Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 4 50 ５２７ 持込条件：すべて可
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法,
メコ

政治, 鈴木 弘貴 国際コミュニケーション論Ⅰ レポート

レポート題目：期末レポート課題：「グローバルジャーナリズムの実態
調査・分析」
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（程度）　／備
考：Word および　Excel による提出を求める。詳細は授業の中で発表
する。
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

レポート題目：Interview report
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：Approximately 2000 
words (excluding research proposal, interview guide, research request 
form, and written consent forms)  
レポート提出先・日程：Canvas LMS 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

レポート題目：Final paper
レポート書式：サイズ：A4　／備考：Approximately 2000 words 
(excluding bibliography)
レポート提出先・日程：Canvas LMS 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

レポート題目：Final paper
レポート書式：サイズ：A4　／備考：Approximately 1500-2000 words 
(excluding bibliography)
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

医,
斯道

医, 高橋 悠介 書物と文化Ⅰ
平常点

授業内試験
7 月 6 日 （火）

メコ 田原 浩史 放送特殊講義Ⅰ 平常点

ＫＧ 田村 次朗 リーダーシップ基礎
レポート

平常点

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：詳細は授業支援システム、Canvas LMS で確認
してください

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 and class 

discussions
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法,
メコ

政治, 津田 正太郎 メディア社会論Ⅰ レポート

レポート題目：以下のテーマのなかから一つを選択し、授業の内容を
踏まえて論述しなさい。

（１）現代日本における認識的ナショナリズム、ナショナル・アイデンティ
ティ・理念的ナショナリズムをめぐる競合について自身の観点から論
じ、それらとメディアとがどのように関わっているのかを考察しなさい。

（２）第二次世界大戦時における英国のプロパガンダ政策に第一次世
界大戦の記憶がいかなる影響をもたらしたのかを述べたうえで、当時
の外交政策とプロパガンディストの軋轢がどのようなものであったのか
を論じなさい。

（３）消費社会と記号消費との関係について論じたうえで、現代社会に
おける情報の消費について自身の考えを述べなさい。

（４）都市空間とメディアとの関係性について授業で取り上げた内容を
要約したうえで、現代の東京（もしくはその一部）とメディアとがいかな
る関係にあるのかについて自身の考えを述べなさい。
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 字以下）　／備考：レポートの執筆にあたって参照した文献を明
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

医,
福セ

医, 都倉 武之 近代日本研究Ⅳ
レポート

平常点

国セ
ドーソン， ウォ
ルター

教育社会学 レポート

国セ
ドラモンド， ダ
イモン

中国、日本、韓国の比較経営 レポート

レポート題目：Final Consulting Report
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：特に問わない　／備
考：Please refer to the Canvas LMS instructions for the final report 
detail.
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

メコ 中田 響 情報通信政策Ⅰ 平常点

国セ
ニケ， ヴァレリ
ー

日中関係概論 レポート

レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚　／備考：
please send the report word format to my adress : 
niquetva@gmail.com
レポート提出先・日程：send the report before july 25 to my personal 
adress : 
niquetva@gmail.com

医,
福セ

医, 西澤 直子 近代日本研究Ⅰ レポート

レポート題目：第 13 回目の授業の際に、発表しますので、当日確認し
てください。
レポート書式：備考：題目を発表する際に、字数もお伝えします。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ
ノッター， デビ
ッド Ｍ 大正文化と日本の近代 平常点
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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

レポート題目：An approved topic on Education and Society chosen by 
the student
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：特に問わない　／備
考：The report should be approximately 2000 words and use APA-style 
referencing. Further instructions will be provided. 
レポート提出先・日程：Canvas LMS 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：TBA
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：2 枚　／備考：The 
instruction for the final paper will be distributed.
レポート提出先・日程：Send me by e-mail

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：Free title, subject to the previous approval of the lecturer.  
レポート書式：サイズ：特に問わない　／書式：横書　／備考：More 
than 1,000words
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ
バナード， ピー
ター

日本近代怪奇幻想小説通史 レポート

レポート題目：Essay prompts will ask students to synthesize the reading 
they have done throughout the semester; no outside reading or research 
will be required to complete the assignment. (More details about the 
final essay will be distributed later in the semester.)
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 essay should be at least 2,000 words in 
length.
レポート提出先・日程：Essays will be submitted directly to me via email.

国セ 菱山 裕子
日本における芸術と文化／アート
ワークショップ

平常点

メコ 平井 智尚 世論Ⅰ レポート

レポート題目：授業内容をふまえて自らテーマを設定し、設定したテー
マに関するレポートを作成してください。

レポートは各種調査（文献・資料調査、ネット調査、参与観察等、すべ
ての調査を含む）を盛り込んだ論述・論証の形式が望ましいです。ただ
し、調査の報告にとどまるものであっても、内容的に十分であれば論
述・論証形式のレポートと同程度に評価いたします。
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

ＫＧ

バーガーズ， ト
ビアス Ｊ,ファー
バー， デイビッ
ド

サイバー文明：レボリューションと
エボリューション

レポート

レポート題目：Within the framework of the course's focus. Subjects 
should be agreed upon with course instructors beforehand. 
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：特に問わない　／備
考：Kindly refer to the instructions in the course overview emailed at the 
beginning of the semester. 
レポート提出先・日程：via email at burgers@keio.jp by July 20th, 1200 
Midday. Many thanks.
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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

レポート題目：Students are required to submit a term paper (1,500 
words including footnotes but excluding the list of references) on any of 
the topics related to post-World War II Japanese foreign policy 
discussed in class.

The term paper has to be submitted to the instructors by uploading it 
into the "Term paper" folder in the "Assignment" field of Canvas LMS.

The deadline for submitting the paper is July 23, 2021. 
レポート書式：サイズ：A4　／備考：Number of words: 1,500 (including 
footnotes but excluding the list of references).
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

国セ
ホジャステ， ヤ
コブ

日本の生産管理システム 授業内試験 7 月 12 日 （月）

ミコ

渡部 葉子,本
間 友,宮北 剛
己,松谷 芙美,
長谷川 紫穂

ミュージアムとコモンズⅠ
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：Google Classroom より提出

法務,
国セ

ＧＬ,
法曹, 松尾 弘 Ｌａｗ，　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐ

ｍｅｎｔ　ｉｎ　Ａｓｉａ

レポート

平常点

レポート題目：  You must write a final essay on the topic assigned by 
Guideline for a Final Essay as explained in the class and submit it 
through Canvas LMS.
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：You must submit your final essay through 
Canvas LMS at "Final Essay."

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

授業内試験

Entrepreneur presentation 

on 6/28 and business plan 

presentation on 7/5

6 月 21 日 （月）
レポート題目：Business plan report
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：15 枚
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

国セ
メス， トーマス 
Ｐ

日本映画入門１ レポート 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 茂垣 昌宏 日本の政治
レポート

平常点

レポート題目：Essay:

Select one of the following titles. The submission deadline will be the 
last week of the course; the exact date will be informed in the lecture. 
The word limit of 3,000 words includes references, foot/endnotes, and 
the title.

1. What can we learn from Japanese politics?
2. What are the key characteristics of Japanese politics? What points 
have changed and what points have been retained?
3. What is the nature of the LDP? What impact has it offered on 
Japanese politics?
4. What were the nature of the DPJ administration?
5. Compare the Hosokawa administration with the DPJ 
administration and discuss their implications to Japanese politics.
6. ‘Bureaucracy controls Japanese politics’; evaluate this statement.
7. Discuss the nature of the Koizumi administration drawing on one 
of the following approaches: pluralist/statist/rational choice.
8. Compare and contrast the Koizumi administration, the DPJ 
administration, and the Abe administration.
9. Will Japan have government change again?

The deadline of the submission: Wed 7 July 2021.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：The word limit of 
3,000 words includes references, foot/endnotes, and the title.
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

保セ

徳村 光昭,森 
正明,西村 由
貴,広瀬 寛,牧
野 伸司,和井
内 由充子,康
井 洋介,畔上 
達彦,後藤 伸
子,内田 敬子,
片山 奈理子,
三戸 麻子

現代社会と医学Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：授業で取り上げた内容の中からテーマを決めて、2,000
字以下（本文のみ。文献リスト含めず）でレポートを作成してください。
ただし最近の文献を 2 編以上参照し、末尾に参考文献リストを掲載す
ること。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以下）　／
備考：7 月 5 日の最終講義終了後、指定用紙を授業支援システムから
配布する
参考文献を含めて 2 ページにわたっても構わない
提出期限：2021 年 7 月 16 日（金）23:59 まで
注意：第何回の授業をテーマに選んだか、指定用紙内と授業支援シス
テムのアンケートに入力すること
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

メコ 森重 達裕 文章作法Ⅲ 平常点
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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：【課題】
「ニュースの物語」概念を用いて 2021 年の東京オリンピックをめぐる報
道を分析しなさい。

（注意）
・分析対象とする報道は、次のメディアの中から選ぶこと。
『朝日新聞』、『毎日新聞』、『読売新聞』、NHK
・分析対象とした記事や番組は日付も含めて出典を明示すること。
・参照した文献がある場合、レポートの末尾に「参考文献」として明記
すること。
・出典や参考文献リストは字数に含めない。

【様式】
A4 版 3 ページ、3000 字程度。Word にて作成すること。

【締切】
2021 年 7 月 18 日（日）24 時まで。

【提出方法】
授業支援の「レポート」機能を通じて提出すること。
（もしシステムの機能障害等で提出できない場合、メールでその旨をお
知らせください）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（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

メコ
山腰 修三,林
田 晃雄

読売新聞寄附講座　現代ジャーナ
リズム総論Ⅰ

平常点

ＫＧ 山本 龍彦
プラットフォーム経済と持続可能社
会１

平常点

法務,
国セ

ＧＬ,
法曹,

大林 啓吾,渡
井 理佳子

Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ（Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖ
ｅ　Ｌａｗ　ａｎｄ　Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ　Ｐｏｌｉｃ
ｙ）

レポート

平常点

レポート題目：Details of the final report are posted in the Class Support 
system.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚（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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