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メコ
李 津娥,長谷
川 健司

共同通信寄附講座　特殊研究Ⅱ
（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Ⅱ 平常点

メコ 市田 隆 新聞特殊講義Ⅱ 平常点

メコ 岩崎 拓 広告特殊講義Ⅱ
レポート

平常点

国セ
ウィリアムス， 
ムケーシュ

日米関係史 レポート

レポート題目：Any topic connected to "Japan-America Shared 
Histories" especially the ones we have studied. 
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／備考：The essay 
should be in 3000 words plus 100 words abstract.
レポート提出先・日程：Please send the essay as an attachment to 
aryanjava@keio.jp
SUBMISSION DATE: JANUARY 27, 2022

商,
国セ

商, 梅津 光弘
Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ａｎｄ　Ｓｏ
ｃｉｅｔｙ／日本の企業と社会

レポート

平常点

授業内試験

1 月 21 日 （金）

レポート題目：Write a case related to Japanese business and society,
then discuss about this case from your perspective.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚（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 梅若 猶彦 古典芸能の内面性
レポート

平常点

国セ
浦上 ヤクリー
ン

高齢化社会日本のための革新的
技術

Online Exam that can be 

taken between January 18 

and February 2nd

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：Any topic in relation with the syllabus. 
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚　／備考：
around 3000 words with a single spaced. 
レポート提出先・日程：Report to be send by email to my following mail 
address: 
oliviervaysset@hotmail.com 
To be submitted by February 1st, 2022 the latest. 

法,
メコ

政治, 大久保 遼 マス・コミュニケーション発達史Ⅱ レポート

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, Century if available, size 
10.5 - 11). The paper should be written in a formal style, with reference 
notes and a list of bibliography.

Please upload your assignment to the Class Support [ Report ] by 
January 17th (Mon) 4pm (JST).
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

1２０２１年度秋学期末定期試験時間割【学部共通】
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メコ 大坪 寛子 時事英語Ⅳ 平常点

メコ 小川 葉子 映像メディア論Ⅱ レポート レポート提出先・日程：授業教室 1 月 7 日 （金）

メコ 小川 葉子
特殊研究Ⅴ（グローバル・メディア
デザイン論）

レポート レポート提出先・日程：授業教室 1 月 7 日 （金）

メコ 小川 葉子 メディア文化論Ⅱ レポート レポート提出先・日程：授業教室 1 月 14 日 （金）

国セ 奥川 育子
異文化コミュニケーションと日本文
化

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（程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

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（程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

国セ 奥川 育子 日本語応用言語学
平常点

授業内試験
1 月 20 日 （木）

メコ 桶田 敦 映像コンテンツ制作Ⅱ 映像制作作品提出

国セ
オルトラーニ， 
アンドレア

日本法への入門
平常点

Microexams

法務,
国セ

ＧＬ,
法曹,

金山 直樹,早
川 眞一郎,古
谷 英恵

Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ（Ｅｃｏｎｏｍｙ　ａｎ
ｄ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）

レポート

レポート題目：What I have learned from this 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　／備考：The deadline is Feb. 2.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

メコ 茅島 秀夫
プラップジャパン寄附講座　広報・
ＰＲ論Ⅱ

レポート

レポート題目：「企業が広報活動で守るべき３つのポイントとその理由」
半年の授業の中で学んだ、企業が広報活動を進める上で守るべき重
要なポイントを３つ挙げ、それぞれについて、その理由を、授業以外の
事例を挙げながら 1500 字程度で説明して下さい。
・文字数 1500 字程度（1400～1600 字。名前含めない）
・書体：MSP ゴシック 10.5 ポイント
・PDF で提出。ページ下部にページ番号を振ってください
・最初の行に学部、学科、学年、名前を書いてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1500 字）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法,
メコ

政治, 烏谷 昌幸 メディア社会論Ⅱ レポート

レポート題目：授業時に発表された指示に従って、レポートを執筆して
提出すること。
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：ワード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

2２０２１年度秋学期末定期試験時間割【学部共通】
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メコ 川端 美樹 情報行動論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：授業で取り上げたさまざまなトピック（例：ファン行動、メ
ディアにおける暴力、広告、ステレオタイプ、社会的アイデンティティ、
政治意識など）のうち 1 つを選んで日本におけるそのトピックとメディア
とのかかわりをテーマとし、その状況と問題点についてアメリカの場合
と比較しながら具体的かつ批判的に論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字以上）　／
備考：タイトル、授業名、学籍番号，氏名を明記した表紙をつける。
レポート内で用いた引用データ、文献は出典を必ず明記すること。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

アセ
粂川 麻里生,
中川 ヨウ ジャズ・ムーヴズ・オン！Ｂ面

レポート

平常点

レポート題目：内容：授業で取り上げたジャズ・ミュージシャン、一人/一
組について、考察を書いて下さい。
注意点：データを書くことも大事ですが、履修生自身がその音楽から感
じた印象も書いて下さい。
分量： 1000 字〜(3000 字位まで)
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：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

At home exam conducted 

online during our last 

class (week 13). As soon 

as the test is completed, 

all students will email the 

completed test to me. 

Essentially, it is a "take 

home report" that 

everyone writes at the 

same time.

メコ 税所 玲子 取材論Ⅱ 平常点

メコ 左山 政樹 時事問題Ⅱ 平常点

国セ
ショールズ， ジ
ョセフ

日本文化への適応、世界への適
応

授業内試験 1 月 18 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 メディア法制Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 4 50 ５１３ 持込条件：すべて可

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 your research proposal, interview guide, 
research request form, and consent forms with signatures
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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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 report
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／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 report
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：Approximately 
1500-2000 words, excluding bibliography and appendices
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Ⅱ
平常点

授業内での演習報告

メコ 田原 浩史 放送特殊講義Ⅱ 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女性の商
品化

平常点

weekly papers

医,
福セ

医, 都倉 武之 近代日本研究Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：慶應義塾の存在意義について、歴史を踏まえて論じてく
ださい。なお、その際「福澤諭吉記念慶應義塾史展示館」の展示資料
に 1 点以上言及すること。（2000 字程度、形式自由）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（2000 字程
度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

国セ
ドーソン， ウォ
ルター

アジアの社会変革のための開発政
策とプロジェクト

レポート

レポート題目：Education Project Proposal for an education project in 
Asia
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）　／備考：The minimum length is 1,000 words.
レポート提出先・日程：To be emailed to the instructor

法,
メコ

政治, 内藤 耕 国際コミュニケーション論Ⅱ レポート

メコ 中田 響 情報通信政策Ⅱ 平常点

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：E-mail

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：Final 2,000-word essay in which students synthesize the 
reading they have done throughout 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：Please see the Detailed Syllabus distributed in 
class for details.
レポート提出先・日程：Essays will be submitted directly to the 
instructor via email attachment.

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
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メコ 平井 智尚 世論Ⅱ 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、コンテンツ調査、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：2 枚（2500 字以
上）　／備考：枚数（字数）は「以上」なので超過は一向に構いません
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：In line with the class' focus. Precise topics to be 
confirmed by students. 
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
or via email for the students who can not, for software incompatibility 
reasons between the different campuses, submit the report via the class 
support system.

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

レポート題目：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：
特に問わない　／備考：分量：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

国セ
昇 亜美子,プレ
セロ， アンドレ
ア

入門　日本の歴史と文化 レポート

レポート題目：Any of the topics related to Japanese history and culture 
discussed in class.
レポート書式：サイズ：A4　／備考：Size of the paper: 1,500 words 
(excluding the reference list).

Deadline for submitting the paper: January 28, 2022.
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

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Ⅱ レポート

国セ 松尾 弘 東アジアの開発と法
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）　／
備考：  Please note that you must submit your final essay through 
Canvas LMS at "Final Essay." You can not submit it through e-mail. 
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

5２０２１年度秋学期末定期試験時間割【学部共通】
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国セ
メス， トーマス 
Ｐ

日本映画入門２ レポート

レポート題目：In its podcast, Anime News Network interviewed Carl 
Macek, one of the pioneers of distributing Japanese animation in North 
America. Macek was behind the creation of Robotech, the global 
success of Akira, and the first Miyazaki Hayao films released in the US:
https://www.animenewsnetwork.com/anncast/2010-01-14
Please listen to the interview (note: it's just over 2 hours long) and write 
a report that builds on Macek's work with anime, within the context of 
what you've learned during the course. The topic of your paper does not 
have to be strictly about the content of the podcast. Instead please use 
the podcast and the case of Carl Macek as a jumping-off point.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：Your report should 
be in English and should run between 1,500 and 2,000 words.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

国セ 茂垣 昌宏 日本の公共政策（セミナー）
レポート

平常点

メコ 森重 達裕 文章作法Ⅳ 平常点

医,
斯道

医, 矢島 明希子 書物文化史研究Ⅱ レポート

レポート題目：授業内で各自が調査した本について解説を作ること。
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：
（400 字程度）　／備考：字数は目安であり多少の増減可。形式は授業
内で配布した見本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

メコ 山腰 修三 ジャーナリズム論Ⅱ レポート

レポート題目：【課題】
ニュースの中で表象される、あるいはジャーナリズムをめぐって生じる
「感情の政治」について、過去 2 年の間に日本で生じた具体的な事例
をもとに分析・考察してください。
（注意）
・ニュースを分析する場合は、次の中から選ぶこと。
『読売新聞』、『毎日新聞』、『朝日新聞』、日本テレビ、TBS、テレビ朝
日
・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】
2022 年 1 月 24 日（月）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
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法,
メコ

政治, 山腰 修三 マス・コミュニケーション論Ⅱ レポート

レポート題目：【課題】
2021 年の衆議院選挙報道について、「意味づけをめぐる政治」という
概念を参照しつつ言説分析してください。

（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】
2022 年 1 月 24 日（月）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Ⅱ

平常点

国セ 山田 弘 日本の競争政策 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２

平常点

医,
福セ

医, 米山 光儀 近代日本研究Ⅲ
レポート

平常点

国セ
リースラント， 
アンドレアス Ｋ

教育を通して日本文化、社会の構
造、価値観を考える

レポート

レポート題目：Essay on Your Research Outcome
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：In this report, please summarize the outcome of your research, based 
on your presentation in the course. Length of your report: About 1500 
words. Not much more, not much less.
レポート提出先・日程：Please send your report as a Word document, to 
the instructor's email account.

国セ
レイサイド， ジ
ェイムス Ｍ

短編小説を通して日本の戦後を考
える

レポート

レポート題目：Instructions regarding reports have been separately 
notified
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：Minimum word 
counts are also specified in instructions communicated
レポート提出先・日程：By email to jraeside@keio.jp.
Confirmation of receipt will be sent within 24 hours, and you should not 
assume receipt unless such confirmation has been given.
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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

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

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
字以内（本文のみ。文献リストを含めず）でレポートを作成せよ。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
（参考文献を含めて 2 ページにわたっても構わない）。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以下）　／
備考：指定用紙を授業支援システムからダウンロードして作成のこと。
【注意】第何回の授業をテーマに選んだか、所定用紙右上と授業支援
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
提出期限：2022 年 1 月 21 日 23:59 まで

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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