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法
法律,
政治

麻生 良文 財政論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 17 日（土） 4 50
５１７ 法律、政３Ａ～Ｋ

持込条件：不可
５２８ 政３Ｌ～Ｕ、政４、その他

法 法律 甘利 公人 保険法Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 60 １０４ 持込条件：すべて可

法 政治 池本 大輔 ヨーロッパ政治史Ⅰ レポート
レポート題目：詳細は後日 Canvas LMS で公表する。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法 法律 石岡 克俊 政策と法Ⅰ レポート

レポート題目：【問題】政策法務／戦略法務／レギュラトリの法実務に
おける位置付けを述べ、その役割や内容について説明せよ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（5000 字程度）　／
備考：詳細は、授業支援システムのお知らせ等を参照してください。
レポート提出先・日程：提出期日：2020 年 7 月 26 日（月曜日）
提出場所：下記 URL に提出先 BOX を設定します（授業支援システム
のお知らせもあわせて参照してください）。
提出先：https://keio.app.box.com/f/d30bc06e42ef4e32aff3980fa04a0c88

法 法律 石岡 克俊 法と経済 レポート

レポート題目：【問題】講学上の競争法には、大きく分けて２つの形式
があり、比較法上極めて重要な違いを示している。その一つは、原則
禁止主義型（アングロ=アメリカン・アプローチ：英米法）と呼ばれ、いま
一つは、弊害規制主義型（コンチネンタル・アプローチ：大陸法）と呼ば
れる。両者の意義について説明した上で、これらの差異について、具
体的な規定を例に取りながら、論じなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（5000 字程度）　／
備考：授業支援システムのお知らせ等を参照のこと
レポート提出先・日程：提出期日：2021 年 7 月 19 日（月曜日）
提出場所：下記 URL に提出先 BOX を設定します（授業支援システム
のお知らせもあわせて参照してください）。
提出先：https://keio.app.box.com/f/
4b3432317dc44cf5acc73723d24f95ef

法 法律 磯部 哲 行政法総論Ⅱ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 1 60 １２１ 持込条件：判例・解説・書込なし六法のみ可

法 法律 板垣 勝彦 行政組織法Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 17 日（土） 2 70 ５２８

持込条件：六法（判例・解説が付いていないもの、書き込みのないも
の）のみ可
ペン書きにて解答すること
注意事項：授業動画を視聴するだけでなく、時事問題にも関心を持っ
ておくこと。

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

法,商 政治,
商

遠藤 正寛 国際経済論Ⅰ／国際経済学Ⅰ

授業内試験

中間試験（授業内試験）　

6 月 9 日（水）

7 月 7 日 （水）

法,商 政治,
商

遠藤 正寛 国際経済論Ⅱ／国際経済学Ⅱ

授業内試験

中間試験（授業内試験）　

6 月 9 日（水）

7 月 7 日 （水）

1２０２１年度春学期末定期試験時間割【法学部】
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法
法律,
政治

大久保 将貴 社会学Ⅰ／社会調査論Ⅰ

レポート

第 1 回講義で説明した通

り，期末レポートの他に

講義内で小レポートを課

すことがある

レポート題目：第 12 回，第 13 回の講義内容を踏まえたレポートのた
め，レポート内容については講義時間にアナウンスします
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 政治 大久保 健晴 東洋政治思想史Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 2 60 ４１１ 持込条件：不可

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

法 政治 大串 敦 現代ロシア論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 60 １０６ 持込条件：不可

法 政治 大澤 秀介 アメリカの司法と政治 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 60 ４１２
持込条件：不可
ペン書きにて解答すること

法 法律 太田 達也 刑事政策（刑事制裁論） 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 5 50 ５１６ 持込条件：不可

法 法律 太田 達也 被害者学（犯罪被害者支援論） 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 3 50 １３３ 持込条件：不可

法 政治 太田 塁 国際経済論Ⅰ レポート

レポート題目：これまで学んだ国際貿易の理論を用いて分析できる、
研究テーマを提出してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（以下）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法,商
法律,
政治,

商
大西 仁 自然科学特論Ⅰ 平常点

法 法律 大屋 雄裕 法理学 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 3 50 １３３
持込条件：すべて可
ペン書きにて解答すること

法 法律 岡本 正 災害復興と法Ⅱ

平常点

毎回の授業のリアクショ

ンペーパー

法 政治 岡山 裕 現代アメリカ論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 4 60 ５２８ 持込条件：不可

法 法律 小川 健 外国法（仏）Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：課題と形式は keio,jp のレポートの課題の中てせ通知す
る。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 政治 小川原 正道 日本政治思想史Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：明治初期日本における反逆の思想とこれに影響を与え
た西洋思想について、説明しなさい
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：
（2000 字以下）
レポート提出先・日程：
_____________________.sgugze7wtmmmkgh1@u.box.com
宛てに、レポートを添付して送信してください。
※締切：2021 年 7 月 20 日

2２０２１年度春学期末定期試験時間割【法学部】
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法 法律
オステン， フィ
リップ

外国法（独）Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：平常点の一環として小レポートを実施。レポートに関して
は、後日、keio.jp 授業支援の「お知らせ」や「レポート」機能等にて詳細
について周知する。6 月中に実施予定】

法 法律
オステン， フィ
リップ

国際刑事法
レポート

平常点

レポート題目：【平常点の一環としてレポートも実施。レポートに関して
は、後日、keio.jp 授業支援の「お知らせ」や「レポート」機能等にて詳細
について周知する。6 月中に実施予定】

法 政治 重田 園江 政治理論史Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 2 60 ５１９ 持込条件：不可

法 法律
オルトラーニ， 
アンドレア

法文化論
平常点

Microexams

法 政治 笠原 英彦 古代日本政治史Ⅰ レポート
レポート題目：授業支援でお知らせ（BOX へ提出する方式）
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：（3000 字）
レポート提出先・日程：BOX で提出

法 法律 亀井 源太郎 刑事訴訟法Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 2 60
５３１ 法律３Ａ～Ｏ 持込条件：六法のみ可

ペン書きにて解答すること５２８ 法律３Ｐ～Ｕ、法律４、その他

法 政治
烏谷 昌幸,松
村 茂雄

ジャーナリズム講座
レポート

平常点

レポート題目：授業内の指示に従うこと。
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：授業内の指示に従うこと。

法 法律 君嶋 祐子 知的財産法Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 3 60 ５２８
持込条件：六法、六法のコピーまたはプリントアウト（文字の書き込み
のないもの）のみ可
ペン書きにて解答すること

法 法律 金 美紗 民事訴訟法Ⅱ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 1 60 ５３１ 持込条件：六法のみ可

法 法律 工藤 敏隆 破産法Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 3 60 １３１Ｂ 持込条件：六法のみ可

法,商 政治,
商

権丈 善一 社会保障論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 60 ５３３
持込条件：不可
ペン書きにて解答すること

法
法律,
政治

河野 武司 政治学Ⅰ／現代政治理論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 3 50 ４１２ 持込条件：不可

法 法律 國分 典子 法思想史 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 60 １３１Ａ 持込条件：すべて可

法 政治 小嶋 華津子 現代中国論Ⅱ レポート

法,
法研,
法務

法律,
,

法曹
小塚 荘一郎 国際宇宙私法Ⅰ レポート

法 法律 後藤 弘子 ジェンダーと法Ⅰ レポート

法 法律 税所 大輔 国際宇宙公法Ⅰ レポート
レポート題目：講義にて指定
レポート書式：備考：講義にて指定
レポート提出先・日程：講義にて指定

経,法
経済,
法律,
政治

坂井 恵 会計学ａ／会計学Ⅰ 平常点

3２０２１年度春学期末定期試験時間割【法学部】
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法 政治 坂本 健蔵 近代日本政党史Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 4 50 ４２１

持込条件：不可
ペン書きにて解答すること
注意事項：持ち込み不可です。答案は、ペン書き（黒または青）で解答
すること。

経,法 経済,
政治

笹原 彰 国際貿易論ｂ／国際経済論Ⅱ 平常点

法 政治 佐竹 知彦 日本外交史Ⅱ レポート

レポート題目：戦後日本外交史における出来事を一つ取り上げ、それ
が「9 条・安保体制」に基づく日本外交の全体像の中で、いかなる意味
を持ったのかについて明らかにせよ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：2021 年 7 月 23 日（金）　23:00　（必着）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 法律 周 劍龍 外国法（中）
レポート

平常点

レポート題目：後日（6 月末までに）、授業支援「レポート」欄において期
末レポート題目・締切日・注意事項等を知らせる。
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：
（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

法 法律 庄司 克宏 外国法（ＥＵ）

定期試験期間内試験

毎回の授業で実施する小

テスト

7 月 14 日（水） 3 50 １０２
持込条件：教科書２冊（新 EU 法政策篇、はじめての EU 法）、ハンドア
ウト（keio.jp で配信したもののコピー）、ノート（コピー可）のみ可

経,
法,

経研

経済,
法律,
政治,
経済

白塚 重典 金融論ｂ／金融論Ⅱ／金融論 平常点

法 法律 杉田 貴洋 会社法Ⅰ／会社法Ⅱ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 1 50
５３１ 法律３Ａ～Ｌ 持込条件：六法のみ可

ペン書きにて解答すること５２６ 法律３Ｍ～Ｕ、法律４、その他

法 法律 鈴木 千佳子 企業法総論 レポート

レポート題目：商法総則における商号の保護に関する規定の中から、
なにか一つを選び、その意義とそれによりもたらされる効果について検
討しなさい。
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

法 政治 鈴木 千佳子 商法ⅠＡ レポート

レポート題目：設問１）株主総会は株式会社の最高意思決定機関であ
り、会社経営者は株主の意思を尊重しなければなりません。しかし、実
際に株主総会を開催し、決議を成立させる過程でどのような点が困難
であり、会社はそれをどのように克服しているのか、考えて書きなさ
い。
設問２）株式会社において、指名委員会等設置会社・監査等委員会設
置会社以外の取締役会設置会社いて、取締役会はどのような役割を
果たしているのか、書きなさい。
＜注＞以上の回答には、根拠となる会社法その他の条文を示してくだ
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

4２０２１年度春学期末定期試験時間割【法学部】
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法 政治 鈴木 千佳子 商法ⅡＡ レポート

レポート題目：設問１）　商法の適用を前提として、以下の語の正確な
定義を簡潔に示しなさい。
　①支配人　⓶善意・悪意　③営業（事業）　④擬制商人
設問２）　商法 14 条（会社法 9 条）の規定の意義・内容について説明
しなさい。
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

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

法 法律 隅田 浩司 国際経済法
レポート

平常点

レポート題目：授業支援及び Canvas において 7 月に公開
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（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

法 法律 高田 晴仁 有価証券法Ⅰ レポート

レポート題目：レポート課題は、７月７日（水）午後１時（１３：００）に、
「有価証券法Ⅰ（基幹）」の第１３回として keio.jp で公開するスライドに
記して発表します。
必ず keio.jp からスライドをダウンロードしてレポート課題を確認してく
ださい。

レポートの文字数は 4000 字程度、冒頭に必ず「学年」「クラス」「学籍
番号」「氏名」を明記してください。

ＰＤＦ形式で keio.jp の「レポート」より提出してください（Ａ４ 横書）。

提出の締め切りは、７月２１日（火）午後５時（１７：００）（厳守）です。
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

法 政治 高橋 伸夫 中国政治史Ⅱ 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 4 60 ５３１ 持込条件：不可

法 政治 竹村 和朗 イスラーム社会論Ⅰ 授業内試験 7 月 7 日 （水）

経,法 経済,
政治

竹森 俊平 世界経済論ａ／国際経済論Ⅰ
春学期は試験なし、秋学

期にまとめて

経,法 経済,
政治

田中 辰雄
計量経済学中級ａ／計量経済学Ⅰ
／計量経済学中級ｂ／計量経済学
Ⅱ

定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 1 70 １２１ 持込条件：電卓(関数電卓可）のみ可

5２０２１年度春学期末定期試験時間割【法学部】
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経,法
経済,
法律,
政治

谷口 和弘 経営学ａ／経営学Ⅰ レポート

レポート題目：以下の 2 つの課題について，形式などの要件を満たし
てレポートを完成し提出のこと。

課題 1:
日本企業の経営者のダイナミック・ケイパビリティ(DMC)について。
「経営者 1 名を選択し，その経営者がどのような点で強い DMC もって
いるかにかんして，貴君なりに論じ，A4 サイズ 1 枚全体にまとめなさ
い」

課題 2:
6/21 の KPMG FAS による特別講義について。
「特別講義の内容を貴君なりに評価し，A4 サイズ 1 枚以内にまとめな
さい」

レポートの形式: 課題 1 を 1 ページ目，課題 2 を 2 ページ目として A4
サイズ合計 2 枚を pdf ファイルとして提出。その際，両課題について，
図表，グラフなどを挿入しないこと(論述に特化すること)。ただし，参考
文献は必要最小限記して構わない。とくに課題 1 の参考文献は，2 ペ
ージ目(課題 2 の前)に記して構わない。

レポートの提出方法・期限: keio.jp 経由で 7/18(日)23:59 までにかなら
ず提出のこと。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚　／備考：注意
事項:
・要件を満たしていない場合，成績評価の対象から除外する。
・メールでの事後的なレポート提出や問い合わせなどには一切応じな
い。
・レポートのみでの成績評価となるので真摯に取り組み，議論の密度，
説得力，講義内容の理解などに注意を払って，レポートを完成させて
いただきたい(したがって，講義と関係のない内容のレポート，記述が
雑で字数が極度に少ないレポート，説得力のないレポートなどは大幅
な減点となりうるので，注意されたい)
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 政治 田上 雅徳 政治理論史Ⅲ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 3 50 ５３２
持込条件：不可
ペン書きにて解答すること

法 政治 玉井 清 近代日本政治史Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 4 60 ５１５

持込条件：不可
ペン書きにて解答すること
注意事項：　解答はペン書き（鉛筆書きは減点対象）、表面のみ（裏面
記述は採点対象外）。

法
法律,
政治

田村 次朗 経済法Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 4 50
１２１ 法律３Ａ～Ｌ

持込条件：すべて可
１３３ 法律３Ｍ～Ｕ、法律４、政、その他

法,商
法律,
政治,

商
丹野 貴行 統計学Ⅲ

授業期間内での課題レポ

ートの提出

法 政治 築山 宏樹 政治過程論Ⅰ レポート
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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

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

法 法律 寺田 麻佑 行政作用法各論Ⅰ レポート

法 法律 内藤 恵 社会保障法Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：課題、および書式等については、全て授業支援を通じて
お知らせします
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：6 枚（程度）　／備
考：春学期に提出された講義中リポート２点と共に、総合評価します
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経,
法,商

経済,
政治,

商
内藤 恵 労働法ａ／労働法Ⅰ／法学各論

（労働法Ⅰ）

定期試験期間内試験

平常点
7 月 13 日（火） 1 60 ５１９

持込条件：判例なし六法、労働法判例百選（第９版）、講義レジュメ、お
よび講義で配付した資料
（なお教科書『フロンティア労働法』を持っている者はそれも持込可とす
る。但し、他のテキスト本の持ち込みはすべて不可とする。）のみ可
注意事項：期末試験の詳細は、授業支援の方でもお知らせ致します。

法 法律 内藤 恵 労働法Ⅰ
定期試験期間内試験

平常点
7 月 13 日（火） 3 60 ５１７

持込条件：判例なし六法のみ可
注意事項：期末試験の詳細は、授業支援の方でもお知らせ致します。

経,
法,

経研

経済,
政治,
経済

中西 聡 日本経済史ａ／経済史Ⅰ／欧米経
済史・日本経済史

平常点
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法 政治 中野 勝郎 アメリカ政治史Ⅰ レポート

レポート題目：この授業を受講して、あなたはアメリカを見つけることが
できましたか（暫定的に見つけることができたアメリカでもかまいませ
ん）、それとも、見つけることができませんでしたか。
見つけることができたとしたらそれはどんなアメリカですか。
あるいは、見つけることができなったとしたら、あなたが見つけようとし
たアメリカはどんなアメリカですか。
どちらの立場を選びとっても良いですが、あなたが見つけることができ
たアメリカについて、あるいは、あなたが見つけようとしたけれども見つ
けることができなかったアメリカについて、それがどんなアメリカなのか
をまず明記し、授業内容に則して、見つかった理由もしくは見つけられ
なかった理由をあきらかにしつつ論じてください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2500 字程度）　／
備考：PDF ではなく Word で作成・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

法
法律,
政治

中村 勝克 経済政策Ⅰ 平常点

法 法律 西 希代子 民法（家族法）Ⅱ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 1 40 ５３１ 持込条件：レジメ、六法、参考書、ノート類のみ可

法 政治 西 希代子 民法ⅢＡ
レポート

平常点

レポート題目：授業内及び授業支援「レポート」欄にで発表する。
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

法 法律 西川 理恵子 外国法（英米）Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 2 50 ５１２ 持込条件：不可

法 政治 錦田 愛子 現代中東論Ⅰ

レポート

平常点

オンライン小テスト（一定

期間を設ける）

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：特に問わない　／枚数：（5000
字）　／備考：レポートの内容や制限字数、提出方法等の詳細につい
ては、授業内で指示してあります。
レポート提出先・日程：「参考文献リスト」の指示に従い、7 月 15 日まで
に BOX 上に提出

法
法律,
政治

西田 真之 法制史（東洋）／中国法制史 レポート

レポート題目：前近代中国法の法体制と現代の法体制における接合
点の比較考察
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

法 政治 西野 純也 現代韓国朝鮮論Ⅱ 平常点と受講確認

法 政治 萩原 能久 政治哲学Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 1 60 ５０１ 持込条件：すべて可

法 法律 早川 眞一郎 国際私法Ⅰ

レポート

オンライン授業での確認

小テスト

レポート題目：期末試験に代わるレポート（記述式の問題）とします。
レポート書式：備考：下記の「提出先・日程」を参照。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
・授業支援の「レポート」欄にて実施する（出題、回答提出ともに）。
・回答は、PDF ファイルの形式で、授業支援の「レポート」欄を利用して
提出することとする。
・7 月 15 日（木）の 13 時に出題する。回答の提出締切は、24 時間後
である 7 月 16 日（金）の 13 時とする。

法 法律 藤岡 典夫 環境法Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 4 40 ５１６ 持込条件：すべて可
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法 法律 古川 俊治 医事法Ⅰ レポート

レポート題目：授業内に指示
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（8000 字以下）　／
備考：2000 字以下は採点対象とならない。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法 政治
細谷 雄一,小
久保 康之

現代ヨーロッパの国際関係Ⅱ レポート

法 政治 細谷 雄一 西洋外交史Ⅱ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 50 ５０１ 持込条件：不可

法 法律 前田 美千代 外国法（ラテンアメリカ） レポート

レポート題目：canvas LMS の第 13 回の課題レポートにて、複数のテ
ーマを提示していますので、その中から任意に二問選んで論述してく
ださい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字程度）　／
備考：二問合わせて 3000 字程度です（一問 1500 字程度）。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法 政治 増山 幹高 立法過程論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 2 60 ５０１ 持込条件：すべて可

法,商
法律,
政治,

商
松井 大 自然科学特論Ⅰ レポート

レポート題目：期末レポート課題
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：
（5000 字）　／備考：講義で取り扱った内容について、5000 字程度で議
論する
具体的には、学習、記憶、情動、意思決定、並びにその関連事項の心
理
学、動物行動学、神経科学的研究、あるいはその進化的研究のいず
れか
を題材として取り上げる
基本的に自由に議論してもらっても構わないのですが、それだと困る
人
も多いと思うので、以下の点を含めることにします
- 動物の知性とは何か？取り上げた題材に沿って考える
- その知性はいかにして研究可能か？ (あるいは不可能か？)
- その知性は生物にとっていかなる意味があるか？
- 翻って、人間の知性を考える上でいかなる意味をもたらすか？
これらについて、思弁的に答えるに留まらず、何らかの具体的な実証
的
研究を踏まえて考えてみてください
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法 法律 松尾 弘 法と開発
レポート

平常点

レポート題目：　2021 年 7 月 8 日の最終回の授業後に Canvas LMS 
の「学期末レポート」で指示した課題につき，指定された方法でレポー
トを作成し，指示に従って 7 月 22 日までに提出してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：学期末レポートは，
Canvas LMS の「学期末レポート」で配布された様式を用いて作成して
ください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法 法律 松園 潤一朗 法制史（日本） レポート

レポート題目：日本の古代・中世・近世の法に関して自由にテーマを設
定して、授業内容の要約と考察を行いなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（2500 字）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

9２０２１年度春学期末定期試験時間割【法学部】



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

法 政治 松元 雅和 現代政治思想Ⅰ レポート

レポート題目：【課題 1】今世紀に生じている環境・難民・感染症などの
国際問題の事例を 1 点取り上げ、そこにどのような規範的論点が含ま
れているか、また問題解決のためにどのような国内的・国際的対応が
求められるかについて、本科目を受講して得た知識を用いながら論じ
なさい。（50 点） 
　その際、各回の授業で紹介した文献、あるいは自身で入手した資料
も参考にし、レポート内で言及すること。
分量：A4・3 枚、3000 字程度
【課題 2】授業内容のうち、特に印象的だったものを 1 回分取り上げ、
そこでどのような知識を得、自分はどのように考えたかについて、自由
に述べなさい。（10 点）
分量：A4・1 枚、800 字程度
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：4 枚（3800 字程
度）　／備考：・提出期限：7 月 25 日（日）21 時 00 分
・成績評価：期末レポート（60％）、および計 4 回実施する授業内レポ
ート（40％）を加えた総合点で評価します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 政治 三田 妃路佳 地方自治論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 3 60 ５２６
持込条件：A4 用紙両面使用で 4 枚までのみ可
ペン書きにて解答すること

法 政治 宮岡 勲 安全保障論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 3 40 １２３

持込条件：テキスト『入門講義　安全保障論』のみ可
注意事項：☆ keio.jp の授業支援の教材配布欄で自分の「受講番号」
を調べておくこと
　・受講番号（学籍番号ではない）がわからなければ受験できない。
　・学生部や担当教員に照会しても回答できない。
☆ 持ち込み条件の補足説明：テキストの冊子体のみ
　・テキストのコピーや電子版の持ち込みは不可
　・文字の書いてある紙片のテキストへの添付・差し込みは不可
　・試験の際、テキストのカバーを外しておくこと

法 法律
大平 洋一,ム
ザール， ハン
ス・ペータ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔａｘａｔｉｏｎ レポート

レポート題目：Report on Double Tax Treaty or Indirect Taxation (FTC)
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：Please choose to prepare a report on either Double Tax Treaties or 
Indirect Taxation (FTC) and elect one of the topics discussed in the 
class. The report should have not more than 2000 words.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 法律 森本 正崇 国際宇宙法 授業内試験 7 月 8 日 （木）

法 法律 柳 明昌 金融商品取引法 レポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（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

法
法律,
政治

薮本 将典 法制史（西洋）／西洋法制史 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 50 １３１Ａ
持込条件：不可
ペン書きにて解答すること

法 法律 薮本 将典 ローマ法 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 4 50 １０３ 持込条件：不可

法 法律 尹 仁河 国際法Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 3 60
５３３ 法律３

持込条件：不可
５１９ 法律４、その他

法 政治 吉牟田 剛 行政学特論Ⅰ
レポート

平常点

レポート題目：授業内容の理解確認と改善提案について
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：yoshimuta@keio.jp　に７月 17 日（土）（時間厳
守）までに提出
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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

法 法律 吉村 典久 国際租税法Ⅰ
定期試験期間内試験

平常点
7 月 15 日（木） 3 60 １０６

持込条件：条文・条約集、指定教科書（あらゆるコピーの持ち込み不
可）のみ可

経,
法,商

経済,
法律,

商
吉村 典久

租税法ａ／所得税法／法学各論
（租税法Ⅰ）

レポート

平常点
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 法律 吉村 典久 租税法総論
定期試験期間内試験

平常点
7 月 15 日（木） 2 60 １０７

持込条件：条文集（判例付きのものも可）、指定教科書（あらゆるコピー
の持ち込みは一切不可）のみ可
ペン書きにて解答すること

法 法律 和仁 かや 法制史（日本）
詳細は「授業支援」を通じ

て受講者に別途説明
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