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法 法律 青木 淳一 行政救済法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 1 60 １２３ 持込条件：不可

法 法律 青木 則幸
Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｉｖｉｌ　Ｌａｗ　ｉｎ　ａ　Ｇｌ
ｏｂａｌｉｚｅｄ　Ｅｃｏｎｏｍｙ

平常点

プレゼンテーション動画/ 

Presentation Movies

法
法律,
政治

麻生 良文 財政論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 2 50 ５０１ 持込条件：不可

法 法律 甘利 公人 保険法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 2 60 ５１２ 持込条件：すべて可

法 政治 池本 大輔 ヨーロッパ政治史Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 2 60 ５０１ 持込条件：不可

法 政治 石井 由香理 社会変動論Ⅱ レポート

レポート題目：マジョリティの特権性とエリート層の役割について論じな
さい
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字以上）　／
備考：・ジェンダー・セクシュアリティに関係ないものについては評価対
象外
・自ら問いを立てて、答えること
・レポートタイトルは、自分で考えてつけること
・授業で学んだ内容を反映させること
・レポートの形式は、下記リンクにファイルがある、遵守すること。
https://sophiamail-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/
01038409_sophiamail_sophia_ac_jp/EQhwnNplKOpAs-
ZbPEmjqvAB0Vpt_FckCuoL2vbLCMCpGQ?e=Bx30mW
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 法律 石岡 克俊 政策と法Ⅱ レポート

レポート題目：　【課題】についてレポートを作成し、提出してください。
【課題】以下の事実をよく読み、それにつづく〔問い〕に答えよ。
　資源エネルギー庁の発表によると、ガソリンの店頭価格（全国平均）
は、2021 年 11 月 15 日時点で 1 リットル 168.9 円にまで上昇してい
る。これは、近時の原油高と円安が背景となっており、実に 7 年ぶりの
高水準である。
　このような状況をうけ、経済産業省は、2021 年 11 月 19 日、ガソリン
価格の上昇幅を抑える対策を発表した。小売価格の全国平均が 1 リッ
トル 170 円を超えた場合、石油元売り会社や輸入業者に補助金を支
給し、値上げ幅を最大 5 円抑制する。家庭での暖房需要や農漁業、物
流、クリーニング、銭湯など各業界に配慮してガソリン以外の油種（軽
油、灯油、重油）も対象とするという。本年 12 月中に当該施策を実施
し、2022 年 3 月末までの時限措置とする。財源は 2021 年度当初予算
の予備費を活用するほか、同年度補正予算案に数百億円規模で盛り
込むこととなっている。
　具体的な施策の内容は、
（１）ガソリンの小売価格（全国平均）が基準価格の 170 円を超えた時
点で、４油種ともにガソリンスタンド等の石油製品の小売業者への卸価
格を引き上げないよう元売り業者や輸入業者に要請する。ガソリンの
場合、小売価格を基準価格の 170 円で維持するように促す。
（２）後日、元売り業者および輸入業者に卸価格と販売量の実績を確
認し、小売価格と卸売価格の差額（1 リットル当たり 5 円を限度とする）
に販売量を掛け合わせ補助金を支給し精算する。したがって、当面、
175 円までの小売価格上昇に対応する予定である。
（３）いったん発動すれば、基準価格は 4 週間ごとに 170 円から 1 円ず
つ切り上げていく。
　今回の措置は、価格の上昇を緩やかにする激変緩和が目的で、価
格引き下げが目的ではないからである。
　現状、わが国の元売り業者 11 社と輸入業者 47 社で構成されている
が、すべての業者の協力を得られるかどうかはいまだ不確定である。

〔問い〕今般のガソリン価格の高騰に対する当該施策は、一種の間接
的な価格統制措置である。この施策の実施にあたって、市場メカニズ
ムを重視する考え方から見て懸念される問題点としてどのような事柄
を指摘することができるか。述べなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字以上）　／
備考：(1) A4 用紙を横書で使うこと。
(2) 3,000 文字以上で、文字制限はないものとする。
(3) 表紙を付け、学部学科、学年、クラス、学籍番号及び氏名を記載す
ること。
(4) ワープロ書きにて提出すること（手書きではないということ）。
(5) 脚注・巻末注など注の体裁は問わない。引用は法律論文の作法に
従って記すこと。
(6) 本文の末尾にレポート作成に当たって参考にした文献を提示する
こと。
(7) レポートのファイル名は、「2021_政策と法 II_学籍番号_氏名.pdf」
とすること。
レポート提出先・日程：提出期日：2022 年 1 月 31 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/
e7c2ca121abe4ffa878914deb766d257
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法 法律 板垣 勝彦 行政組織法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 29 日（土） 2 70 ５２７
持込条件：判例・解説の付いていない六法（書き込みは厳禁）のみ可
ペン書きにて解答すること

法 政治 出岡 直也 現代ラテン・アメリカ論Ⅰ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 3 60 １０８ 持込条件：すべて可

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

法 政治 大久保 健晴 東洋政治思想史Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 25 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Ⅱ レポート

法 政治 大串 敦 現代ロシア論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 2 50 １０９ 持込条件：不可

経,法 経済,
政治

太田 聰一 労働経済論ｂ／労働経済論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 2 60 ５２７ 持込条件：不可

法 政治 太田 塁 国際経済論Ⅱ レポート

レポート題目：今年度の国際経済論Ⅱでは以下の４つのトピックスを扱
いました：
1. 貿易政策（第 1 週～第 5 週）
2. GATT/WTO 体制（第 6 週～第 7 週）
3. 地域貿易協定（第 8 週～第 9 週）
4. 生産要素の国際化：企業のグローバル化（移転価格・直接投資・
アウトソーシング）、労働の国際移動（第 10 週～第 13 週）
この内容に即して、以下の課題に取り組んでください。
【課題】
日本政府（経済産業省）は毎年『不公正貿易報告書』を公表し、日本の
立場から貿易促進のための現状と課題をまとめています。そこには上
記４つのトピックスに関する内容も多く記述されています。皆さんには
上記４つのトピックスのうち２つを選び、2021 年度版不公正貿易報告
書の中から、それらに関する内容を探して、日本が直面している課題
（一つの事例で結構です）をまとめ、それに関する皆さんの意見を述べ
てください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（2000 字程
度）　／備考：Word もしくは PDF での提出をお願いします。
【評価基準】
何が課題か（経産省がどのように考えているか）が明確であること
それに対して、皆さんはどう考えるか（同意するにしても不同意にして
もなぜか）が明確であること
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Ⅱ 平常点

法 法律 大濱 しのぶ 民事訴訟法Ⅳ
レポート

平常点

法 政治 小笠原 欣幸 現代台湾論 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

法 法律 小川 健 外国法（仏）Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：レポート課題は CanvasLMS で配布予定
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
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法 政治 小川原 正道 日本政治思想史Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：福沢諭吉は、アメリカとイギリスの政治制度をどのように
評価していたか、評価した当時の時代背景を含めて、論じなさい
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字）
レポート提出先・日程：2022 年 2 月 1 日までに、
_______________.5x4o5o1wh4bsnoki@u.box.com
宛てに、レポートを添付して送信してください。

法 法律 小沢 奈々 法制史（日本） レポート

法 法律
オステン， フィ
リップ

外国法（独）Ⅱ

平常点

小レポート（keio.jp にて

別途告知）を中心とした

平常点

法 政治 小田 勇樹 公共政策論Ⅰ レポート レポート題目：詳細は授業支援・CanvasLMS 等で通知します。

法 政治 落合 弘樹 日本政治運動史Ⅰ レポート

レポート題目：授業内容の中から最も関心を抱いた点につき、自分なり
にさらに発展させてまとめなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：2 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

法 政治 重田 園江 政治理論史Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 2 60 １３４ 持込条件：不可

法 法律 小山 佳枝 国際法Ⅱ
平常点

中間レポート

法
法律,
政治

笠井 賢紀 社会学Ⅱ／社会調査論Ⅱ 平常点

法 政治 笠井 賢紀 地域社会論Ⅱ 平常点

法 政治 笠原 英彦 古代日本政治史Ⅱ 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

法 法律 亀井 源太郎 刑事訴訟法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 2 60
１２１ 法律３　Ａ〜Ｍ

持込条件：六法のみ可
１３３ 法律３　Ｎ〜Ｕ、法律４、その他

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
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法 法律 北澤 安紀 国際民事手続法 レポート

レポート題目：【2021 年度　国際民事手続法　期末レポート課題】
国際民事手続法の講義の復習をしたうえで、1 月 27 日（木）23 時まで
に（期限厳守）、keio.jp 上の「授業支援」を通じて、レポートを提出して
下さい。
レポート形式：字数は全体で 2000 字前後、横書き指定、書式は問いま
せん。

X（日本法人）は、金属加工用の機械（以下「本件機械」という）を製造
し、それを X の米国 NY 州支店を通じて、B（米国 NY 州法人）に販売
した。B の従業員たる Y（米国籍、米国 NY 州居住）は、B の米国 NY
州本社で、本件機械の操作により、左手の複数の指と右手を切断する
怪我をした。本件事故発生後、この事故の原因は、本件機械の構造上
の欠陥にあったことが明らかとなった。そこで、Y は、B と X を相手取
り、250 万ドルの補償的損害賠償と 500 万ドルの懲罰的損害賠償を求
める訴えを米国 NY 州の裁判所に提起した。なお、米国 NY 州法にお
いては、不法行為及び製造物責任について、補償的損害賠償と懲罰
的損害賠償の双方が認められている。
米国 NY 州の裁判所が、B 及び X に対し、補償的損害賠償および懲
罰的損害賠償の双方を Y に支払うよう命ずる判決（以下、「米国判決」
という）を下した（確定）とする。Y はこの米国判決を日本において執行
したいと考えている。本件米国判決のわが国における承認・執行につ
いてはどのような点が問題となるのかについて論じなさい。解答に際し
ては、必ず根拠条文を掲げること。
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

法 法律 君嶋 祐子 知的財産法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 3 60 ５２７
持込条件：六法または六法のコピーもしくはプリントアウトのみ可
ペン書きにて解答すること

法 法律 金 美紗 法務演習Ⅲ（民事訴訟法） 授業内試験 1 月 20 日 （木）

法 法律 工藤 敏隆 破産法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 3 60 １０７ 持込条件：六法のみ可

法 政治 黒田 友哉 現代ヨーロッパの国際関係Ⅰ レポート

レポート題目：EC/EU の対外関係において、興味を持ったテーマ、ある
いは地域を 1 つか２つ選び、それについて論述してください。また参考
文献を 2 つ以上は使用し、脚注方式で引用すること。
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

法,商 政治,
商

権丈 善一 社会保障論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 2 50 ５１９ 持込条件：不可

法
法律,
政治

河野 武司 政治学Ⅱ／現代政治理論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 3 50 １１１ 持込条件：すべて可

法 法律 後藤 弘子 ジェンダーと法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 2 70 ５１３ 持込条件：すべて可

経,法
経済,
法律,
政治

坂井 恵 会計学ｂ／会計学Ⅱ 平常点

法 政治 坂本 健蔵 近代日本政党史Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 29 日（土） 3 60 ５２４
持込条件：不可
ペン書きにて解答すること

法,
法研

法律, 笹岡 愛美 国際宇宙私法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 2 60 １２１ 持込条件：不可
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経,法 経済,
政治

笹原 彰 国際貿易論ａ／国際経済論Ⅰ 平常点

法 法律 佐藤 隆之 法務演習Ⅲ（刑事訴訟法） 授業内試験

法 法律 佐藤 雅彦 国際宇宙公法Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：2021 年は宇宙開発にとって画期的な年となりました。宇
宙観光が現実のものとなり、日本でも民間人が ISS に搭乗し、宇宙資
源法も制定されました。今後、ますます宇宙が人類の活動領域として
拡大していくことが見込まれる中、解決すべき課題を挙げ、それに対す
る法的な解決策について自由に論ぜよ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：（1200 字以下）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 政治 澤井 敦 現代社会理論Ⅱ
定期試験期間内試験

平常点
1 月 27 日（木） 3 60 ５３１ 持込条件：不可

法 法律 菅原 貴与志 航空法
レポート

平常点

レポート題目：定期試験に代えて、期末レポートを起案・提出してもらい
ます。
本レポートは 、2022 年 1 月 27 日（木曜）まで（当日含む）、授業支援
「レポート」に提出してください。
次の各設問について、すべて解答のこと。
１．2017 年 7 月、旅客 X が Y 航空 005 便（羽田発シンガポール行き）
に搭乗したところ、離陸直後に与圧システムの不具合が生じたため、
同便は羽田空港に引き返した。旅客 X は、機材トラブルを告げる機内
アナウンスや、急な高度低下を体感したことなどにより、強い恐怖によ
る体調不良を感じた。なお、X は 2 週間後に某病院を受診し、「パニッ
ク障害」の診断書を得ている。その後、X は 2021 年 8 月、Y 航空を被
告として、治療費、休業損害、後遺障害逸失利益、慰謝料の合計額
3,800 万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に提起した。X の請求
の当否を検討しなさい。
２．国際航空貨物運送における運送人の責任発生原因と免責事由に
ついて論じなさい。
３．最も印象に残った招聘講師による「特別講義」の内容とその理由を
記述しなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1600 字以下）　／
備考：・ファイル形式：PDF 形式（A4 版 2 枚以内、横書き）
・ファイル名：「学籍番号　本人氏名　航空法」（学籍番号は半角、スペ
ースは全角。「」は不要）
・冒頭に、①学籍番号（半角で）、②本人氏名、③学部・学科・学年・ク
ラス、③授業名（航空法） を明記すること（①～④の順で。いずれかの
記載を欠いたレポートは評価対象になりませんので、注意してくださ
い）。
・本文 1,600 字以内。
※レポートの出題内容に関する個別の質問には、公平性の観点から、
お応えしません。
※不正行為（たとえば、ネット上や書籍に書かれていたものを、出典を
示さずにレポートに写す、あるいは、別の履修者が執筆した提出済な
いし提出前のレポートを写すなど）があった場合には、本科目を不合格
とし、今学期に履修合格した他の全科目について減点されます（学則
188 条・法学部内規）。
・提出方法：授業支援「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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法 政治 杉木 明子 現代アフリカ論Ⅰ レポート

レポート題目：レポートの題目、提出方法、その他に関しては全て
Canvas に掲載します。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字以上）　／
備考：書式の詳細に関しても Canvas に掲載します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法 法律 杉田 貴洋 企業取引法 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 4 50 ４２１
持込条件：六法、教科書（北居功＝高田晴仁編著『民法とつながる商
法総則・商行為法・第 2 版』商事法務）のみ可
ペン書きにて解答すること

法 政治 鈴木 千佳子 商法ⅠＢ レポート

レポート題目： テキスト以外にも複数の資料を調べ、以下の 2 つの問
いの両方に答えなさい。

問１　株式の譲渡における株券が果たす役割についてまとめなさい。

問２　A 会社は B 会社との合併を行う予定です。A 会社は B 会社に
吸収されて消滅し、B 会社が存続することが決まっています。A 会社に
おいて、合併を実行する前後に行わなければならない手続について説
明し、その手続をとらなければならない理由を書きなさい。
レポート書式：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ⅡＢ レポート

レポート題目： テキスト以外にも複数の資料を調べ、以下の 2 つの問
いの両方に答えなさい。（文字数 3000 字以下）
　１．商法は特殊の営業についての特別規定を置いています。仲立営
業、取次営業、倉庫営業、場屋営業、運送営業などです。これらの中
から一つを選び、その営業としての特殊性と、これらがどのような義務
を負わなければならないとされているについて、条文を踏まえて説明し
なさい。
２．商人間の売買において、売主が買主に売買の目的物を引き渡そう
としたところ、買主の居所が明らかでなく、引き渡すことができない状況
です。この場合、売主はどのような方法をとることができますか、その
方法をとることにより、売主はどのように保護されるか検討しなさい。
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 法律 隅田 浩司 比較競争法 授業内試験 1 月 17 日 （月）

法 法律 高田 賢治 裁判法 レポート

レポート題目：民事裁判の IT 化
レポート書式：サイズ：特に問わない　／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 法律 高田 晴仁 有価証券法Ⅱ レポート

レポート題目：手形法 17 条ただし書きがいかなる場合に適用される
か、具体例を挙げて説明しなさい。
（締め切り　2022 年 1 月 19 日（水）18：00 までに keio.jp「レポート」より
提出）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字以上）　／
備考：ファイル形式は【PDF】とすること。
図表、イラスト、写真などは用いず、すべて文字で記すこと。
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Ⅰ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 4 60 １２３ 持込条件：不可
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法 法律 武井 良修 国際海洋法
定期試験期間内試験

平常点
1 月 24 日（月） 3 70 ５２７ 持込条件：すべて可

法 政治 竹中 千春 現代南アジア論Ⅰ レポート

レポート題目：（１）レポートの内容
以下に示す、「レポート課題①自由研究」か、「レポート課題②レポート
試験」か、どちらか１つを選んで記述してください。
【レポート課題①自由研究】
・南アジアとこの講義の内容に関わるトピックについて自由研究を実施
し、2000 字程度のレポートを執筆してください（2000 字を超えても問題
ありません）。
・参照・引用した文献・注を適切に記載してください。これらの語句は総
字数の中には数えません。必要に応じて図表を挿入することも可能で
すが、これも総字数の中には数えません。
・１つのドキュメント・ファイル（Word, PDF）にまとめてアップロードしてく
ださい。
 【レポート課題②レポート試験】
・講義の最終回（1 月 17 日）の終了時に、2 つの問いを提示します。
・各問いにつき、それぞれ 1000 字程度、総計で 2000 字程度の回答を
執筆してください。（字数を超えても問題ありません。）
・2 問の回答を１つのドキュメント・ファイル（Word, PDF）にまとめてアッ
プロードしてください。
（２）提出の方法と期限
・授業支援「レポート」より提出。
・ドキュメント形式（Word, PDF）の 1 つのファイルをアップロードしてくだ
さい。
・提出期限 2022 年 1 月 20 日（木）～ 2022 年 1 月 27 日（木）23.59PM
まで（〆切厳守）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：１．剽窃や盗用などの不正行為については厳重に対処するように
指示されています。レポート作成の方法と規範を学び、しっかりと自分
で執筆したレポートを提出してください。
２．質問は相談用メールアドレスへ：takenakac2＊@rikkyo.ac.jp　（＊を
＠に変えてください。）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経,法 経済,
政治

竹森 俊平 世界経済論ｂ／国際経済論Ⅱ レポート
レポート題目：授業支援に掲載します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法 政治 田所 昌幸 現代国際政治Ⅰ 授業内試験 1 月 7 日 （金）

法 政治 田所 昌幸 国際政治経済論Ⅰ 授業内試験 1 月 12 日 （水）

経,法
経済,
法律,
政治

谷口 和弘 経営学ｂ／経営学Ⅱ レポート

レポート題目：企業のリーダーを 1 名選択し、その人物について、組織
を変える能力(ダイナミック・ケイパビリティ)の観点から貴君なりに評価
しなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚　／備考：手書
きは不可。pdf ファイルで提出のこと。そして，keio.jp 経由で
1/22(土)23:59 までに必着のこと。
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Ⅳ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 3 50 １０６ 持込条件：不可

8２０２１年度秋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 玉井 清 近代日本政治史Ⅱ レポート

レポート題目： 授業内容全体に通底することを意識しながら、提供され
た授業内容全体を過不足なく（2000 字程度）まとめた上で、履修者各
自において興味を抱いたテーマをさらに深堀りした考察を加えてくださ
い（2000 字程度）。
但し、関連の参考文献や資料を 1 つ以上用いて、文末に出典として表
記すること。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）　／
備考：　欠席が多い者は授業内容の理解が不十分との前提に立つの
で、評価は「不可」になる可能性が高いことをあらかじめ告知しておき
ます。締め切りや提出方法については授業時間内に改めて告知しま
す。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法
法律,
政治

田村 次朗 経済法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 4 50 １３３ 持込条件：すべて可

法 法律 田村 次朗 交渉学Ⅰ／交渉学Ⅱ レポート

法,商
法律,
政治,
商

丹野 貴行 統計学Ⅳ
授業期間に示される課題

レポート

法 政治 築山 宏樹 政治過程論Ⅱ レポート

法 政治 堤林 剣 近代政治思想史Ⅰ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 4 50 １０３

持込条件：すべて可
注意事項：As announced repeatedly in class, attendance will account 
for 70% of your grade. So if your attendance rate is less than 60%, 
please think twice before you try to take the exam.

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

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

法 法律 内藤 恵 社会保障法Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：最終リポートの詳細は、講義内でお知らせします。
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

経,
法,商

経済,
政治,
商

内藤 恵 労働法ｂ／労働法Ⅱ／法学各論
（労働法Ⅱ）

定期試験期間内試験

レポート
1 月 25 日（火） 1 60 ５３２

持込条件：六法、労働法判例百選、講義レジュメ（ノート含む）、（教科
書を持ち込む際は『フロンティア労働法』）のみ可
注意事項：詳細は随時、講義の中でお知らせします。

法 法律 内藤 恵 労働法Ⅱ
定期試験期間内試験

レポート
1 月 25 日（火） 3 60 １２３

持込条件：判例なし六法のみ可
注意事項：詳細は随時、講義の中でお知らせします。

法 政治 中野 勝郎 アメリカ政治史Ⅱ 授業内試験 1 月 19 日 （水）

法
法律,
政治

中村 勝克 経済政策Ⅱ 平常点

9２０２１年度秋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 法律 名執 雅子 刑事政策（犯罪者処遇論） レポート

レポート題目： 日本の犯罪者処遇において必要と考える施策を一つ設
定し、その施策が必要と考える理由、その内容・方法等について説明
した上で、当該施策を実施するための課題について論ぜよ。
※　どんな対象者に対するどんな施策かを自分で設定する。
※　対象者数、施策実施に必要な人的・物的・財政的規模など、できる
限り統計的な根拠を示して、施策の実現可能性という観点から論じる。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（3000 字以下）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法 政治 西 希代子 民法ⅢＢ レポート

レポート題目：授業支援「レポート」において公開済。
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）Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 2 50 １０３ 持込条件：不可

法 法律 西川 理恵子 国際取引法 定期試験期間内試験 1 月 25 日（火） 4 50 １１０ 持込条件：不可

法 政治 錦田 愛子 現代中東論Ⅱ レポート

レポート題目：授業内で指示
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／備考：詳細は授
業内で指示
レポート提出先・日程：指示に従い BOX に提出

法 政治 西野 純也 朝鮮半島と東アジア国際政治 平常点

法 政治 萩原 能久 政治哲学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 1 60 ４１１ 持込条件：すべて可

経,
法,
経研

経済,
政治,
経済

橋口 勝利
日本経済史ｂ／経済史Ⅱ／欧米
経済史・日本経済史

定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 3 50
５１７ 経３　01〜29

持込条件：不可
５３３

経３　30〜39、経４、経３　Ｐ、経４　
Ｐ、その他

法 法律 早川 眞一郎 国際私法Ⅱ

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。
・1 月 27 日（木）の午前 10 時に出題する。回答の提出締切は、26 時
間後である 1 月 28 日（金）の 12 時（正午）とする。

法 法律 藤岡 典夫 環境法Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 4 50 ５１３ 持込条件：すべて可
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法,
法研

法律, 藤田 眞幸 法医学／法医学Ⅰ

① 第 1 回〜13 回の講義

ビデオ視聴後の MCQ 形

式レポート(各回のレポー

ト提出期限は既に通知

済。提出する Google 

Form の URL/QR コード

は各講義ビデオ内で通

知)。このうち第 12 回は、

やや規模の大きな総復習

の MCQ 形式レポート

(20%)で、それ以外の回

は小規模レポート(小計

60%)。② 期末レポート

(20%)を提出(課題は 12

月 24 日の第 11 回講義

ビデオ内で提示･期末レ

ポート提出期限 2022 年

1 月 15 日)。

法 法律 古川 俊治 医事法Ⅱ 授業内試験 1 月 8 日 （土）

法 政治 増山 幹高 現代日本政治論Ⅰ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 2 60 ４１１ 持込条件：すべて可

法,商
法律,
政治,
商

松井 大 自然科学特論Ⅱ レポート
レポート題目：期末レポート
レポート書式：サイズ：特に問わない　／枚数：（5000 字程度）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法 政治 松浦 淳介 現代日本政治論Ⅱ 平常点
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法 政治 松元 雅和 現代政治思想Ⅱ レポート

レポート題目：【課題 1】1990 年以降に生じた戦争・介入・内戦などの武
力紛争の事例を取り上げ、そこにどのような戦争倫理学的問題が含ま
れているか、また問題解決のためにどのような国際的取り組みが求め
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、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：1 月 28 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Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 3 60 ５１５
持込条件：ただし、A4 用紙 5 枚（裏表使用可）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Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 1 40 ４１２

持込条件：不可
注意事項：☆ You will be asked to write down your "class number." 
   Please find it in advance on the document called "Class Number List," 
   which will be uploaded on the "Teaching Material" section of 
   the Class Support System (keio.jp).
☆ This exam uses a mark sheet for the answers.
   Please bring HB or B pencils and an eraser.

法 法律 柳 明昌 運送法 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 2 60 ４１１ 持込条件：六法のみ可

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
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法 法律 山本 爲三郎 会社法Ⅲ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 1 50 ５２６
持込条件：不可
ペン書きにて解答すること

法 法律 山本 爲三郎 企業結合法 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 2 50 ５１９
持込条件：不可
ペン書きにて解答すること

法 法律 山本 爲三郎 信託法 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 3 50 131 Ａ
持込条件：不可
ペン書きにて解答すること

法 政治 山本 信人 現代東南アジア論Ⅱ

レポート

平常点

クイズ

レポート題目：1．講義のなかから一つのトピックを選択してください
2．そのトピックを要約してください
3．そこからわかる東南アジア冷戦の特徴を記述してください
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2500 字以下）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

法 法律 尹 仁河 国際武力紛争法 定期試験期間内試験 1 月 29 日（土） 4 60 ５３１ 持込条件：不可

法 政治 吉牟田 剛 行政学特論Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：行政学特論の理解度確認
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：4 枚
レポート提出先・日程：yoshimuta@keio.jp 宛に添付ファイルで提出

経,
法,商

経済,
法律,
商

吉村 典久
租税法ｂ／企業税法／法学各論
（租税法Ⅱ）

定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 3 60 ５０１

持込条件：下記に記載された物の持ち込み可。下記指定物以外のも
の及びコピー・プリントアウトの持ち込み厳禁
○金子宏『租税法』（弘文堂）
○岸田その他『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社）
○条文集（一般的な法律出版社発行の判例付きのものも可。自筆の
書き込みがあっても良い。）
注意！
①持ち込みを許可された条文集や教科書等をコピーしたものや一切の
プリントアウトの持ち込みを厳禁する。持ち込みを許可された条文集や
教科書等へのコピーの貼り付けも禁止する。
②Keio.jp で提供したファイルの持ち込みは厳禁する。のみ可
ペン書きにて解答すること

法 法律 吉村 典久 国際租税法Ⅱ
定期試験期間内試験

平常点
1 月 27 日（木） 3 60 １０３

持込条件：下記に記載された物の持ち込み可。下記指定物以外のも
の及びコピー・プリントアウトの持ち込み厳禁
○金子宏『租税法』（弘文堂）
○岸田その他『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社）
○増井良啓・宮崎裕子『国際租税法』（東大出版会）
○租税特別措置法が記載されている条文集（一般的な法律出版社発
行の判例付きのものも可。自筆の書き込みがあっても良い。
○租税条約集（OECD モデル租税条約及びコメンタリーが掲載されて
いるものも持込許可。自筆の書き込みがあっても良い。）
注意！
①持ち込みを許可された条約集・条文集や教科書等をコピーしたもの
及び一切のプリントアウトの持ち込みを厳禁する。持ち込みを許可され
た条文集・条約集や教科書等へのコピーの貼り付けも禁止する。
②Keio.jp で提供したファイルの持ち込みは厳禁する。のみ可
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法 法律 吉村 典久 資産税法
定期試験期間内試験

平常点
1 月 27 日（木） 2 60 １０５

持込条件：下記に記載された物の持ち込み可。下記指定物以外のも
の及びコピー・プリントアウトの持ち込み厳禁
○金子宏『租税法』（弘文堂）
○岸田その他『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社）
○条文集（一般的な法律出版社発行の判例付きのものも可。自筆の
書き込みがあっても良い。）
注意！
①持ち込みを許可された条文集や教科書等をコピーしたものや一切の
プリントアウトの持ち込みを厳禁する。持ち込みを許可された条文集や
教科書等へのコピーの貼り付けも禁止する。
②Keio.jp で提供したファイルの持ち込みは厳禁する。のみ可
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