
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

経,商 経済,
商

相場 裕子 情報処理 平常点

経 経済 秋山 裕 経済発展論ａ レポート
レポート題目：詳細は、後日、Canvas LMS にて周知
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

新井 拓児 解析学Ⅱａ／経済数学 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 2 60 １０２ 持込条件：すべて可

経 経済 新井 拓児 ファイナンス入門ｂ 授業内試験 7 月 6 日 （火）

経,
経研

経済,
経済

池田 薫 解析学Ⅰａ／経済数学 平常点

経 経済 池田 幸弘 経済学史Ⅱａ レポート
レポート題目：See the information on 授業支援, which will be 
uploaded in a few days.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経 経済 石井 太 人口論ｂ
レポート

平常点

レポート題目：1970 年以降の世界の人口動向と日本人口の将来
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：詳細については、
Canvas で示す他、講義内で説明するので、それに従うこと
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

文,経,
商

人文,
経済,
商

岡原 正幸,松
浦 良充,石田 
京子,木下 衆

人の尊厳
レポート

平常点

レポート題目：期末レポートを作成し、提出してください。題目などの詳
細は最終週のリアルタイム回で発表します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

石橋 孝次
ミクロ経済学中級Ⅱａ／ミクロ経済
学

定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 70 ５３２ 持込条件：不可

経,
経研

経済,
経済

稲葉 寿 数理経済学特論Ⅰａ［微分方程式
論］／経済数学

平常点

経 経済 井深 陽子 医療経済学
持ち帰り試験（Take 

home exam）

経 経済 植田 浩史
日本資本主義発達史ａ／日本資本
主義発達史ｂ

定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 1 60 ５１７ 持込条件：不可

経,
経研

経済,
経済

植松 俊一郎 ファイナンス特論 Assignment

経 経済
大垣 昌夫,周 
梦媛

国際経済と行動経済学ａ

授業内試験

小テスト（毎週）、宿題（学

期中 3 回）

7 月 6 日 （火）

経 経済
大垣 昌夫,周 
梦媛

国際経済と行動経済学ｂ

授業内試験

小テスト（毎週）、宿題（学

期中 3 回）

7 月 6 日 （火）

経 経済 大久保 敏弘 貿易政策ａ 授業内試験 7 月 7 日 （水）

経 経済 大西 広 独占資本主義論ａ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 3 40 ４２１ 持込条件：不可

経 経済 大沼 あゆみ 環境経済論ａ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 1 50
５１７ 経３

持込条件：不可
５２８ 経４、その他
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経 経済 大平 哲 格差と援助の経済学ａ
平常点

授業内試験
7 月 7 日 （水）

経 経済 大平 哲 現代資本主義論ａ 平常点

経 経済 大平 哲 農業経済論ａ
平常点

授業内試験
7 月 6 日 （火）

経 経済 小川 道大 アジア経済史ａ 授業内試験 7 月 9 日 （金）

経 経済 小澤 太郎 公共経済学ａ レポート

レポート題目：7 月 8 日(木)18：00 より閲覧可能となる第 14 回教材に
記載されている課題を見て答えよ。
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：授業支援「レポート」より提出

経 経済 加島 潤 アジア経済史ｂ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 3 70 ５１９ 持込条件：不可

経,
経研

経済,
経済

片山 翔太 確率・統計ａ／数理統計学
レポート

平常点

レポート題目：最終レポート課題
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：詳細は Canvas LMS で提示します．
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

河井 啓希
計量経済学上級ａ／計量経済学中
級

定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 50 ５２４ 持込条件：不可

経 経済 河端 瑞貴 経済地理ｂ
レポート

平常点

レポート題目：最終レポート課題
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：詳細は授業で指示
します。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

河備 浩司
数理経済学特論Ⅱａ［確率論］／経
済数学

定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 60 １０８ 持込条件：不可

経,商 経済,
商

川俣 雅弘 経済学史Ⅰａ／経済学史Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 2 60
５０１ 経３ 持込条件：教科書（川俣雅弘『経済学史』培風館，ただし書き込みは自

由であるが，別紙を添付したり挟み込むことは不可）のみ可５１９ 経４、商、その他

経 経済 川本 明 現代日本経済論ｂ
レポート

平常点

経,
経研

経済,
経済

鞠 重鎬 財政論 授業内試験 6 月 29 日 （火）

経,
経研

経済,
経済

栗野 盛光
ミクロ経済学中級Ⅰｂ／ミクロ経済
学

レポート

レポート題目：Check the details on Canvas LMS.
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：Canvas LMS より提出

文,経 人文,
経済

河野 礼子 人類学Ⅰ／人類学ａ 平常点

経 経済 駒形 哲哉 経済体制論ａ
平常点

授業内試験
7 月 6 日 （火）

経,
経研

経済,
経済

小宮 英敏 数理経済学Ⅱａ／数理経済学 平常点

2２０２１年度春学期末定期試験時間割【経済学部】
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経,法
経済,
法律,
政治

坂井 恵 会計学ａ／会計学Ⅰ 平常点

経 経済 坂井 恵 簿記ａ 授業内試験 7 月 9 日 （金）

経,
経研

経済,
経済

坂井 豊貴
ミクロ経済学中級Ⅰａ／ミクロ経済
学

定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 3 50 ５３１ 持込条件：不可

経,
経研

経済,
経済

坂井 豊貴
メカニズムデザインａ／メカニズム
デザイン

定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 3 50 １２１ 持込条件：不可

経 経済 櫻川 昌哉 国際金融論ｂ 授業内試験 7 月 7 日 （水）

経,法 経済,
政治

笹原 彰 国際貿易論ｂ／国際経済論Ⅱ 平常点

経 経済
塩澤 修平,長
町 理恵子

ＮＰＯ経済論ａ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 2 50 ５１６ 持込条件：すべて可

経,商 経済,
商

重田 麻紀子 商法Ⅱａ／法学各論（商法ⅡＡ） レポート

レポート題目：レポートの課題は、授業支援「レポート」で提示します（7
月 2 日予定）。
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：3 枚（3000 字程度）　／備考：末尾
に参考文献と文字数を明記すること
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経,
経研

経済,
経済

白井 義昌,チェ
ン， ユーチン

マクロ経済学中級Ⅰｂ／マクロ経
済学

授業内試験 7 月 6 日 （火）

経 経済 白石 友行 民法Ⅱａ 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 3 60 １３１Ａ 持込条件：六法のみ可

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

経 経済 壽里 竜 社会思想史ｂ レポート

レポート題目：The topic of discussion will be announced on Class 
Support System at 9 am on July 6 (the day after the delivery of final 
lectures). The deadline is by 23:59 of July 11. The allocation of the term 
paper is 80%.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：The details have 
been announced in Lecture 04.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経,
経研

経済,
経済

須田 伸一 数理経済学Ⅰａ／数理経済学 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 3 60 ５１６ 持込条件：不可

経 経済
タギザーデ　ヘ
サーリ， ファル
ハード

資源経済・環境と政策 レポート

レポート題目：Final report: An expanded version of the mid-term report 
to be about 2000 words (not less than 1800 words)
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／備考：Minimum number 
of words: 1800
Maximum number of words: 2200
The word count is including the title, name of the student, abstract, 
keywords, main body and references.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

3２０２１年度春学期末定期試験時間割【経済学部】
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経 経済 竹森 俊平 国際金融論ｂ レポート

レポート題目：Report Question:    (Shumpei Takemori)
In my lecture, I first discussed the state of the World before the advent 
of COVID 19. In fact, the World was divided in many fronts: between 
the affluents and the poor, between people equipped with IT literacy and 
people without IT literacy, between Whites and Blacks in the US, and so 
on. 
China and IT happened to be the factors aggravating this cultural, 
societal and political divisions.
We saw next that the advent of COVID 19 introduced complications 
and the divisions got intensified. 
We saw that following the change of presidency from Republican 
(Trump) to Democrat (Biden), US engaged into new economic and geo-
political strategies, especially in dealing with China.
(Question)
(1) Explain how did state of the World change with the advent of 
COVID 19.
(2) Explain why and how the policy direction of the US government 
change after the 2020 presidential election.
(3) Express your opinion on how the relationship among major 
players-US, China and Europe-will evolve in near future.
Remark: In answering the above 3 questions, use as much as possible 
the materials that I discussed in the Lecture.
You have approximately 2000 words for writing the report.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
Submitted by: Tuesday, 27 July 5:00 pm

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 経済 武山 政直 経済地理ａ レポート
レポート題目：詳細は授業支援システム（第 12 回授業の資料）に掲載
します
レポート提出先・日程：授業支援「アンケート」より提出

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

4２０２１年度春学期末定期試験時間割【経済学部】
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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

経 経済 崔 在東 東欧経済史ａ／東欧経済史ｂ
レポート

平常点

レポート題目：後日 keio.jp 授業支援のお知らせにて周知
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

文,経 人文,
経済

築地 貴久 歴史Ⅰ／歴史ａ レポート

レポート題目：keio.jp 授業支援のお知らせにて周知した上で、6 月 29 
日以前の授業内でレポート課題の内容を発表する。レポート課題の内
容および当日の授業動画も keio.jp 授業支援からダウンロードできる
ようにするので、レポート掲示は不要です。

経 経済 寺井 公子 経済政策論ａ 定期試験期間内試験 7 月 17 日（土） 3 50
５３１ 経３

持込条件：不可
５１９ 経４、その他

経 経済 出口 雄大 日本社会史ａ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 4 50 ５２６

持込条件：ノート、配布資料のみ可
ペン書きにて解答すること
注意事項：ペン書き指定（黒、もしくは青のボールペン。フリクションな
どは不可）

5２０２１年度春学期末定期試験時間割【経済学部】
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文,経 人文,
経済

富村 圭 近代思想史Ⅰ／近代思想史ａ レポート

レポート題目：ヘーゲルによれば、近代の歴史とは主体的自由の発展
とその具体化の歩みであった。
そして市民社会においてはじめて、近代の主体〔個人〕はその主体的
自由を具体的に展開するに至ったのだという。
どういうことか、―近代における個人のあり方という点から説明しなさ
い。
・ 講義のなかで取り扱った題材を用いて具体的に論じること
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（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

経 経済
佐藤 祐己,土
居 丈朗

企業金融論ａ 平常点

経 経済 土居 丈朗 財政論ａ
レポート

平常点

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。

経 経済 直井 道生 都市経済論ａ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 3 60 ５３１ 持込条件：不可

経 経済 中嶋 亮 産業組織論ａ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 70 ５３３ 持込条件：不可

経,
経研

経済,
経済

中妻 照雄 確率・統計ａ／数理統計学 レポート

レポート題目：Take Home Exam
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：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

中妻 照雄 データ駆動型ファイナンス入門 レポート
レポート題目：詳細は Canvas LMS で確認してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

中妻 照雄,中
村 慎助

フィンテックとソーシャル・インフラ
ストラクチュアａ／フィンテックとソー
シャル・インフラストラクチュア

レポート
レポート題目：詳細は Canvas LMS で確認してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

嘉治 佐保子,
中妻 照雄,福
原 正大

フィンテックの理論と実践ａ／フィン
テックの理論と実践

レポート
レポート題目：詳細は Canvas LMS で確認してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

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

経,
経研

経済,
経済

中林 真幸
日本経済史ｂ／欧米経済史・日本
経済史

定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 1 70 １０２ 持込条件：不可

経,
経研

経済,
経済

長倉 大輔 時系列分析ａ／時系列分析 授業内試験 7 月 8 日 （木）

経,
経研

経済,
経済

長倉 大輔 時系列分析ｂ／時系列分析 授業内試験 7 月 8 日 （木）

経,商 経済,
商

野村 浩二
経済統計ａ／経済統計各論（産業
連関分析）／計量経済学各論（産
業連関分析）

定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 2 60 ５３３ 持込条件：電卓のみ可
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経 経済 橋口 勝利 現代日本経済史ａ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 3 50 ５２４ 持込条件：不可

経 経済 長谷川 淳一 社会史ａ 平常点

7２０２１年度春学期末定期試験時間割【経済学部】
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経 経済 花房 博文 民法Ⅰａ レポート

レポート題目：教科書：平野裕之『コア・テキスト民法Ⅰ（第 2 版）』の第
4 章（法律行為の意思欠缺無効）、第 6 章（契約の無効とは）、第 13
章（表見代理）、第 18 章（時効の共通規定）、及びその他の文献をよく
読んで、民法の規定の根拠を示しながら、次の設問 1 及び設問 2 に
ついて、Ａ 4（40 字×40 行）×3~6 枚程度（上限はありません）で解答し
なさい。

設問 1　
①　代理制度の制度趣旨と成立要件について説明しなさい。
②　民法に規定される三種類の表見代理の相違について、具体例を
示しながら、その成立要件と効果を説明しなさい。
③　不動産登記の機能を説明し、公信力が認められていない理由に
ついて説明しなさい。
④　不実の登記を信頼した取引について、「民法 94 条 2 項類推適用」
によって、その安全を図ろうとする、判例の判断基準について説明し、
検討を加えなさい。

設例　(1) 1991 年 4 月 1 日、A は、B 所有の甲地に無断で入り込んで
乙建物を建てて、自分の土地家屋であるかのように占有支配を開始し
た。
　(2) 2000 年 4 月 1 日、A は死亡し、同居していた唯一の相続人であ
る息子 C が A の財産を相続したが、その際 C は、甲地は A の所有
地であると信じていた。
　(3) 2003 年 4 月 1 日、C は、甲地は B の所有地である事実を知っ
た。
　(4) 2005 年 4 月 1 日、B は、甲地を D に売却して D への移転登記も
済ませた。
　(5) 2010 年 6 月 1 日、D は、E 銀行から融資を受けるために甲地に
抵当権を設定して、E の抵当権登記も済ませた。
　(6) 2011 年 4 月 1 日、C は「C 自身が占有を開始したときは善意であ
ったので、10 年の取得時効が完成した。」と主張して時効利益を援用
し、所有権登記も済ませた。

設問 2 以上のような状況において、
①　(6)の C の時効取得の主張は認められるのか。(4)の BD 間、(5)の
DE 間、それぞれの処分行為や移転・設定登記は、C が主張する時効
取得に法的効果をもたらさないのか否かを検討しなさい。
②　①での検討結果を前提に、その後、C は、E の抵当権を消滅させ
るために、E の抵当権の設定時を基準に、新たな時効が進行している
と主張して、あらためて時効利益を援用することができるのか否かに
ついて検討しなさい。
③　①での検討結果を前提に、その後、C は、E の抵当権を消滅させ
るために、A の悪意の占有を承継したと主張して、あらためて時効利
益を援用することができるのか否かについて検討しなさい。
（なお検討にあたっては、時効の存在理由、占有の承継、時効完成前
の占有尊重説と登記尊重説の議論、時効取得者と時効完成後の第三
者との関係、自己の物に対する取得時効の主張の可否、時効の起算
点とその変更の可否をよく理解しておいてください。）

提出締切：7 月 25 日（日）午後 6 時
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4800 字以上）　／
備考：Ａ 4（40 字×40 行）×3~6 頁(表紙は含まない)程度（上限はあり
ません）
WORD または PDF ファイルで
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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経,
経研

経済,
経済

フィッツ， スティ
ーブン

人工知能入門ａ／人工知能入門 授業内試験 7 月 8 日 （木）

経 経済 藤田 祥子 商法Ⅰａ 平常点

経 経済 藤田 実 現代日本経済論ａ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 3 60
５１７ 経３

持込条件：不可
５１９ 経４、その他

経 経済
小林 慶一郎,
藤田 康範

金融資産市場論ａ レポート

レポート題目：今後、授業支援「レポート」に示しますので、ご覧下さ
い。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 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

経 経済 藤田 康範 経済政策のミクロ分析ａ レポート

レポート題目：講義で説明した通りです
（書式についても講義で説明した通りです）
今後、授業支援「レポート」に掲載予定ですので、ご覧下さい。
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
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経,
経研

経済,
経済

藤原 一平,アー
ムストロング， 
士郎 Ｐ,武田 
真彦

経済学：理論と実践 授業内試験

経 経済
藤原 一平,千
賀 達朗

定量的マクロ経済学ａ 授業内試験

経,
経研

経済,
経済

藤原グレーヴ
ァ 香子

ゲームの理論ａ／ゲームの理論 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 2 70 ５２８

持込条件：A4 サイズの紙１枚（自分で用意、表裏ともに何を書いて来
てもいいが、切りはりして表面積を増やさないこと。コピー可）のみ可
注意事項：対面で試験が行える場合、A4 サイズの紙１枚のみ持ち込
み可。表裏ともに何を書いて来てもよいが、切りはりして表面積を増や
さないこと。コピー可。回収しません。

経 経済 星野 崇宏
計量経済学中級ａ／計量経済学中
級ｂ

レポート

平常点

授業内試験

7 月 7 日 （水）
レポート題目：授業中に説明する
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：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

星野 崇宏 ベイズ統計学ａ／ベイズ統計学
レポート

授業内試験
7 月 6 日 （火）

レポート題目：授業中に指示する
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：Canvas LMS より提出

文,経 人文,
経済

細野 喜代 美術Ⅰ／美術ａ レポート

レポート題目：問 1　全 13 回の講義の中で、最も印象に残った作品を
1 点選び、基本情報を書きなさい。
問 2　なぜその作品が一番印象に残りましたか。
問 3　その作品の様式を説明しなさい。
問 4　その作品の作品叙述をしなさい。
問 5　その作品が有してた意味、果たしていた役割・機能、あるいは制
作された歴史的背景を述べなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2400 字以下）　／
備考：選ぶ作品は、絵画、彫刻、建築、工芸品など何でも構いません。
また、パワー・ポイントで紹介した作品だけでなく、動画で見た作品も
OK です。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

前多 康男
マクロ経済学中級Ⅰａ／マクロ経
済学

授業内試験 7 月 5 日 （月）
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経 経済 牧野 邦昭 日本経済思想史ａ レポート

レポート題目：この授業の内容・扱った人物の思想を参考として、日本
経済（留学生は自分の出身国の経済でも可）の抱える問題点をどのよ
うに解決していけば良いと考えるか、1500 字以上で論じなさい。ミニッ
ツペーパーで書いた内容とレポートの内容が重複しても構いません。
ただし以下の条件を守ってください。

・「問題点」はマクロ的な経済成長・財政などの問題でも、ミクロ的な企
業・働き方などの問題でも構わないが、一つのテーマに絞って論じる。
・必ず 2 回以上の授業を参考にし、参考にした授業の回数を明記す
る。
・必ず 2 人以上の授業中で扱った人名をレポート中で挙げる。
・参考にした本・論文などの文献やネット上の情報があれば、文献名
や URL を明記する。参考文献は字数に含めてよい。

レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1500 字以上）　／
備考：レポート評価は 40 点分です。
多く書きたい場合は上限は特に気にしないでも結構です。
提出期間：7 月 14 日～21 日

レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経 経済
マクドナルド， 
アン

環境経済論ａ レポート

レポート題目：Environmental Economics
Please choose an environmental issue, include both an environmental 
and economic analysis. If possible please write as a case study. 
レポート書式：サイズ：A4　／枚数：（1500 字以上）　／備考：Word 
count does not include list of references. Please uses APA style of 
referencing. 
レポート提出先・日程：DEADLINE: Wednesday 21 JULY 2021
Please submit to Prof. A. McDonald by email to following address: 
annemcdonald@sophia.ac.jp 

文,経 人文,
経済

松浦 聖子
法学Ⅰ（憲法を含む）／法学ａ（憲
法を含む）

レポート

レポート題目：■課題　次の 3 つのテーマ課題から 1 つを選び、レポー
トを作成しなさい。

A　法と道徳の関係
わが国で法と道徳が交わる領域を具体的に提示し、その問題点や課
題を自由に論じなさい。
B　司法制度改革について
「裁判員制度の導入」「法科大学院制度の導入」など司法制度改革と
して行われた改革点を
1 つ取り上げ、その進捗状況や課題、新たに生じた問題点などを踏ま
え、国民・市民の立場から考えを述べなさい。
C　時効制度は「悪法」か
刑事法上の公訴時効、または民事時効における債権の消滅時効につ
き時効制度が存在することの当否を自由に論じ、自分の考えを述べな
さい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：3 枚（3600 字程
度）　／備考：■形式
　・表紙、本文、参考文献リストを PDF で提出すること。
　・本文は、A4 横書き／40 字×30 行で作成し 3 枚以内とすること。
■提出期限
提出期限：2021 年 7 月 26 日（月）
授業支援ページにて PDF 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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経 経済 松沢 裕作 社会史ａ レポート

レポート題目：講義資料中で紹介された「史料」を、それぞれ別の回か
ら複数個用い、明治期社会の特質について、それらから読み取りうる
ことを叙述せよ。なお、詳細は canvas 上の指示を参照せよ。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字以下）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経,
経研

経済,
経済

松沢 裕作
日本史史料講読ａ／日本史史料講
読

定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 3 50 ５１３ 持込条件：辞書類のみ可

経 経済
マニエ　ワタナ
ベ， レミー

グローバル人材マネジメント 授業内試験 7 月 6 日 （火）

経 経済 三嶋 恒平 工業経済論ａ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 60 ５１７ 持込条件：不可

経 経済 宮内 環 計量経済学中級ｂ レポート

レポート題目：Take-home exams #1 through #3
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：For more details, 
see slides 8 through 17 for the first session.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経 経済 宮内 環 社会科学基礎論ａ 定期試験期間内試験 7 月 13 日（火） 2 60 ５３２ 持込条件：不可

経,
経研

経済,
経済

森藤 孝之 代数学ａ／経済数学 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 60 １０２ 持込条件：不可

経 経済 柳生 智子 経済史 平常点

経 経済
駒村 康平,山
田 篤裕

社会政策論ａ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 50 ４１１

持込条件：不可
ペン書きにて解答すること
注意事項：保存処理上、消せるボールペンは使用しないでください。
熱により文字が消え、採点不能（＝ 0 点）になる恐れがあります。
なお修正テープの持ち込みは可能です。

経 経済 山田 浩之 開発援助論 レポート

レポート題目：For details, please refer to "(1)PDF file of "Lecture 
video: Course overview" or "(1)Lecture video: Course overview" in 
Week 1 on Canvas.
レポート書式：備考：Be sure to submit both the "Final report" and the 
"Presentation file with your voice recorded". The deadline for both is 
July 11, 23:59 (Japan time). Late submissions will not be accepted at all.
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

経 経済 山田 浩之 開発経済学ａ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 3 50 ５３１
持込条件：不可
注意事項：持ち込み不可。
試験時間は 50 分。

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
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経 経済
リム， タイウェ
イ

アジア経済史ａ レポート

レポート題目：FINAL PAPER TAKE HOME PAPER TO BE HANDED 
IN DURING THE EXAM WEEK

Spring 2021 for ECONOMIC HISTORY OF ASIA A: 

Please answer the following question as a short research piece: "What is 
Japan's evolving political-economic/historical role in East Asia's 
regional economy and how can we use historical precedents to inform 
us about Japan's regional political-economic role in the future."

In consulting secondary sources, you must use one of the following 
universal citation system for English-language academic essay writing: 
Harvard, Chicago, APA or MLA citation system. 

Restrict your answer to 500-1000 words. Not above 800 (including 
footnotes and bibliography).  

Please hand in your essay via Keio Box System 8 JULY 2021 by 11.59 
pm. Please ALSO submit a copy to limtaiwei2009@gmail.com in MS 
Word format (NOT PDF). Thank you.  

Good luck with the writing, and please let me know if you need any 
assistance. My email is: limtaiwei2009@gmail.com

For the structure of the short essay, the following guide may be useful, 
though it is not compulsory to follow it: (you may also change the order 
if it is helpful)

*Introduction and indicate the major point/s or argument/s in your essay.
*Explain the terms used in your essay
*Add your analysis/opinions/counter opinions
*Provide evidence for the above
*Conclusion

The following items will be used to assess and compute the final grade. 
They are of equal weightage.

English language use: sentence flows, clarity in meaning, coherence of 
contents, absence of awkwardly-constructed sentences

Editing skills: typographical errors, tenses, misspellings, grammatical 
errors

Organization of materials: paragraphing, subheadings, presence of an 
introduction and conclusion

Presentation of points/arguments: presence of evidence to support your 
main points and enhance persuasiveness
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1000 字以下）　／
備考：FINAL PAPER TAKE HOME PAPER TO BE HANDED IN 
DURING THE EXAM WEEK

Spring 2021 for ECONOMIC HISTORY OF ASIA A: 

Please answer the following question as a short research piece: "What is 
Japan's evolving political-economic/historical role in East Asia's 
regional economy and how can we use historical precedents to inform 
us about Japan's regional political-economic role in the future."

In consulting secondary sources, you must use one of the following 
universal citation system for English-language academic essay writing: 
Harvard, Chicago, APA or MLA citation system. 

Restrict your answer to 500-1000 words. Not above 800 (including 
footnotes and bibliography).  

Please hand in your essay via Keio Box System 8 JULY 2021 by 11.59 
pm. Please ALSO submit a copy to limtaiwei2009@gmail.com in MS 
Word format (NOT PDF). Thank you.  

Good luck with the writing, and please let me know if you need any 
assistance. My email is: limtaiwei2009@gmail.com

For the structure of the short essay, the following guide may be useful, 
though it is not compulsory to follow it: (you may also change the order 
if it is helpful)

*Introduction and indicate the major point/s or argument/s in your essay.
*Explain the terms used in your essay
*Add your analysis/opinions/counter opinions
*Provide evidence for the above
*Conclusion

The following items will be used to assess and compute the final grade. 
They are of equal weightage.

English language use: sentence flows, clarity in meaning, coherence of 
contents, absence of awkwardly-constructed sentences

Editing skills: typographical errors, tenses, misspellings, grammatical 
errors

Organization of materials: paragraphing, subheadings, presence of an 
introduction and conclusion

Presentation of points/arguments: presence of evidence to support your 
main points and enhance persuasiveness
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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