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商 商 青木 章通
管理会計各論（サービス業の管理
会計）

授業内試験 1 月 15 日 （水） 519

商 商 荒田 映子
財務会計各論（ディスクロージャー
制度と会計情報）

定期試験期間内試験 1 月 24 日（金） 3 60 ５２８ 持込条件：不可

商,
商研

商, 安藤 光代
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ：　Ｅ
ｍｐｉｒｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｔｒａｄｅ　ａ
ｎｄ　ＦＤＩ／国際経済学

平常点

商,
商研,
国セ

商,, 猪熊 浩子 ＩＦＲＳ　Ｂａｓｉｃ／Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ

レポート

平常点

Comment papers 

submitted each class

レポート題目：Short essay related to this class contents (over 500 
words)
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／
備考：Term paper: 
You can choose your theme freely, but need to be related to Financial 
Accounting issues.
Minimum requirement of word counts: Over 500 words
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文,法,
商

人文,
政治,
法律,
商

今井 悠人 数学Ⅱ／数学Ⅵ 授業内試験 1 月 16 日 （木） 124

商,
経研,
商研,
国セ

商,
経済,

,
上田 衛門

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｙ：　Ｐｏｌｉｃ
ｙ　Ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉ
ｏｎ／国際経済論／Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｅｃｏｎｏｍｙ

レポート

平常点

レポート題目：A subject of the term paper is not specified and so it can 
be chosen freely as far as it is related to the international economy. The 
paper should be structured logically with the writer's own views or 
perspectives well incorporated. Mere factual description will not be 
appreciated. 
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：An indicative 
volume is 1200 words in English though this is just an indication.
レポート提出先・日程：The paper should be submitted via email to:

ueda@fbc.keio.ac.jp

The deadline is January 24, 2020, though earlier submission would be 
highly welcome.

商,
商研,
国セ

商,, 上田 衛門 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔａｘ　Ｌａｗ
レポート

平常点

レポート題目：A subject of the term paper is not specified and so it can 
be chosen freely as far as it is related to the international taxation rules 
and practices. The paper should be structured logically with the writer's 
own views or perspectives well incorporated. Mere factual description 
will not be appreciated.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：An indicative 
volume is 1200 words in English though this is just an indication.
レポート提出先・日程：The paper should be submitted via email to:

ueda@fbc.keio.ac.jp

The deadline is January 24, 2020, though earlier submission would be 
highly welcome.

商 商 上田 衛門
国際経済学各論（国際経済政策
論）

定期試験期間内試験

平常点
1 月 23 日（木） 3 60

５１７ 商３

持込条件：不可
５１９ 商４、その他

1２０１９年度秋学期末定期試験時間割【商学部】
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商,
商研,
国セ

商,, 牛島 辰男
Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ／現代企業経営特論

レポート
レポート題目：As instructed in class
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

商,
国セ

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

定期試験期間内試験

レポート
1 月 24 日（金） 3 60 ５２４

持込条件：不可
ペン書きにて解答すること
レポート題目：Case and case analysis on Japanese Business and Society
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：10 枚（程度）
レポート提出先・日程：三田学生部 1 月 28 日(火)･29 日(水) / Jan.
28(Tue), 29(Wed)8:45～16:45

商 商 遠藤 伸明 交通経済各論（国際交通論Ⅱ） 定期試験期間内試験 1 月 24 日（金） 3 40
５０１ 商３

持込条件：不可
５１９ 商４、その他

法,商 政治,
商

遠藤 正寛 国際経済論Ⅰ／国際経済学Ⅰ 定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 1 40 ５１９ 持込条件：不可

法,商 政治,
商

遠藤 正寛 国際経済論Ⅱ／国際経済学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 2 40 １２１ 持込条件：不可

商,
商研,
国セ

商,, 遠藤 正寛
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｐｏｌｉｃｙ／国際
経済特論

レポート

平常点

レポート題目：Topics concerning international economic policy
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／
備考：Choose one topic from those we discussed in a classroom, and 
write a final report of about 1,500 words, plus tables and figures. 
Generally your paper will have two parts: (1) Summary of economic 
situation and policy regarding the topic and the country you choose, (2) 
Your opinion on the issue. Revised and extended version of your 
presentation is of course acceptable.

Note:
1) Students who do not submit the final report will not receive credits 
for the course.
2) Plagiarism will not be tolerated. If you are caught plagiarizing in any 
form, you’ll receive a failing grade for the course.
3) List your reference materials at the end of your report.
4) Deadline is January 21 (Tue).
5) Submit your report through “keio.jp” as a single Word/PDF file of 
less than 1M bite.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

法,商
法律,
政治,
商

大西 仁 自然科学特論Ⅱ 平常点

商,
商研,
国セ

商,, 大野 由香子
計量経済学各論（離散選択モデ
ル）／Ｃｈｏｉｃｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｔｅｃｈｎｉ
ｑｕｅ／計量経済学特論

定期試験期間内試験 1 月 24 日（金） 2 60 １０８ 持込条件：不可

商 商 岡本 大輔 現代企業経営各論（企業評価） 定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 5 50
５１７ 商３　ア～ト 持込条件：不可

注意事項：マークシートを利用するので HB 鉛筆相当の筆記具と消し
ゴムを持参のこと。

５１９ 商３　ナ～メ

５２６ 商４、その他

2２０１９年度秋学期末定期試験時間割【商学部】



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

商,
商研,
国セ

商,, オルコット， ジ
ョージ

Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｈｕｍａｎ　Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

レポート

Group presentations plus 

class participation marks

レポート題目：Choose one title from the following:
1.What is ‘Japanese corporate culture’? Does it help or hinder 
company performance?
2.What does ‘globalization’ mean in the context of HRM? Analyse the 
efforts of Japanese companies to globalise their organisations.
3.In what ways does Japanese corporate governance differ from the 
Anglo-Saxon model? In what ways is Japanese governance changing?
4.What does ‘leadership’ mean? Why is leadership important in 
organizations? Do you think there is such a thing as ‘Japanese 
leadership’?
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／備考：One essay in 
English 
3000-3500 words (5-6 pages of single space A4). NO MORE, NO LESS
Please note word count at end of document. Shorter essays than 3000 
words will be penalised. So will excessively long essays.
Deadline Friday 17th January 2020 at 6pm. Lateness will be penalised 
through deduction of marks. E-mail as Word document to 
george.olcott@gmail.com
You MUST use and refer to concepts you have learned on the course!
You MUST show signs of reading and understanding the academic 
literature!
You MUST show references
You MUST answer the precise question set (don’t make up your own 
title!!)
The above word count does NOT include references. The essay must 
therefore be 3000-35000 words PLUS references.

レポート提出先・日程：To be submitted as a Word email attachment to 
my email address george.olcott@gmail.com by 6pm JST Friday 17th 
January 2020.

商,
商研,
国セ

商,, オルシニ， フィ
リップ

ミクロ・マーケティング各論（グロー
バル・マーケティング論）／Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ／ミクロ・マーケティ
ング特論

平常点

商 商 風神 佐知子 労働経済学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 25 日（土） 2 60
５１７ 商３　ア～ナ

持込条件：不可５１９ 商３　ニ～メ、その他

５２６ 商４

商 商 加藤 一誠 交通経済各論（交通政策Ⅱ） 定期試験期間内試験 1 月 25 日（土） 4 60 ５１７ 持込条件：教科書のみ可

商 商 金子 隆 金融論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（金） 3 50
５３１ 商３ 持込条件：電卓のみ可

注意事項：試験に関する情報は keio.jp の履修者ページに掲載５２６ 商４、その他

商 商 鎌田 康一郎 国際金融論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（金） 2 60
５３１ 商３

持込条件：電卓のみ可
５３３ 商４、その他

経,商 経済,
商

川俣 雅弘 経済学史Ⅰｂ／経済学史Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（火） 2 60
５３３ 経 持込条件：教科書（川俣雅弘『経済学史』培風館：ただし別紙を挿入し

たり添付することは不可）のみ可５２７ 商、その他

3２０１９年度秋学期末定期試験時間割【商学部】
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経,商 経済,
商

北原 基彦 地域研究－中国事情Ⅵ
レポート

平常点

レポート題目：石原享一著「習近平の中国経済」（ちくま新書 1431）を
通読し、中国がかかえる経済上の課題について、授業で得た知見も
織り込みながら自分の言葉でまとめよ
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／備考：字数：2,400~2,800
字（Word 形式）
締切：2019 年 1 月 17 日（金）23：59=時間厳守
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商,
経研,
商研,
国セ

商,
経済,

,
北村 行伸

Ｍｉｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　ｏｆ　Ｔａｘａｔｉｏｎ
／財政特論／財政論特殊研究

レポート

レポート題目：The topic is already announced in my class. See my class 
support materials. 
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：10 枚（以上）　／備
考：The report should be written in English.  
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 吉川 肇子 組織心理学ｂ 定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 2 50 ５３１ 持込条件：不可

商 商 久保 研介 産業組織論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 2 60 １３３ 持込条件：電卓のみ可

商 商 権丈 英子
社会保障各論（人口・労働問題と
社会保障）

定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 2 50 ５２６ 持込条件：不可

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 23 日（木） 3 60 ５２４ 持込条件：不可

商 商 小西 飛鳥 法学各論（民法ⅠＢ） 定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 2 50
５３１ 商３

持込条件：不可
５２４ 商４、その他

商 商 小宮 英敏 経済数学Ⅰ
平常点

授業内試験
1 月 20 日 （月） 103

商 商 里村 卓也
ミクロ・マーケティング各論（マーケ
ティング・サイエンス）

定期試験期間内試験

出席・平常点と授業期間

内の課題レポート（2 回）

1 月 22 日（水） 2 50 ５２７ 持込条件：不可

商 商 重田 麻紀子 法学各論（商法ⅠＢ） 定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 3 60 １２１ 持込条件：不可

商 商 清水 聰 ミクロ・マーケティング各論（戦略的
消費者行動論）

定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 3 50 ５３１ 持込条件：不可

商,
商研,
国セ

商,, 白井 美由里

ミクロ・マーケティング各論（消費者
行動とマーケティング）／Ｃｏｎｓｕｍ
ｅｒ　Ｂｅｈａｖｉｏｒ　ａｎｄ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ
／ミクロ・マーケティング特論

授業内試験 1 月 20 日 （月） 522

商,
商研,
国セ

商,,

里村 卓也,清
水 聰,白井 美
由里,高田 英
亮

Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｏｎ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ／ミク
ロ・マーケティング論

平常点

経,商 経済,
商

杉田 貴洋 商法Ⅱｂ／法学各論（商法ⅡＢ） 定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 4 50 ５１９
持込条件：六法および教科書（『民法とつながる商法総則・商行為法
〔第 2 版〕』）のみ可
ペン書きにて解答すること

商 商 隅田 浩司 法学各論（経済法Ⅱ） 定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 2 40 ４２１ 持込条件：すべて可

4２０１９年度秋学期末定期試験時間割【商学部】
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商 商 清家 篤 産業関係各論（経済の構造変化と
雇用・労働市場Ⅱ）

定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 1 40
５１７ 商３　ア～ノ

持込条件：不可
５１９ 商３　ハ～メ、商４、その他

商 商 園田 智昭 管理会計各論（上級管理会計） 定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 5 50 ５３１ 持込条件：すべて可

商 商 高久 隆太 財務会計各論（税務会計論Ⅱ） 定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 3 50 ４１２ 持込条件：不可

商 商 高田 英亮
マクロ・マーケティング各論（流通
論）

定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 1 50 ５３１ 持込条件：不可

商 商 高橋 美樹
現代企業経営各論（中小企業経
営）

定期試験期間内試験

レポート

平常点

1 月 27 日（月） 6 60 ５３１

持込条件：すべて可
注意事項：追加試験は持ち込み不可となるので、注意して下さい。
レポート題目：中小企業の関する研究
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／
備考：具体的な内容・書式等については、授業中の指示に従うこと。
指示が守られていないものは、採点の対象としないので。注意して下
さい。
レポート提出先・日程：三田学生部 1 月 21 日(火)･22 日(水) / Jan.
21(Tue), 22(Wed)8:45～16:45

商 商 田邉 勝巳 交通経済論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（金） 2 50 ５０１ 持込条件：直筆ノートのみ可

法,商
法律,
政治,
商

丹野 貴行 統計学Ⅳ 授業内でのレポート提出

商,
商研,
国セ

商,, ダイアモンド， 
ジェス

Ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃｓ 定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 1 60 ５１２ 持込条件：Calculator のみ可

商 商 大東 一郎 世界経済論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 3 50 ４２１ 持込条件：不可

商 商 塚本 成美 産業社会学各論（経営社会学Ⅱ） 定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 3 60 ５０１ 持込条件：ノート・プリントのみ可

商 商 辻 幸民 金融各論（企業金融論Ⅱ） 定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 3 50 ５１２

持込条件：すべて可
注意事項：先日の課題レポート未提出の者は，期末試験を受けても単
位
取得は不可能であるから，注意されたい。

商 商 鶴 光太郎 世界経済各論（比較制度分析）
レポート

平常点

商,
商研,
国セ

商,, 鶴 光太郎
Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎａｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ／
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ⅱ

平常点

商 商 寺西 勇生
営業学―人生を成功に導く『営業』
という仕事―

レポート
レポート題目：「営業」とは何かについて。
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：授業教室 1 月 20 日 （月）

商 商 寺西 勇生
計量経済学各論（マクロ計量経済
学・日本経済の現状と展望）

レポート
レポート題目：実証分析についてのレポート
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：授業教室 1 月 20 日 （月）

商 商 戸田 裕美子 マーケティング史 定期試験期間内試験 1 月 28 日（火） 2 60
５３１ 商３、商４　ア～ノ

持込条件：不可
５２２ 商４　ハ～メ、その他
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商 商 友岡 賛 会計史Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 1 40

５３３ 商３　ア～チ

持込条件：指定テキストおよび指定参考書のみ可
ペン書きにて解答すること

５２６ 商３　ツ～メ、商４　ア～キ

５３１ 商４　ク～ム

５３２ 商４　メ、その他

商 商 内藤 和美 保険学各論（損害保険論） 定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 6 60

５３１ 商３　ア～ト 持込条件：不可
注意事項：試験範囲は、第 1 回～第 14 回講義の内容です。試験問
題の構成は、用語の選択式穴埋め問題、用語等の説明問題、論述問
題、その他の問題です。詳細は、最終講義で説明します。

５２６ 商３　ナ～メ、商４　ア～ケ

５１７ 商４　コ～メ、その他

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 1 月 28 日（火） 1 60 ５３２
持込条件：判例なし六法、『フロンティア労働法』、労働法判例百選（第
9 版）、講義レジュメ・ノート
のみ可

商 商 中林 真幸 現代企業経営各論（企業制度） 定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 1 70

５３１ 商３ 持込条件：教科書（中林真幸・石黒真吾編『比較制度分析・入門』）の
み可
注意事項：教科書に紙片を挟み、あるいは貼付して持ち込むことは不
正行為を構成します。

５３３ 商４、その他

商 商 野村 浩二 経済統計各論（指数論） 定期試験期間内試験 1 月 24 日（金） 2 60 １０２ 持込条件：電卓のみのみ可

商 商 濱岡 豊 ミクロ・マーケティング各論（製品開
発論）

定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 3 50 ４２１ 持込条件：すべて可

文,商 人文,
商

林 温 芸術と文明
平常点

授業内試験
1 月 14 日 （火） 122

商 商 早見 均 計量経済学各論（環境経済の計量
分析）

レポート

商,
商研

商, 早見 均 経済統計各論（統計的推論）／統
計解析

レポート

平常点

レポート題目：すでに第 1 回のレポート 11 月 27 日締切が keio.jp サ
イトで提出されている．
第 2 回のレポートは 12 月 25 日締切予定である．
第 3 回のレポートは 1 月 20 日締切予定である．
指示にしたがってファイルを提出すること
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

商,
商研,
国セ

商,, ハンリー， マシ
ュー Ｍ

Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎ
ｇ　ｆｏｒ　Ｕｎｄｅｒｇｒａｄｕａｔｅｓ／Ａｃａｄ
ｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

Conferences & review of 

portfolio of writing 

assignments Dec./Jan.

商 商 日高 千景 経営史各論（戦後日本経営史） 定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 3 60
５２６ 商３

持込条件：不可
５２８ 商４、その他

商 商 平野 隆 産業史各論（比較小売業史） 定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 2 60 ５０１ 持込条件：不可

商 商 深井 忠 現代の証券市場
平常点

授業内試験
1 月 17 日 （金） 528

商 商 深井 忠 財務会計各論（財務会計の役割と
企業価値評価）

平常点

授業内試験
1 月 16 日 （木） 527
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商,
商研,
国セ

商,, 深尾 光洋
Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ　ｉｎ　Ｍ
ａｊｏｒ　Ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ／国際金融特論
／金融特論

レポート

平常点

レポート題目：You may choose any topic as long as it is related to the 
issues discussed in this course.
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：15 枚（以上）　／備
考：Indicate full name and student ID number. 
レポート提出先・日程：The term paper is due in one week after the last 
class.  Mail your paper to fukao@fbc.keio.ac.jp.

経,商 経済,
商

フラキ， アント
ニノ

自然科学概論

平常点

授業内試験

homework

323

商 商 細萱 伸子 産業社会学Ⅱ 授業内試験 1 月 17 日 （金） 121

商 商 堀田 一吉 現代の企業金融 定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 4 40
５１７ 商３　ア～ト

持込条件：不可
５２６ 商３　ナ～メ、商４、その他

商 商 堀田 一吉 保険学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 2 60
５１９ 商３

持込条件：不可
５２８ 商４、その他

商 商 堀越 比呂志 マーケティング学説史 定期試験期間内試験 1 月 27 日（月） 3 60 ５０１ 持込条件：不可

商,
商研,
国セ

商,, ポチロン， ヨア
ン

Ｅｓｔｉｍａｔｉｎｇ　Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ　ｉｎ　Ｈｉｇｈ
－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄａｔａ

report and in-class 

presentation

文,商 人文,
商

松井 憲太郎 映画演劇論Ⅳ レポート

商 商 三井 清 財政学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 1 70 ４１１ 持込条件：不可

商 商 孟 若燕 世界経済各論（中国経済論） 定期試験期間内試験 1 月 24 日（金） 4 50
５３１ 商３

持込条件：すべて可
５３３ 商４、その他

文,商 人文,
商

籾内 裕子 ロシア文学Ⅱ レポート

レポート題目：講義で扱ったテーマの範囲で、疑問に思った点、さらに
詳細に知りたいと思った点などから自分で論点を設定し、考察して下
さい。
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）　／備考：参考文献から引用する場合は、引用部分と自分の意
見の区別を明確にし、出典を明記すること。日本語レポートとしての基
本的な書式を守ること。
レポート提出先・日程：三田学生部 1 月 21 日(火)･22 日(水) / Jan.
21(Tue), 22(Wed)8:45～16:45

商,
商研,
国セ

商,, 森吉 直子
Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙ　ｉｎ　Ｇｌ
ｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ

1 月 21 日(火)＜補講日

＞ 2 時限 『433 教室』で

実施。通常教室とは異な

りますので注意してくださ

い
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商 商 八代 充史 産業関係論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 1 60

５２６ 商３ 持込条件：すべて可
注意事項：この講義は、９月２５日の授業で説明し、また掲示でも記載
の様に、授業内レポートを５回以上提出するか、或いは課題図書レポ
ートを提出するか、何れかの条件が満たされていることを学期末試験
受験の条件と致します。この点を確認の上、受験する様にして下さ
い。

５２８ 商４、その他

商 商 安田 公美 経済数学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（金） 5 50 ５２４ 持込条件：不可

法,商
法律,
政治,
商

柳原 真 自然科学特論Ⅱ 平常点

商 商 柳瀬 典由
リスク・マネジメント各論（企業リス
クマネジメント）

定期試験期間内試験 1 月 23 日（木） 3 60 ５３２ 持込条件：「電卓」のみ可

商 商 横田 絵理 管理会計各論（現代管理会計論）

定期試験期間内試験

レポート

平常点

1 月 23 日（木） 2 40 ４１１

持込条件：不可
注意事項：レポート未提出者は試験を受けることはできませんのでご
注意ください。
レポート題目：授業内に提示しています
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：三田学生部 1 月 7 日(火)･8 日(水) / Jan.
7(Tue), 8(Wed)8:45～16:45

商 商 吉田 栄介 管理会計各論（原価計算論） 授業内試験 106

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 23 日（木） 3 60

５２６ 経３ 持込条件：○指定教科書（金子宏『租税法』、岸田ほか『基礎から学ぶ
現代税法』)
○条文集（判例付きも可）
○コピーの持込・貼り付け一切不可のみ可
ペン書きにて解答すること

５３３ 経４

５２８ 法律、商、その他

商 商 早稲田 みな子 人間と音楽Ⅱ
レポート

平常点

レポート題目：パフォーマンスレポート
各自でパフォーマンスを鑑賞し、パフォーマンスそのものについて報
告するだけでなく、それと関連する事柄（音楽家、ジャンル、歴史的背
景など）について文献資料等を用いて調査し、得られた情報を織り交
ぜてレポートを作成する。鑑賞するパフォーマンスは、西洋芸術音楽
や、欧米・日本の主流ポピュラー音楽以外とする。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（3000 字
程度）　／備考：パフォーマンスレポートの手引を参照してください。
レポート提出先・日程：授業教室 1 月 14 日 （火）

商 商 渡部 直樹 現代企業経営各論（経営組織） 定期試験期間内試験 1 月 22 日（水） 2 50
５１７ 商３

持込条件：すべて可
５１９ 商４、その他
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