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経,商 経済,
商

相場 裕子 情報処理 平常点

商 商 荒田 映子 財務会計各論（企業会計の基礎） レポート

レポート題目：初回に案内した通り，レポートは授業期間内に 3 回出し
ます。(この案内が公表されるのは，すでに 2 回目の締め切り後です）
３回の提出が単位取得の必要条件です。以下，毎回のレポートで求め
ている書式等記載しますが，詳細は授業支援を確認すること。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（以上）
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 井口 知栄
マネジメント各論（国際経営論）／
現代企業経営各論（国際経営論）

レポート

平常点

レポート題目：多国籍企業の海外進出後の戦略の事例研究（最終レポ
ート詳細のファイルを参照すること）
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（3000 字）　／備考：
表紙を必ず付けること。最終レポート詳細のファイル（授業支援の教材
配布に掲載済）を「必ず」参照すること。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

文,
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

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

商,
経研,
商研

商,
経済, 上田 衛門

ジャパニーズ・エコノミー／Ｊａｐａｎｅ
ｓｅ　Ｅｃｏｎｏｍｙ／日本経済論

レポート

平常点

レポート題目：A subject of the term paper will not be specified and so it 
can be chosen freely as far as it is related to the contents of the course 
Japanese Economy.

The paper should be structured logically with your 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.
レポート提出先・日程：The paper in either form of Word or PDF should 
be submitted via email to:  ueda@fbc.keio.ac.jp

The paper should be submitted by July 28, 2021 (23:59 JST). However, 
your early submission will be highly welcome.

商,
商研

商, 上田 衛門
Ｄｏｍｅｓｔｉｃ　Ｔａｘ　Ｌａｗ（Ｃｏｍｐａｒａ
ｔｉｖｅ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｔａｘ　Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ）／Ｄｏｍｅｓｔｉｃ　Ｔａｘ　Ｌａｗ

レポート

平常点

レポート題目：A subject of the term paper will not be specified and so it 
can be chosen freely as far as it is related to the contents of the course 
Domestic Tax Law.
 
The paper should be structured logically with your 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.
レポート提出先・日程：The paper in either form of Word or PDF should 
be submitted via email to:  ueda@fbc.keio.ac.jp

The paper should be submitted by July 28, 2021 (23:59 JST). However, 
your early submission will be highly welcome.
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商 商 牛島 辰男 経済・社会の変化と企業組織 レポート
レポート題目：授業にて指示した通り
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

商 商 牛島 辰男
マネジメント各論（経営戦略と企業
構造）／現代企業経営各論（経営
戦略と企業構造）

レポート
レポート題目：授業にて指示した通り
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

商 商 牛島 利明 産業史 平常点

商 商 梅津 光弘
マネジメント各論（企業倫理）／現
代企業経営各論（企業倫理）

レポート

レポート題目：第１章で企業倫理に関するケースを記述し、第２章でそ
のケースについての分析、解釈、提言等を行ってください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：9 枚（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

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）

商 商 王 英燕
マネジメント各論（組織行動）／現
代企業経営各論（組織行動）

レポート

平常点

レポート題目：【テーマ】理念型組織におけるコミットメント
【内容】企業は従業員の組織と理念実践のコミットメントを
どのように高めるのか、事例を取り上げながら分析しなさい
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：
特に問わない　／備考：字数：3000 字程度
提出期間：7 月 7 日（水）～21 日（水）pm 18:00
提出方法：授業支援「レポート」より提出
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商,
商研

商, 大津 敬介
経済政策各論（公共経済学）／経
済政策各論（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ａｎａｌｙｓｉ
ｓ）／Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ａｎａｌｙｓｉｓ

平常点

商,
商研

商, 大津 敬介

応用経済学各論：マクロ（Ｅｃｏｎｏｍ
ｉｃ　Ｇｒｏｗｔｈ）／理論経済学各論
（経済成長論）／Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｇｒｏ
ｗｔｈ

平常点

法,商
法律,
政治,
商

大西 仁 自然科学特論Ⅰ 平常点

商,
商研

商, 大野 由香子

計量経済学各論（離散選択モデ
ル）／計量経済学各論（Ｃｈｏｉｃｅ　
Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）／Ｃｈｏｉｃ
ｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ／計量
経済学特論

Take Home Exam
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商,
商研

商, 大野 由香子

応用経済学各論：ミクロ（Ｓｐａｔｉａｌ　
Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）／理論経済学各論
（空間経済学）／Ｓｐａｔｉａｌ　Ｅｃｏｎｏ
ｍｉｃｓ／計量経済学特論

レポート

平常点

宿題

レポート題目：課題は該当者に周知済みです。質問があれば授業支
援で連絡してください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 小野 晃典
ミクロ・マーケティング各論（広告
論）

平常点

商 商 風神 佐知子 労働経済学Ⅰ レポート
レポート題目：Canvas にてお知らせします。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

商 商 加藤 一誠 交通経済各論（交通政策Ⅰ） 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 3 60 ５２８
持込条件：中条・田邉・後藤（編）『経済学で読み解く交通・公共政策』
中央経済社のみ可

商,
商研

商, 鎌田 康一郎
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｉｎ　Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｆｉｎａｎｃｅ／国際金融特論

平常点

商 商 鎌田 康一郎 国際金融論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 2 60 ４１１ 持込条件：電卓のみ可

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

商 商 神戸 和雄
マネジメント各論（経営情報論）／
現代企業経営各論（経営情報論）

平常点

商 商 菊澤 研宗
マネジメント各論（経営経済）／現
代企業経営各論（経営経済）

平常点

商 商 吉川 肇子 組織心理学ａ 平常点

商 商 木戸 一夫
ゲーム理論／社会数理各論（ゲー
ム理論）

平常点

商 商 木原 裕充 自然科学概論 平常点

商 商 久保 研介 産業組織論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 60 ４２２ 持込条件：電卓のみ可

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

商 商 小西 飛鳥 法学各論（民法ⅠＡ） 平常点

商 商 榊原 研互
マネジメント各論（理論史）／経営
学説史各論（理論史）

レポート

平常点

レポート題目：題目、書式等詳細については、授業内および授業支援
内の「お知らせ」「レポート」でお知らせします。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商,
商研

商, シェイ デビット
Ｔｈｅ　Ｒｏｌｅ　ｏｆ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ｉｎ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ／Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

平常点

商 商 重田 麻紀子 法学各論（商法ⅠＡ） 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　／書式：横書　／枚数：3 枚（3000 字程
度）　／備考：その他書式
・レポートの末尾に、①参考文献、②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

3２０２１年度春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

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

商,
商研

商, 白井 美由里
ミクロ・マーケティング各論（データ
解析論）／Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　Ｄａｔａ　Ａｎ
ａｌｙｓｉｓ／ミクロ・マーケティング特論

レポート
レポート題目：Independent Project Report
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

商 商 白石 友行 法学各論（民法ⅡＡ） 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 4 60
５１７ 商３

持込条件：六法のみ可
５１９ 商４、その他

商 商 白石 友行 法学各論（民法ⅡＢ） 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 5 60 ５０１ 持込条件：六法のみ可

商 商 鄭 ユンチョル
ミクロ・マーケティング各論（マーケ
ティング経済学）

定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 50 １２３ 持込条件：不可

商 商 隅田 浩司 法学各論（経済法Ⅰ）
レポート

平常点

レポート題目：課題は 7 月に別途発表
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（1200 字程度）　／
備考：課題は別途発表
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

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Ⅰ）

平常点

商 商 高木 朋代 産業社会学Ⅰ 平常点

商 商 高久 隆太 財務会計各論（税務会計論Ⅰ） 授業内試験 7 月 8 日 （木）

商 商 高橋 郁夫 マクロ・マーケティング論

平常点

平常点とは、学期中の 3

回のレポートを中心に評

価することを意味する。

商 商 高橋 美樹
産業組織各論（産業組織と企業戦
略）

定期試験期間内試験

レポート

平常点

7 月 14 日（水） 3 60 ５１６

持込条件：すべて可
レポート題目：産業組織各論（産業組織と企業戦略）レポート
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：15 枚　／備考：具体
的なテーマ、分析方法、書式等の詳細については、「授業支援」の「教
材」に掲載されている、執筆要綱等で確認下さい。
※レポートは、「授業支援」の「アンケート」コーナーに記載がある「課
題」とは別のもので、提出は任意です。任意レポートは、成績が合否の
ボーダーにいる人についてのみ採点対象とします※
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 田邉 勝巳 交通経済論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 16 日（金） 2 50 ４２１ 持込条件：すべて可
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商 商 谷口 和弘
マネジメント各論（会社と持続可能
性）／現代企業経営各論（会社と
持続可能性）

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:
フクシマについて。
「日本における原子力開発の歴史をふまえ，フクシマについて持続可
能性の観点から貴君なりに論じ，A4 サイズ 1 枚全体にまとめなさい」

課題 2:
6/23 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

商,
商研

商, タン， キャロラ
イン

ミクロ・マーケティング各論（ｅマー
ケティング論）／ｅ－Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ／
ミクロ・マーケティング特論

平常点

Presentation & Report 

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

商,
商研

商, 大東 一郎
Ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｎ　Ｄｅｖｅｌｏ
ｐｍｅｎｔ，　Ｔｒａｄｅ　ａｎｄ　Ｅｎｖｉｒｏｎ
ｍｅｎｔ／国際経済特論

成績評価対象者なし

商 商 大東 一郎 世界経済論Ⅰ 授業内試験 7 月 5 日 （月）

商 商 塚本 成美 産業社会学各論（経営社会学Ⅰ） 平常点
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商 商 辻 幸民 金融各論（企業金融論Ⅰ） レポート

レポート題目：レポート課題の実施方法については，その「実施要項」
を 7 月 8 日(木)午前 10 時に授業支援「教材配布」にて発表する。なお
その概要のみをここで述べると，今回のレポート課題は試験スタイル
の設問を解答してもらう。設問の内容発表から提出締切までは 48 時
間の時間を設け，また設問の内容公表の日時は 7 月下旬ごろを予定
している。実施方法の具体的な詳細は，7 月 8 日午前 10 時に発表の
「実施要項」をよく読んで欲しい。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商,
商研

商, 鶴 光太郎
Ｍａｎａｇｅｒｉａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ／Ｂｕｓｉ
ｎｅｓｓ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ⅰ

レポート

レポート題目：Problems Set of Business Economics I 
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：As for the details of the report, please read the syllabus uploaded in 
Week 1.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 寺西 勇生

応用経済学各論：マクロ（日本経済
の現状と展望）／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：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―）の最終レポート
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：ワードファイルで作成してください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 富田 信太郎 金融論Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 2 50 ４１１ 持込条件：不可

商 商 友岡 賛 会計史Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 1 40
５１７ 商３、商４ア～コ 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４サ～メ、その他

商 商 友岡 賛 財務会計各論（会計基礎理論） 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 1 40

５１７ 商３ア～セ

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ソ～ノ

５１９ 商３ハ～メ

５３３ 商４

５３１ その他

商 商 内藤 和美 保険学各論（生命保険論） 定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 5 60

５１７ 商３ア～フ 持込条件：不可
注意事項：試験範囲は、第 1 回～第 13 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（オンデマンド教材）および授
業支援の「お知らせ」で説明します。

５１９ 商３ヘ～メ、商４ア～タ

５３３ 商４チ～メ、その他

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。

商 商 中島 隆信
理論経済学各論（障害者の経済
学）／経済政策各論（障がい者の
経済学）

レポート

平常点

レポート題目：Canvas LMS 内にて通知する
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

商 商 中山 真緒
計量経済学各論（ミクロ計量経済
学）／計量経済学各論（入門：分析
手法の仕組みと解釈）

定期試験期間内試験 7 月 14 日（水） 2 60 ５２４ 持込条件：不可

商 商 永見 尊 会計監査各論（公認会計士による
財務諸表監査）

定期試験期間内試験 7 月 15 日（木） 3 60 ５１９ 持込条件：不可
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商 商 西川 郁生 財務会計各論（会計基準論） レポート

レポート題目：『会計基準の考え方』の２３日間の対話のうち２日分を
自由に選び、以下について述べよ
１．概略
２．興味のある論点
３．そこから得られた知見
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：2 枚（2000 字以
上）　／備考：【書式】
　①字数
　　２，０００字から４，０００字（タイトルや氏名等は文字数に含まない）
　②枚数
　　２枚から４枚（１枚当たり概ね１，０００字程度で作成すること）
　③データ形式
　　ＰＤＦ（ＰＤＦ以外のものは採点しない場合もあり）
　④その他
　　レポートの最後に文字数及び視聴済講義の回数を記載すること
　　＊視聴済講義とは動画の最初から最後までを早送りなしで視聴し
たものを意味します
　　＊文字数、視聴回数ともに採点時に確認します

【提出期間】
　７月２６日（月）午前０時から７月３０日（金）午前９時まで
　※個人の通信状況等による期限後の提出は一切受け付けませんの
で余裕をもってご提出ください
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

経,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

商 商 濱岡 豊 ミクロ・マーケティング各論（マーケ
ティング・リサーチ）

平常点

商,
商研

商, 早見 均 経済統計各論（数理統計基礎）／
統計学基礎理論

レポート

平常点

レポート題目：2 回目のレポート題目(7 月 7 日締切)の URL
https://keio.box.com/s/9naaemgy8lqp1was50rrvgghcs7qfw5v
1 回目の締切は 5 月末でした．
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
Google Classroom の提出サイト

商 商 日高 千景 経営史各論（アメリカ経営史） レポート
レポート題目：詳細は keio.jp 授業支援システムにおいてお知らせいた
します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 堀田 一吉 保険学Ⅰ 定期試験期間内試験 7 月 19 日（月） 2 60
５１７ 商３、その他

持込条件：不可
５０１ 商４

商,
商研

商, ポチロン， ヨア
ン

計量経済学各論（Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｏｒｙ　Ｅ
ｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ　Ｉ／　Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ　
ｏｆ　Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏ／Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ　ｏｆ　
Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｕｓｉｎｇ　
Ｒ／Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｅｃｏｎｏｍｅ
ｔｒｉｃｓ

homework

商,
商研

商, ポチロン， ヨア
ン

計量経済学各論（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｅｃｏ
ｎｏｍｅｔｒｉｃｓ）／Ｅｓｔｉｍａｔｉｎｇ　Ｖｏｌａｔ
ｉｌｉｔｙ　ｉｎ　Ｈｉｇｈ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄａｔ
ａ／Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃｓ

report and presentation
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商 商 前川 千春
財務会計各論（キャッシュ・フロー
計算書）

定期試験期間内試験

平常点
7 月 15 日（木） 2 60 １２１

持込条件：電卓のみ可
ペン書きにて解答すること
注意事項：注意事項：解答には必ず黒のボールペン（又は万年筆）を
使用して下さい。
　　　　　※消せるボールペン・修正テープ（修正液）は使用不可。

商 商 前川 千春 財務会計各論（連結会計入門）
定期試験期間内試験

平常点
7 月 15 日（木） 3 60 ５１７

持込条件：電卓のみ可
ペン書きにて解答すること
注意事項：注意事項：解答には必ず黒のボールペン（又は万年筆）を
使用して下さい。※消せるボールペン・修正テープ（修正液）は使用不
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

商 商 松本 陽一
マネジメント各論（イノベーション・マ
ネジメント）／現代企業経営各論
（イノベーション・マネジメント）

レポート

平常点

レポート題目：次の 3 つの課題から 1 つ選び、それに従ってレポートを
作成しなさい

1.教科書をもとに「ラディカル・イノベーション」を説明し、この考え方を
用いて現実の企業あるいは産業の事例を調査・分析しなさい。

2.教科書をもとに「業界標準」を説明し、この考え方を用いて現実の企
業あるいは産業の事例を調査・分析しなさい。

3.教科書をもとに「アウトソーシングとアライアンス」を説明し、この考え
方を用いて現実の企業あるいは産業の事例を調査・分析しなさい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：5 枚　／備考：詳細
は講義動画を参照してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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文,商 人文,
商

三宅 舞 映画演劇論Ⅰ レポート

レポート題目：本授業で扱う作品以外の映画作品（ジャンルとして「映
画」とされるもの）を取り上げ、「笑い」「音楽」「孤独」「観客の欲求」の
どれかの観点から論じてください（上記の４つ以外のテーマでも結構で
す）。

指定字数：6,000～10,000 字（過度に不足または超過しないこと）
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：
（10000 字以下）　／備考：扱う作品は基本的に 1 作品としますが、場
合によっては複数になっても構いません（ただし、議論の展開上妥当と
思われる場合のみ）。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

商 商 孟 若燕 世界経済各論（中国経済論） 平常点

文,商 人文,
商

籾内 裕子 ロシア文学Ⅰ レポート

レポート題目：講義で扱ったテーマ・内容・作品・作家などに関し、さら
に追及したい点や疑問に思った点を挙げて分析して下さい（論点がロ
シア文学から離れないよう注意すること）。論じる内容が明確になるよ
う、レポートタイトルは各自で設定して下さい。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（2000 字程度）　／
備考：（1）日本語レポートとしての体裁を整えること。（論旨にそって段
落を分け、段落冒頭は一字下げること、句読点を行頭に出さないこと
など。）
（2）他者の意見を用いる場合は、自分の意見と明確に区別し、引用元
を示すこと。
（3）作品のあらすじは不要。
（4）PDF ファイルで提出。
（5）締め切り：7 月 21 日（水）23:59 厳守
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

商 商 八代 充史 産業関係論Ⅰ レポート

レポート題目：レポート内容
　下記の２点に関する貴君の見解を、7 月 14 日（水）中に 5,000 字以
内にまとめて提出して下さい（両方共書くこと）。日本企業を念頭に置
いて執筆して下さい。なお提出に際しては、ファイルの形式はワードフ
ァイルで、必ず表紙をつけて氏名・学籍番号を記載して下さい。
　課題 1　組織構造はピラミッド型であるにも関わらず、なぜ日本は「年
功序列昇進」と言われるのか。
　課題 2　従業員の能力・実績や健康状態は個々人で異なるのに、な
ぜ一律に定年制が適用されるのか。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（5000 字以下）　／
備考：詳細は、keio.jp の「授業支援」で確認して下さい。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 柳瀬 典由
リスク・マネジメント各論（リスクマネ
ジメントと保険）

平常点

商,
商研

商, 藪 友良
計量経済学Ⅰ／計量経済学各論
（基礎理論）／計量経済学特論

平常点

宿題の提出物をもとに成

績を判断します。

商,
商研

商, 藪 友良
計量経済学Ⅱ／計量経済学各論
（データ分析）／計量経済学特論

平常点

宿題の提出物をもとに成

績を判断します。
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商 商 吉田 栄介 管理会計各論（原価管理論Ⅰ） 平常点

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

商 商 早稲田 みな子 人間と音楽Ⅰ 平常点

商 商 和田 賢治 金融各論（資本市場論Ⅰ） レポート

レポート題目：7 月 2 日 keio.jp 授業支援にて課題発表予定、7 月 6 日
午後 3 時
keio.jp 授業支援にて提出締切予定。詳細は後日発表
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
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