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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）

レポート
レポート題目：問題は、最終授業の授業内で提示します
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

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）

レポート

レポート題目：第 4 回，第 8 回，第 12 回に授業支援に掲示するレポー
トをそれぞれ期限 2 週間以内に提出すること。(授業の初回にアナウ
ンスあり）以下に記す書式は，各回の標準的な書式です。必ず各回の
レポートの掲示をよく読んでください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚（1200 字程
度）　／備考：字数は 10.5 ポイント，A ４　1 枚程度を目安としてくださ
い。超える分には構いません。ただし，1 問につき要求される書式です
ので，2 問解く場合は枚数は 2 枚程度，となることに注意してください。
各回の授業支援におけるレポートの掲示をよく読むこと。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 伊ヶ崎 大理 世界経済各論（経済成長論） 授業内試験 1 月 18 日 （火）

商,
商研

商, 井口 知栄
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ａｎｄ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　ｉｎ　Ａｓｉａ／比較経営
特論

平常点

商,
商研

商, 猪熊 浩子 ＩＦＲＳ　Ｂａｓｉｃ／Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ
レポート

平常点

レポート題目：Short essay related to this class contents (minimum word 
counts 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：Minimum 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,
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

商 商 岩尾 俊兵
マネジメント各論（ビジネスモデル
の理論と実践）／現代企業経営各
論（ビジネスモデルの理論と実践）

定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 3 60 １２３ 持込条件：不可

商,
経研,
商研

商,
経済, 上田 衛門

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｙ：　Ｐｏｌｉ
ｃｙ　Ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔ
ｉｏｎ／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 will not be specified and so it 
can be chosen freely as far as it is related to the contents of the course 
International 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 by Tuesday 25 January 2022 via email to:  
ueda@fbc.keio.ac.jp

Early submission will be welcome.

1２０２１年度秋学期末定期試験時間割【商学部】
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商,
商研

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 will not be specified and so it 
can be chosen freely as far as it is related to the contents of the course 
International 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 by Tuesday 25 January 2022 via email to:  
ueda@fbc.keio.ac.jp

Early submission will be welcome.

商 商 上田 衛門
国際経済学各論（国際経済政策
論）

レポート

平常点

レポート題目：レポートのテーマは指定しません。国際経済及びそれに
関する国際的なルール・国際機関（要するに授業の内容）に関連する
限り、テーマおよび内容を自由に選ぶことができます。（ただし、下の
注に留意してください。）
レポートは、論理的に構成され、筆者自身の意見や考え方を十分に含
むものであることが必要です。単なる事実の記述は評価されません。
(注）例えば SDGs を国際的な政策目標としてテーマに選ぶことはでき
ますが、特定の国や特定の企業による SDGs の取組みを論じても、そ
れ自体は国際経済・ルール・機関とは必ずしも関連しないことから、あ
まり評価されません。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：（4000 字程度）　／
備考：ワードまたは PDF 形式で提出してください。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出
提出期限は 2022 年 1 月 25 日（火）としますが、早期の提出を歓迎し
ます。

商,
商研

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

レポート

平常点

レポート題目：As instructed in the class (see CANVAS).
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

商,
国セ

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

レポート

平常点

授業内試験

1 月 21 日 （金）

レポート題目：Write a case related to Japanese business and society,
then discuss about this case from your perspective.
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 梅津 光弘
マネジメント各論（ＣＳＲ論）／現代
企業経営各論（ＣＳＲ論）

定期試験期間内試験

レポート

平常点

1 月 24 日（月） 2 40 ５１７

持込条件：不可
ペン書きにて解答すること
レポート題目：教室で指示したように、１部で CSR に関係するケースを
記述し、２部でそれについての分析、評価、考察を述べなさい。
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 遠藤 伸明 交通経済各論（国際交通論Ⅱ） レポート
レポート題目：詳細は CanvasLMS 等でお知らせします。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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商,
商研

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：Choose one topic from those we discussed in a 
classroom, and write a final report of 1,200 words or more in the main 
text, plus tables, figures, and references. 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 or research result on 
the issue. A revised and extended version of your presentation is of 
course acceptable.
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

法,商
法律,
政治,
商

大西 仁 自然科学特論Ⅱ 平常点

商 商 岡本 大輔
マネジメント各論（企業評価）／現
代企業経営各論（企業評価）

定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 2 50 ５３１
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。

商 商 風神 佐知子 労働経済学Ⅱ レポート
レポート題目：Canvas でお知らせしています。
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Ⅱ） 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 3 60 １２４
持込条件：関西空港調査会監修『航空・空港政策の展望』中央経済社
のみ可

商 商 鎌田 康一郎 国際金融論Ⅱ レポート
レポート題目：論題は、授業支援「レポート」に掲載します。
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：授業支援「レポート」より提出

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 25 日（火） 2 60 ５１７
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

商,
経研,
商研

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：Provided in class support. 
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：10 枚（以上）　／備
考：Write a report about one of the assigned topics. A4 paper with a 
standard font size 10.5-12  in a double spaced, more than 10 pages. 
Detailed requirements are given in class support materials. 
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 平常点

商 商 久保 研介 産業組織論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 2 60 ４１２ 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 29 日（土） 3 40
５１７ 商３　ア〜ツ

持込条件：不可５２６ 商３　テ〜メ

５３３ 商４、その他

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

商 商 小西 飛鳥 法学各論（民法ⅠＢ） レポート

商,
商研

商, 榊原 研互
社会科学の考え方／社会科学方
法論

レポート
レポート題目：題目、書式、締切等詳細については、Canvas LMS の
「アナウンス」および「課題」でお知らせします。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

商 商 佐藤 和 マネジメント各論（組織文化論）／
現代企業経営各論（組織文化論）

平常点

3２０２１年度秋学期末定期試験時間割【商学部】
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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）

レポート

平常点

レポート題目：イントロダクション中のガイダンスで説明したとおり授業
期間内に３回の課題レポートが出題されます。詳細は CanvasLMS の
モジュール「イントロダクション」のガイダンスで確認してください。
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

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 26 日（水） 3 60 ４１１ 持込条件：不可

経,商 経済,
商

重田 麻紀子 商法Ⅱｂ／法学各論（商法ⅡＢ） 定期試験期間内試験 1 月 26 日（水） 4 60 ５２８ 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 26 日（水） 3 50
５２６ 商３　ア〜ヌ

持込条件：不可
５３１ 商３　ネ〜メ、商４、その他

商,
商研

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 12 月 20 日 （月）

商 商 鈴木 弥香子 産業社会学Ⅱ 授業内試験 1 月 19 日 （水）

商 商 隅田 浩司 法学各論（経済法Ⅱ） 授業内試験 1 月 17 日 （月）

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）

平常点

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 24 日（月） 3 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） 授業内試験 1 月 20 日 （木）

商 商 高田 英亮
マクロ・マーケティング各論（流通
論）

レポート

レポート題目：詳細は講義資料および授業支援システムにおいて発表
します。
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：授業支援「レポート」より提出

商 商 高橋 弘 社会数理各論（数学と機械学習）
／経済数学Ⅰ

レポート

レポート題目：社会数理各論
レポート書式：サイズ：A4　／書式：縦書　／枚数：特に問わない　／備
考：１月１４日の講義中に説明します。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 高橋 美樹
マネジメント各論（中小企業経営）
／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 26 日（水） 3 60 ５１７

持込条件：すべて可
レポート題目：任意レポート「中小企業に関する研究」
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：具体的な書式等については、授業支援のホームページを参照して
下さい。書式等が守られていないレポートは採点対象としませんので、
注意して下さい。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 田邉 勝巳 交通経済論Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 2 50 131 Ａ 持込条件：すべて可

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
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商,
商研

商, ダイアモンド， 
ジェス

Ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃｓ レポート

レポート題目：Please write a 10-15 page report (12-size font) on one of 
the following topics:
1) Inequality and the Macroeconomy
2) Economic Growth in an Aging Economy
3) Macroeconomic Policy Under Zero Interest Rates

The due date is Thursday, January 27.
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 大東 一郎 世界経済論Ⅱ 平常点

商 商 塚本 成美 産業社会学各論（経営社会学Ⅱ） 平常点

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 27 日（木） 3 50 ５１７
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

商,
商研

商, 鶴 光太郎
Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎａｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ／
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ⅱ

レポート

商 商 寺西 勇生 経済政策各論（マクロの経済政策） レポート

レポート題目：日本経済とマクロの経済政策
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：特に問わない　／備
考：レポートの詳細は後に公表
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Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 2 50 １０４ 持込条件：不可

商 商 友岡 賛 会計史Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 27 日（木） 1 40
５１７ 商３ 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５３１ 商４、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 27 日（木） 2 60

５２６ 商３　ア〜ハ 持込条件：不可
注意事項：試験範囲は、第 1 回～第 13 回の講義内容です。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、記述問
題、その他の問題です。なお、記述問題の課題は最終講義で説明しま
すが、授業支援内の「お知らせ」も確認して下さい。

５３３ 商３　ヒ〜メ、商４、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

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。

商 商 中林 真幸
マネジメント各論（企業制度）／現
代企業経営各論（企業制度）

定期試験期間内試験 1 月 26 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』（有
斐閣））のみ可
注意事項：持ち込みは、教科書（中林真幸・石黒真吾編『比較制度分
析・入門』（有斐閣））のみ可です。教科書に解答例等の紙を貼付して
持ち込むことは認めません。

５１９ 商４、その他

経,商 経済,
商

野村 浩二
経済統計ｂ／経済統計各論（指数
論）

定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 2 60 ４２１ 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（消費者
間相互作用とマーケティング）

平常点
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担当者 科目名 試験形態 試験日
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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

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：Canvas LMS の課題に掲示されているレポ―ト課題を行
って，Canvas から提出すること
第 1 回締切：11 月 30 日
第 2 回締切：12 月 31 日
第 3 回締切： 1 月 19 日(予定)
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,
商研

商, ハンリー， マシ
ュー Ｍ

Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎ
ｇ　ｆｏｒ　Ｕｎｄｅｒｇｒａｄｕａｔｅｓ／Ａｃａｄ
ｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

平常点

Review of writing 

portfolio/final research 

paper 

商 商 日高 千景 経営史各論（戦後日本経営史） 平常点

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 27 日（木） 2 60 131 Ａ 持込条件：不可

商 商 深井 忠 現代の証券市場 授業内試験 1 月 21 日 （金）

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）

授業内試験 1 月 21 日 （金）

経,商 経済,
商

フラキ， アント
ニノ

自然科学概論 レポート

レポート題目：Review questions on the topics discussed in the course.
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
All details about the reports (submission dates, questions, etc.) can be 
viewed in the "Report" section of the Class Support System.

商 商 堀田 一吉 現代の企業金融 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 4 40

５０１ 商３　ア〜ソ

持込条件：不可
５１９ 商３　タ〜ヌ

５２６ 商３　ネ〜メ、商４　ア〜コ

５３３ 商４　サ〜メ、その他

商 商 堀田 一吉 保険学Ⅱ 定期試験期間内試験 1 月 24 日（月） 2 60
５２６ 商３　ア〜ヌ

持込条件：不可
５３１ 商３　ネ〜メ、商４、その他

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

商 商 丸山 芳人
社会数理各論（応用数学）／関連
課題研究Ｓ

平常点

出席、課題レポートなど
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文,商 人文,
商

三宅 舞 映画演劇論Ⅱ レポート

レポート題目：【テーマ】
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、「〔顔〕という表象」「包摂の問題」「フィクション？真
実？」「同時性の表現」「〔他者〕との出会い」のどれかの観点から論じ
てください（上記の５つ以外のテーマでも結構です）。

【ファイル形式】
Word ファイル（.docx）、PDF ファイル（.pdf）またはテクストファイル
（txt.）
【字数】
2,000～4,000 字（過度に不足または超過しないこと）
【提出期限】
2022 年 1 月 26 日（水）23 時 59 分
※注意事項など詳細は Canvas 上のお知らせを参照してください。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：特に問わない　／枚数：（2000 字
以上）
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出

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「ロシア文学」に関するテーマから任意の
テーマを一つ選択し、あなたの問題意識に従って分析を深め論じて下
さい。題目（レポートのタイトル）は、論じる内容が明確になるよう各自
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：本講義では毎回テーマを決めて配信しました。そのうち、興味を
ひかれたものや疑問が残ったものなどを取り上げて自由に論じて下さ
い。以下のことに注意すること。
（1）論点の設定は自由ですが、あくまで「ロシア文学」の枠組みで論じ
て下さい。
（2）参考文献などから引用する場合、引用であることを明記し引用元
も示すこと。決して他者の意見を自分の意見として述べることがないよ
う注意して下さい。
（3）日本語レポートの形式をまもること（段落分けをする、段落の冒頭
を１字さげる、句読点を行頭におかない、など。）
（4）課題提出が少ない場合（5 回以上の欠席）はレポートを提出しても
不認定となります。また課題提出が充分であっても期末レポートを提
出しなければやはり不認定となりますので、注意して下さい。
（5）Canvas LMS より提出して下さい。1/19（水）の授業配信後、提出を
受け付けます。
（6）締め切り：1/27（木）23:59
レポート提出先・日程：Canvas LMS より提出
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商 商 八代 充史 産業関係論Ⅱ レポート

レポート題目：　下記の２点に関する貴君の見解を、1 月 19 日（水）中
に 5,000 字以内にまとめて提出して下さい（どちらか１つではなく両方
共書くこと）。日本企業を念頭に置いて執筆して下さい。「5,000 字以
内」には、1,2,両方の解答、学籍番号、クラス、氏名、参考文献が含ま
れます。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　なぜ企業は赴任旅費や引っ越し代金、単身赴任手当など多
大なコストが発生する
　　　　 のに転勤を行うのか。
　課題 2　なぜ、企業は中途採用で即戦力が獲得できるのに新規学卒
採用を行うのか。
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 字以下）　／備考：keio.jp のレポート欄に記載されている注意事
項を熟読の上提出するようにして下さい。
レポート提出先・日程：授業支援「レポート」より提出

商 商 安田 公美
社会数理各論（数理ファイナンス）
／経済数学Ⅱ

定期試験期間内試験 1 月 28 日（金） 3 50 ４１２ 持込条件：不可

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 28 日（金） 3 40 ５０１ 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）
レポート

平常点

レポート題目：レポートのタイトルは、授業初回に配布した資料に掲載
されていますのでご覧ください。
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

商 商 吉田 栄介 管理会計各論（原価計算論） 平常点

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

商 商 早稲田 みな子 人間と音楽Ⅱ
平常点

毎授業後の小テスト

商 商 和田 賢治 金融各論（資本市場論Ⅱ） レポート

レポート題目：試験にかわるレポート
詳細は２０２２年１月１４日 keio.jp の授業のページのレポートで公開
し、お知らせで通知する。
レポート書式：サイズ：A4　／書式：横書　／枚数：1 枚
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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