
○以下の科目は試験実施方法が論文考査(レポート)になります。 

 Examinations for the following subjects are conducted in the form of written reports. 

 

○論題・提出方法は、３号館１０階事務所前の掲示板の掲示を確認してください。 

 Report topics and submission methods will be posted on the information board in front of the building 3, 10 floor. 

 

○論題は、掲示依頼のあった科目のみ掲示しています。 

 Only report topics of courses have been submitted are posted. 

○レポート表紙は事務所カウンターに置いてあります。(HPにも掲載してあります。） 

 Coversheets used for the reports will be placed on the counter in the office. (they will also be available for download from our 

English website.) 

 

○提出方法が早稲田ポータルオフィスのレポートは、次の受付日時、「レポート提出教室」開室時間に提出のこ

と。(郵送不可) 

 Reports using the “Academic Advising Office” submission method must be submitted on the following dates when  

the submission room is open.(Reports cannot be sent by e-mail.) 

受付期間：１月１５日（火）～それぞれ記載のある期日まで 

Submission Dates: Jan 15 (Tues.)~ each deadline as shown below 

受付時間：９：００～２０：００（時間厳守） 

Submission Times: 9:00-20:00(strictly observed) 

レポート提出先は、7号館1階早稲田ポータルオフィスです。お間違え無いよう、注意してください。 

  The submission place is located at the Academic Advising Office (1st floor of Building No.7 ) . 

 

【注意事項】Reminders 

※期間前・期間後の提出は、いかなる理由があっても一切受け付けないので注意すること。 

 Reports cannot be submitted before or after the period specified above for any reason. 

※止むを得ない理由で上記期間内に提出できない場合は、代理人に依頼した上で上記期間内に提出してください。

ただし、代理人提出による提出間違いが生じた場合でも依頼人の責任となりますので注意してください。 

 Students unable to submit their reports during the period specified above can ask someone to submit their papers during  

this period on their behalf. However, students will still be held accountable if this second party fails to properly submit  

their reports. 

※１度提出したレポートは取り出せませんので、提出ボックスをよく確認して提出してください。 

 Once a report has been submitted, it cannot be retrieved. Make sure that you place your report in the correct submission box. 

※必ず学部指定のレポート表紙をつけた上(ホチキス止め)で提出してください。 

 Be sure to affix(staple) the coversheet designated by the School of Political Science and Economics to the front of your report. 

※レポート表紙は用紙の大きさに合わせて添付すること。 

 The coversheet should match the size of the paper used for the report. 

※提出期間最終日は混雑が予想されるため日程に余裕を持って提出してください。 

  There will likely be a rush to submit reports on the final submission day. Students should allow for plenty of time to 

  submit their reports. 
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担当教員名アルファベット順/Instructor name alphabetical order

ＮＯ 担 当 教 員
Instructor

提出方法
How to submit

科目名・クラス
Course / Class

備考
Remarks

1 馬場　義久
授業中提出

Public Finance　０１

Public Finance(Baba, Y) [大学院経済学研究科] BABA, Yoshihisa

2 馬路　智仁
教場にて指示

Political Theory on Diversity of 
Religions and Cultures　０１

Political Theory(PS・Baji) [大学院政治学研究科] BAJI, Tomohito

3 チェン　ジョン　ウィリ
アム Course N@vi

政治学研究　秋学期(チェン　ジョン　ウ
ィリアム)

CHENG, John William

Due Feb 10 23:59

4 遠藤　正敬
教場にて指示

日本史概論Ｂ　０１

日本史概論 II [法学部] ENDO, Masataka

5 遠藤　正敬
教場にて指示

日本思想　０１

ENDO, Masataka

6 深川　由起子
教場にて指示

地域協力論　０１

FUKAGAWA, Yukiko

7 深川　由起子
教場にて指示

地域研究（東アジア政治経済） (地域研究
入門・再履修者用)

FUKAGAWA, Yukiko

8 深川　由起子
教場にて指示

地域研究（東アジア政治経済）　０１

FUKAGAWA, Yukiko

9 星野　匡郎
教場にて指示

応用計量経済学　０２

HOSHINO, Tadao

10 鎌田　東二
早稲田ポータルオ

フィス

宗教学　０１

KAMATA, Toji

提出期間1月15日(火)
～1月24日(木)

11 金子　守
早稲田ポータルオ

フィス

公共哲学Ｂ　０１

KANEKO, Mamoru

提出期間：　1月21日
(月)～1月28日(月)

12 川本　隆史
教場にて指示

倫理学　０１

KAWAMOTO, Takashi

13 岸見　太一
教場にて指示

政治学研究　秋学期(岸見太一)

KISHIMI, Taichi

14 森　達也
教場にて指示

政治学研究　秋学期(森達也)

MORI, Tatsuya

15 本野　英一
教場にて指示

Comparative Economic History A　０１

Comparative Economic History of Asia A（Motono, E） [大学院経済学研究科] MOTONO, Eiichi

16 室井　禎之
教場にて指示

言語学　０１

MUROI, Yoshiyuki
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17 永野　宏志
早稲田ポータルオ

フィス

言語表象論　０１

NAGANO, hiroshi

提出期間1月15日(火)
～1月31日(木)

18 長與　進
教場にて指示

地域文化研究（中欧）　０１

NAGAYO, Susumu

19 荻野　静男
教場にて指示

外国文学　０２

OGINO, Shizuo

20 早稲田ポータルオ
フィス

中国経済論　０１

OU, Ariyoshi

提出期間：1月15日(
火)～1月17日(木)

21 齋川　貴嗣
教場にて指示

政治学研究　秋学期(齋川貴嗣)

SAIKAWA, Takashi

22 瀬川　至朗
Course N@viにて

指示

ジャーナリズム論　０１

SEGAWA, Shiro

23 申　亜敏
教場にて指示

Introduction to Chinese 
Linguistics　０１

SHEN, Yamin

24 高橋　遼
教場にて指示

経済学研究　秋学期(高橋遼)

TAKAHASHI, Ryo

25 高橋　義人
教場にて指示

法学Ｂ（憲法を含む）　０１

TAKAHASHI, Yoshihito

26 戸堂　康之
教場にて指示

Asian Economy　０１

Asian Economy(Todo, Y) [大学院経済学研究科] TODO, Yasuyuki

27 戸堂　康之
教場にて指示

政治経済の計量分析　０１

TODO, Yasuyuki

28 都丸　潤子
Course N@vi

Transnational Relations　０１

Transnational Relations of Asia-Pacific Region(PS,GPE・Tomaru) [大学院政治
学研究科]

TOMARU, Junko

29 土屋　礼子
教場にて指示

経済メディアの世界　０１

TSUCHIYA, Reiko

30 内田　日出海
E-mail

外国書講読（仏）Ｂ　０１

UCHIDA, Hidemi

提出先：
huchida@econ.seikei
.ac.jp　締切：2月3

日23:59

31 上田　路子
教場にて指示

Research Design　０１

UEDA, Michiko

32 梅森　直之
教場にて指示

History of Modern Japanese Political 
Thought B　０１

UMEMORI, Naoyuki
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33 ヴェステグ　ロベルト　
フェレンツ 教場にて指示

Experimental Economics　０１

Experimental Economics(Veszteg, R) [大学院経済学研究科] VESZTEG, Robert Ferenc

34 山岡　龍一
教場にて指示

History of Political Theory　０１

YAMAOKA, Ryuichi

35 谷澤　正嗣
教場にて指示

現代政治理論　０１

YAZAWA, Masashi
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