
　●ビジネスデザイン研究科
　●２１世紀社会デザイン研究科
　●人工知能科学研究科
　●異文化コミュニケーション研究科異文化コミュニケーション専攻

独立研究科には以下の２つの試験方法があります。

試験方法の詳細については履修要項を参照してください。

●ビジネスデザイン研究科：ｐ27～ｐ33

●21世紀社会デザイン研究科：ｐ27～ｐ33

●人工知能科学研究科：ｐ26～ｐ32

●異文化コミュニケーション研究科（異文化コミュニケーション専攻）：ｐ35～ｐ44

①　レポート試験

　試験方法発表掲示にて「レポート試験」として発表された科目が対象となります。

詳細は を必ず確認してください。

立教時間にて指定期間内にレポートを提出してください。

②　平常点

試験方法発表掲示にて「平常点」として発表された科目が対象となります。

詳細は を必ず確認してください。

なお、平常点であっても授業時に「テスト」や「レポート提出」を行う場合も

あるので、科目担当者の指示に従ってください。

２０２０年度

試験方法発表

①レポート試験について

②平常点について

秋学期・秋学期２

＜注意＞

学部・他研究科の試験方法については該当学部・研究科の試験方法

発表の掲示（WEB)を確認してください。



次に掲げる科目はレポート試験対象科目です。掲示と履修要項該当箇所を熟読し、
指定された期間内に必ず立教時間にて提出してください。

【レポート提出期間】 1月25日（月）10：00　～　1月30日（土） 17：00
（提出期間前に提出することはできません）

【レポート提出場所】 立教時間（Web）

①レポート試験について

※提出にあたって、下記の「レポート試験について」を必ず参照してください。
　レポート試験科目のレポート提出方法、注意事項等が記載されています。

提出締切　 〔時間厳守〕１月３０日（土）１７時００分



曜日時限 科目コード

金 G5-5限 VM107 社会デザイン学特殊研究７　　　　　　　　

火 G5-5限 VM220 社会組織理論演習２０　　　　　　　　　　

土  1-1限 VM221 社会組織理論演習２１　　　　　　　　　　

月 G5-5限 VM223 社会組織理論演習２３　　　　　　　　　　

金 G5-5限 VM320 コミュニティデザイン学演習２０　　　　　

木 G5-5限 VM343 コミュニティデザイン学演習４３　　　　　

月 G6-6限 VM348 コミュニティデザイン学演習４８　　　　　

木 G5-5限 VM363 コミュニティデザイン学演習６３　　　　　

金 G5-5限 VM404 危機管理学演習４　　　　　　　　　　　　

金 G5-5限 VM454 グローバル・リスクガバナンス演習４　　　

火 G6-6限 VM469 グローバル・リスクガバナンス演習１９　　

火 G5-5限 VM475 グローバル・リスクガバナンス演習２５　　

土  3-3限 VM495 グローバル・リスクガバナンス演習４５　　　　　　　　　　　

レポート試験対象科目

中森　弘樹

科目名 担当者名

加藤　雅則

細川　淳

萩原　なつ子

河口　眞理子

鈴木　均

吉田　敏浩

長　有紀枝

寺中　誠

相藤　巨

長　有紀枝

指田　朝久

森田　系太郎



平常点該当科目は以下の通りです。平常点であっても授業時に「テスト」や「レポート提出」を
行う場合もあるので、科目担当者の指示に従ってください。

以下の研究指導科目も全て平常点です。
■ビジネスデザイン研究科：修了研究B・２・４、専門研究B、経営学特別研究１～３６
■21世紀社会デザイン研究科：比較組織ネットワーク学集中演習１B～16B、
　 社会組織理論特別研究１B ～３B、コミュニティデザイン学特別研究１A～４B、危機管理学特別研究１A～３B
■異文化コミュニケーション研究科異文化コミュニケーション専攻：特別研究１

曜日時限 科目コード

火 G5-6限 VG157

月 G5-6限 VG198

金 G5-6限 VG201

火  4-4限 VG336

木 G5-6限 VG508

金 G5-6限 VH306

木 G5-6限 VH873

土  3-4限 VH887

木 G5-5限 VH890

火 G5-6限 VH898

水  2-3限 VL001

土  1-2限 VL002

木 G5-6限 VL003

土  3-4限 VL004

土  2-2限 VL148

金 G5-6限 VL153

金 G5-6限 VL176

水 G5-6限 VL178

木 G5-6限 VL188

木  3-4限 VL206

火 G5-6限 VL226

土  3-4限 VL238

火 G5-6限 VL240

土  1-2限 VL244

土  3-4限 VL249

月 G5-6限 VL273

土  2-2限 VL313

金 G5-6限 VL322

月 G5-6限 VL376

水 G5-6限 VL402

水 G5-6限 VL409

月  2-2限 VL466

土  3-4限 VL482

火 G5-6限 VL483

水 G5-6限 VL484

月 G5-6限 VL526

月 G5-6限 VL596

水 G5-6限 VL616

土  3-4限 VL652

水 G5-6限 VL655

月 G5-6限 VL692

月 G5-5限 VL703

土  3-4限 VL717

火 G5-6限 VL727

科目名 担当者名

テクノトレンド２　　　　　　　　　　　　

ビジネスデザイン特講４Ｂ　　　　　　　　

都市経済学２　　　　　　　　　　　　　　

観光経営研究２　　　　　　　　　　　　　

デウィット，Ａ

②平常点について

平井　直樹　　

山中　伸彦　　

ヒューマン・リソース・マネジメント２　　

介護ビジネス論　　　　　　　　　　　　　

スタートアップ・ストラテジー２　　　　　

ビジネスシミュレーション　　　　　　　　

ビジネスシミュレーション　　　　　　　　

ビジネスシミュレーション　　　　　　　　

ＣＳＲ２　　　　　　　　　　　　　　　　

マーケティング・エッセンシャルズ２　　　

マーケティング・リサーチ２　　　　　　　

コーポレート・ストラテジー４　　　　　　

ブランド・マーケティング２　　　　　　　

統計学２　　　　　　　　　　　　　　　　

調査法２　　　　　　　　　　　　　　　　
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マーケティング・ストラテジー２　　　　　

ホスピタリティ・マネジメント２　　　　　

ビジネスシミュレーション　　　　　　　　

企業財務基礎　　　　　　　　　　　　　　

グローバル・マーケティング２　　　　　　

ラグジュアリーブランド・マネジメント２　

情報メディアビジネス論　　　　　　　　　

ＢｕｓｉｎｅｓｓＣａｓｅＳｔｕｄｉｅｓ２

ネゴシエーション　　　　　　　　　　　　

経営財務４　　　　　　　　　　　　　　　

ホテルインベストメント２　　　　　　　　

都市マネジメント２　　　　　　　　　　　

観光地マネジメント２（ネットワーク）　　

安部　哲也　　

井潟　正彦　　

沢柳　知彦　　

福井　康子　　

沢登　次彦　　

インダストリアルマネジメント２　　　　　 秋野　晶二　　

下川　智広　　

清松　敏雄　　

渡辺　雅雄　　

キャッシュフロー・マネジメント２　　　　

財務会計２　　　　　　　　　　　　　　　

会計学２　　　　　　　　　　　　　　　　

パーソナルファイナンス２　　　　　　　　

吉原　敬典　　

濱田　眞樹人　

西村　剛　　　

青淵　正幸　　

平井　直樹　　

斎藤　明　　　

山中　伸彦　　

下川　智広　　

笠原　英一　　

外村　彩　　　

今井　紀夫　　

並木　伸晃　　

山口　誠一　　

鶴見　裕之　　

粟屋　仁美　　

斎藤　明　　　

大驛　潤　　　

手塚　貞治　　

並木　伸晃　　

兼村　栄哲　　

高城　幸司　　

現代経済論２　　　　　　　　　　　　　　

アグリフードシステム論２　　　　　　　　

シードマネジメント特講１Ｂ　　　　　　　

不動産運用設計　　　　　　　　　　　　　

リスクと保険　　　　　　　　　　　　　　

不動産ビジネス論２　　　　　　　　　　　

流通システム論２　　　　　　　　　　　　

佐藤　良久　　

山崎　亮　　　

大山　利男　　

笠原　英一　　

久恒　新　　　

高岡　美佳　　

食文化とツーリズム　　　　　　　　　　　 石川　達也　　

中川　有紀子　

田中　道昭　　

高柳　寛樹　　

和田　芳明　　



土  3-4限 VL737

木 G5-6限 VL752

火  5-5限 VL773

月 G5-6限 VL782

月 G5-6限 VL784

水 G5-5限 VM115

火 G6-6限 VM120

金 G6-6限 VM121

土  3-3限 VM204

金 G5-5限 VM217

金 G6-6限 VM219

土  4-4限 VM222

土  2-2限 VM224

水 G5-5限 VM303

土  2-2限 VM312

木 G5-5限 VM315

火 G5-5限 VM321

木 G5-5限 VM322

土  4-4限 VM326

土  3-3限 VM328

月 G5-5限 VM350

金 G6-6限 VM353

火 G6-6限 VM356

月 G5-5限 VM361

水 G5-5限 VM367

水 G5-5限 VM451

月 G5-5限 VM460

火 G5-5限 VM494

木  6-6限 VR106

月  6-6限 VR111

水  6-6限 VR411

金  6-6限 VR431

金  3-3限 VR436

金  4-4限 VR451

VR456

土  2-2限 VR461

VR511

土  3-4限 VR516

木  4-4限 VR711

金  4-4限 VR712

木  4-4限 VR713

土  2-2限 VR714

　  VR752

　  VT002

土  3-4限 WG302

水 G5-6限 WG312

土  3-4限 WG354

水 G5-6限 WG362

月 G5-6限 WG382

木  3-4限 WG414

土  3-4限 WG432

金 G5-6限 WG452

金 G5-6限 WG471

火  4-4限 WG482

火 G5-6限 WG532 ＧｌｏｂａｌＳｔｒａｔｅｇｉｃＭｎｇ２Ｄ

宮本　聖二　　

宮本　聖二　　

長坂　俊成　　

長坂　俊成　　

水島　俊彦　　

瀧　雅人　　　

村上　祐子　　

高柳　寛樹　　

中川　有紀子　

斎藤　明　　　

高岡　美佳　　

外村　彩　　　

安部　哲也　　

秋野　晶二　　

並木　伸晃　　

コミュニティデザイン学演習６１　　　　　

コミュニティデザイン学演習６７　　　　　

グローバル・リスクガバナンス演習１　　　

グローバル・リスクガバナンス演習４４　　

グローバル・リスクガバナンス演習１０　　

深層学習　　　　　　　　　　　　　　　　

先端科学技術の倫理　　　　　　　　　　　

スタートアップ・ストラテジー２（Ｄ）　　

ヒューマン・リソース・マネジメント２Ｄ　

マーケティング・エッセンシャルズ２（Ｄ）

ラグジュアリーブランド・マネジメント２Ｄ

流通システム論２（Ｄ）　　　　　　　　　

ネゴシエーション（Ｄ）　　　　　　　　　

インダストリアルマネジメント２（Ｄ）　　

若林　朋子　　

コミュニティデザイン学演習２２　　　　　 若林　朋子　　

社会組織理論演習２４　　　　　　　　　　 亀井・大熊 

コミュニティデザイン学演習３　　　　　　 三浦　建太郎　

コミュニティデザイン学演習１２　　　　　 山内・加勢

社会組織理論演習１７　　　　　　　　　　 中森　弘樹　　

社会組織理論演習１９　　　　　　　　　　

社会組織理論演習４　　　　　　　　　　　 亀井　善太郎　

組織情報論２　　　　　　　　　　　　　　

奥田　裕之　　

社会組織理論演習２２　　　　　　　　　　 中野　未知子　

社会デザイン学特殊研究２０　　　　　　　 中森　弘樹　　

社会デザイン学特殊研究２０　　　　　　　 中森　弘樹　　

秋庭　孝俊　　

租税論２　　　　　　　　　　　　　　　　 清田　幸弘　　

社会デザイン学特殊研究１５　　　　　　　 大熊　玄　　　

新商品開発２　　　　　　　　　　　　　　 柴田　徹　　　

グローバル経営戦略２　　　　　　　　　　 日置　圭介　　

経営史　　　　　　　　　　　　　　　　　 辻　智佐子　　

輪講２Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　

輪講２Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　

輪講２Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　

輪講２Ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　

特別研究２　　　　　　　　　　　　　　　

異文化コミュニケーション研究２　　　　　

コミュニティデザイン学演習５３　　　　　 河口　眞理子　

コミュニティデザイン学演習５６　　　　　 本多　創史　　

コミュニティデザイン学演習２６　　　　　 亀井　善太郎　

コミュニティデザイン学演習２８　　　　　 三浦　建太郎　

コミュニティデザイン学演習５０　　　　　 大熊　玄　　　

コミュニティデザイン学演習１５　　　　　 渡辺　元　　　

コミュニティデザイン学演習２１　　　　　

新田　徹　　　

統計モデリング１　　　　　　　　　　　　

社会情報科学概論　　　　　　　　　　　　

意思決定の科学　　　　　　　　　　　　　

ＡＩビジネス特論Ａ　　　　　　　　　　　

ＡＩビジネス特論Ｂ　　　　　　　　　　　

自然言語処理特論　　　　　　　　　　　　

人工知能科学特別演習　　　　　　　　　　

深層学習演習１　　　　　　　　　　　　　

大西　立顕　　

正田　備也　　

大西・和田

吉川　厚　　　

吉川　厚　　　

佐々木　宏　　

正田　備也　　

村上・アンドラーデ

新田・石川・新田

内山　泰伸　他

和田　芳明　　

大山　利男　　

手塚　貞治　　

現代経済論２（Ｄ）　　　　　　　　　　　

アグリフードシステム論２（Ｄ）　　　　　

コーポレート・ストラテジー４（Ｄ）　　　

村上　祐子　　

内山　泰伸　　

奥野　克巳　　



月 G5-6限 WG542

土  2-2限 WG552

水 G5-6限 WG592

火 G5-6限 WG624

月 G5-6限 WG641

金 G5-6限 WG672

木 G5-6限 WG682

木 G5-5限 WG712

火 G5-6限 WG722

月 G5-6限 WG958

　  WM182

　  WM183

　  WM184

　  WM185

　  WM186

　  WM382

　  WM383

　  WM384

　  WM385

　  WM386 社会デザイン学主題別研究６Ｂ　　　　　　

都市マネジメント２（Ｄ）　　　　　　　　

亀井　善太郎　

ビジネスデザイン特講４Ｂ（Ｄ）　　　　　

社会デザイン学主題別研究２Ｂ　　　　　　

社会デザイン学主題別研究３Ｂ　　　　　　

社会デザイン学主題別研究４Ｂ　　　　　　

社会デザイン学主題別研究５Ｂ　　　　　　

社会デザイン学主題別研究６Ｂ　　　　　　

社会デザイン学主題別研究２Ｂ　　　　　　

ＢｕｓｉｎｅｓｓＣａｓｅＳｔｕｄｉｅ２Ｄ

企業財務基礎（Ｄ）　　　　　　　　　　　

キャッシュフロー・マネジメント２（Ｄ）　

テクノトレンド２（Ｄ）　　　　　　　　　

介護ビジネス論（Ｄ）　　　　　　　　　　

ホテルインベストメント２（Ｄ）　　　　　

社会デザイン学主題別研究３Ｂ　　　　　　

社会デザイン学主題別研究４Ｂ　　　　　　

社会デザイン学主題別研究５Ｂ　　　　　　

並木　伸晃　　

下川　智広　　

下川　智広　　

平井　直樹　　

田中　道昭　　

沢柳　知彦　　

福井　康子　　

デウィット，Ａ

西村　剛　　　

山中　伸彦　　

若林　朋子　　

河口　眞理子　

宮本　聖二　　

三浦　建太郎　

亀井　善太郎　

若林　朋子　　

河口　眞理子　

宮本　聖二　　

三浦　建太郎　

都市経済学２（Ｄ）　　　　　　　　　　　

観光経営研究２（Ｄ）　　　　　　　　　　



原則、試験方法発表掲示において「レポート試験」として発表され、レポート提出期間に下記提出場所への
提出が指定されている科目が対象となる。掲示を熟読し指定された期間内に必ず提出すること。

＜池袋・新座キャンパス開講科目＞

　

※ 締切に関する日時はすべて日本標準時（JST）を基準とする。

１月２５日（月）  10：00～
立教時間（Ｗｅｂ）

https://portfolio.rikkyo.ac.jp/

※システムにログインして提出処理を行う。
（詳細は「立教時間操作マニュアル」参照）

１月２６日（火）

24時間提出可能
１月２７日（水）

１月２８日（木）

１月２９日（金）

１月３０日（土）

レポート試験について
（独立研究科科目履修学生対象）

提出方法について

　2020年度秋学期に実施されるレポート試験の提出方法は、
　すべてWeb提出とする。

日　　付 受　付　時　間 提　出　場　所

提出期間・時間・場所

１月２５日（月）～３０日（土） 17:00まで

～17：00



①「立教時間テキスト　学生用」（立教時間全体のマニュアル）

http://s.rikkyo.ac.jp/rjstus

 

②「立教時間」におけるレポート課題の提出手順（簡易版）

http://wwwj.rikkyo.ac.jp/kyomubu/rikwes/web_report_manual_std.pdf

＜立教時間の操作に関する問合せ先＞
メディアセンターヘルプデスク
　※詳細は、以下のSPIRITメディアセンターページで確認すること。

http://s.rikkyo.ac.jp/helpdesk
　※時間的余裕をもって問い合わせること。

立教時間操作マニュアルについて

立教時間の操作については、各自で必ずマニュアルを確認すること。

　※上記ページ内の「学生用マニュアル（PDF）」を参照すること。
　　（V-Campus ID によるログインが必要）

http://wwwj.rikkyo.ac.jp/kyomubu/rikwes/web_report_manual_std.pdf


※ 詳細は「立教時間操作マニュアル」を参照すること。

※ 試験方法発表では掲示されないので注意すること。

大学が指定する表紙・提出証はない。
そのため、各自の判断でレポートの先頭頁に提出者が分かるような事項（学生番号・
氏名等）を記載することを推奨する。
※ただし、それらの記載がないことをもって受付不可とはならない。

※上記について科目担当者より別途指示があった場合は、その指示に従うこと。

レポート題目について

立教時間（課題コンテンツ）での発表となるため、各自がシステムにログインして

確認すること。

「レポート試験」指定の表紙・提出証について



① Ｗｅｂでの提出状況（提出の有無）は、立教時間におけるIDをもって判断する。必ず自らのV-Campus IDで
ログインした状態で提出すること。

② 当該科目の履修登録を完了していない者はレポート提出資格を持たない。
　※履修登録が完了している場合のみ、立教時間上に当該科目の課題が表示される（下記③参照）。

③ 立教時間へのログイン後に表示される各科目の課題画面を開いて提出（アップロード）すること。
それ以外での提出方法（科目担当者へのメール送信等）では一切受け付けないので十分注意すること。
　※提出期間前に「立教時間操作マニュアル」を参照するなどをして、事前に提出時の手順を必ず確認して
　　おくこと。

④ 提出にあたっては、立教時間で発表されるレポート題目の内容を十分確認すること。特に、提出する際の
ファイル形式（拡張子）に指定（制限）がある場合、指定以外の形式では提出できないので注意すること。

⑤ アップロードするデータのファイル名称は、任意のものとする。ただし、授業内および題目等を通じて科目
担当者より別途指示があった場合は、その指示に従うこと。

⑥ 提出されたレポートは、立教時間に表示される各科目の課題コンテンツを通じて提出された内容により
採点されるので、提出先科目を間違うことがないよう十分注意すること。
　※提出完了前に確認画面が表示されるので、必ず確認すること。

⑦ 「ステータス」が「提出済」となっていない場合は、理由の如何にかかわらず提出期間内にレポートが
提出されなかったと判断されるため、レポート提出後、立教時間の課題画面に表示される「ステータス」が
「提出済」となっていることを必ず確認すること（「ステータス」については⑨も参照）。
併せて、提出後にSPIRIT Gmailのメールアドレスへ自動送信される「受付お知らせメール」の内容も
必ず確認すること。

⑧ Ｗｅｂ提出では、自らの提出状況や提出後のデータ内容を確認することができる。十分余裕をもって提出し、
それらを確認すること（文字化け、ファイルの破損等を理由とした提出期間後の再提出は一切認められない）。

「レポート試験」のレポート提出方法と注意事項

「レポート試験」のレポートは、指定された期間以降は理由の如何にかかわらず
一切受け付けないので十分注意すること。



⑨ レポート提出期間内に限り、レポートデータは同一科目内で複数回提出することができる。ただし、最後に
提出されたものが採点対象となるため、提出（再提出）は各自の責任によって十分注意して行うこと。
※再提出作業の状況によって、「ステータス」は「再提出済」あるいは「再作成中」に変更される。

⑩ 通信上のトラブル（インターネットに接続できない等）や電子機器上のトラブル（処理速度が遅くなった等）
を理由とした提出期間後の提出は一切認められないので、十分余裕をもって提出すること。

　◆ 締切日に事件、事故に遭遇したら・・・
事件・事故など「不測の事態」により、本人が提出期限までにレポートを提出できない場合は、
当日の締切時刻以前にその対応について下記窓口に問い合わせ、指示を受けること。

※ 「不測の事態」とは、事件、事故などの場合であり、機器（パソコン等）の故障、
通信上のトラブル、データの紛失などは含まれないので注意すること。

【問合せ先】 独立研究科事務室 （dokuritsu-kyomu@rikkyo.ac.jp）

レポートは、時間に余裕をもって提出すること。

＜提出日時についての注意事項＞
2020年度秋学期は、レポート試験の提出方法がすべてWeb提出となったことに伴い多く
の履修者が提出することになったため、提出期間最終日（特に提出締切時刻直前）は立教
時間へのアクセスが集中することが予想される。提出トラブルが生じないよう、本掲示に
おいて記載しているとおり、レポートは時間に余裕をもって提出すること。



出校停止となった場合でも自宅等からのＷｅｂ提出が可能であるため、
いかなる代替措置も認められない。必ず提出期間内に提出すること。

【問合せ先】 独立研究科事務室 （dokuritsu-kyomu@rikkyo.ac.jp）

学校感染症のため出校停止となった学生のレポート（レポート試験）提出について


