
イントラ 学内 講義名称 担当教員

１ ゼミナールI　<東京キャンパス> 阿部　信太郎
２ 消費生活と行政 阿部　信太郎
３ 情報と職業 阿部　信太郎
４ ビジネスキャリアII <東京キャンパス> 阿部　信太郎／佐藤　和代
５ ビジネスキャリアIII <東京キャンパス> 経営情報学部教員/阿部

1 生涯学習論 井上　敏博
２ 教育課程論 井上　敏博
３ 道徳教育の理論と方法 井上　敏博

６ 情報メディア論　<東京キャンパス> 亀山　浩文
７ ビジネスキャリアII <東京キャンパス> 亀山　浩文
８ ゼミナールI　<東京キャンパス> 久保田　正道
９ 流通情報システム論 久保田　正道
９ 流通情報システム論　<東京キャンパス> 久保田　正道

１０ マーケティング情報論 久保田　正道
１０ マーケティング情報論　<東京キャンパス> 久保田　正道
１１ ビジネスキャリアI 経営情報学部教員／李
１２ ビジネスキャリアI 経営情報学部教員／染谷

４ ビジネスキャリアI <東京キャンパス> 久保田／中田／呉／張／井上

１３ スポーツ科学Ib 高橋　光平／石原　啓次
１４ スポーツ科学IIb 高橋　光平
１５ ビジネスキャリアIII 経営情報学部教員／深山
１６ 国際ロジスティクス論　<東京キャンパス> 神田　正美
１７ 生涯スポーツ概論 石原　啓次
１８ ビジネスキャリアII 石原　啓次
１９ 現代ファイナンス論 染谷　芳臣
２０ ゼミナールI 大塚　正美
２１ 生涯スポーツ概論 大塚　正美
２２ ビジネスキャリアII 大塚　正美
２３ ゼミナールI　<東京キャンパス> 中沢　信一郎
２４ Modernism in Architecture 中沢　信一郎

５ データベース応用論　<東京キャンパス> 中田　典規
６ 情報処理基礎論　<東京キャンパス> 中田　典規

２５ ゼミナールI　<東京キャンパス> 張　紀南
２６ 統計学の基礎知識　<東京キャンパス> 張　紀南
２７ 経済学の基礎　<東京キャンパス> 張　紀南
２８ 経営組織論　<東京キャンパス> 張　紀南
２９ 情報社会と情報倫理 渡邊　修朗
３０ マクロ経済学 渡邊　修朗
３１ 経済原論b 渡邊　修朗
３２ 情報社会と情報倫理　<東京キャンパス> 卜部　正夫
３３ 経営学総論 卜部　正夫
３４ 経営学総論　<東京キャンパス> 卜部　正夫
３５ システム監査論 本田　実
３６ システム監査論　<東京キャンパス> 本田　実
３７ 情報メディア論 本田　実
３８ 情報システム論 本田　実
３９ 情報システム論　<東京キャンパス> 本田　実
４０ 企業倫理論 楊　沢宇
４１ 民法b <東京キャンパス> 楊　沢宇
４２ 商法b　<東京キャンパス> 楊　沢宇
４３ 国際経済事情 李　熙錫
４３ 国際経済事情　<東京キャンパス> 李　熙錫
４４ 経済事情 李　熙錫
４４ 経済事情　<東京キャンパス> 李　熙錫
４５ 経済原論b 李　熙錫
４６ 国際文化演習Ⅰ 岡田　美也子
４７ 日本の文学a(古典) 岡田　美也子
４８ ミュージアムの資料 吉城寺　尚子



イントラ 学内 講義名称 担当教員

４９ ミュージアムと資料保存 吉城寺　尚子
５０ 視覚文化論 吉城寺　尚子
５１ フランスの社会と文化 吉城寺　尚子
５２ 女性学入門　<東京キャンパス> 魚住　明代
５３ インターンシップ 孫根　志華／遠藤　惠子
５４ 沖縄文化交流史 田島　久歳
５５ 国際政治入門 土田　宏
５６ アメリカ文化概論 土田　宏
５７ ヨーロッパ世界とアメリカ 土田　宏
５８ 歴史・文化の視点 土田　宏

７ ミュージアムと展示 国際人文学部教員/堀内
８ Europe and Japan b Kiraly Attila

５９ 留学プランニング Maria S.Ichiyama
６０ 基礎ゼミI（国際交流学科） 国際人文学部教員
６１ 多文化社会論 柴　理子
６２ 異文化間コミュニケーション論 柴　理子
６３ 国際日本学 柴　理子
６４ 日本文化b 柴　理子
６５ 日本社会b 柴　理子
６６ 日本語教育実習 林　千賀

９ 世界の児童文学 Thunman 典子
６７ 国際福祉論 井上　敏昭
６８ 社会福祉専門研究II 井上　敏昭

１０ 教育相談(カウンセリングを含む) 岩田　泉
１１ 相談援助の基礎と専門職 岩田　泉
１２ 精神保健福祉論 岩田　泉

６９ 障がい児保育 広瀬　美和
７０ 保育実習I(保育所) 広瀬　美和
７１ 子どもの発達と相談 佐野　智子
７２ 保育内容演習（人間関係） 佐野　智子

１３ 介護過程I 山本　満智子
７３ 発達と老化の理解 篠崎　良勝
７４ 児童福祉論 所　貞之
７５ ソーシャルワーク論II 小川　智子
７６ ソーシャルワーク基礎実習指導 小川　智子
７７ 生活支援技術I 松下　やえ子
７８ 介護過程III 松下　やえ子
７９ 社会学 増子　勝義
８０ 情報メディア演習I 大内　善広
８１ 地域ボランティア研修 大内　善広／竹内　秀一／深沢　茂樹
８２ 保育の心理学II 大内　善広
８３ 幼児体育 竹内　秀一
８４ 幼児造形 尾関　立子
８５ 女性福祉論 堀　千鶴子
８６ 人間学 林　和歌子
８７ ソーシャルワーク基礎実習指導 林　和歌子

１４ 病態解析学 佐仲　雅樹
１５ 病態解析学演習I 佐仲　雅樹

８８ デジタル音楽表現 <東京キャンパス> Jiro N.Plutschow
８９ サウンド表現I　<東京キャンパス> Jiro N.Plutschow
９０ 映画作品研究 <東京キャンパス> 掛尾　良夫

１６ ブランド・マネジメント論　<東京キャンパス> 瓦井　秀和
１７ ビジネスプランニング　<東京キャンパス> 瓦井　秀和
１８ メディア概論C　<東京キャンパス> 瓦井　秀和

９１ 映像美術デザインII　<東京キャンパス> 金田　克美
９２ サウンドデザインI 戸田　傑
９３ 生活文化デザイン 後岡　喜信
９４ プロジェクト研究I <東京キャンパス> 高桑　真恵



イントラ 学内 講義名称 担当教員

９５ アニメーションII　<東京キャンパス> 高桑　真恵／大久保　高文
９６ メディア基礎実習d <東京キャンパス> 佐藤　克則／伊藤　正治／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員

９７ 社会学入門 寺本　卓史
９８ 制作演習c1(ネットメディアコンテンツ) 寺本・稲垣
９９ ストリーミングプロジェクト 寺本・原田

１００ 基礎ゼミII　<東京キャンパス> ﾒﾃﾞｨｱ学部教員
１０１ 現場力養成講座 小渕　究
１０２ 映画史I　<東京キャンパス> 村川　英
１０３ 芸能演劇研究I　〈東京キャンパス〉 村川　英
１０４ 戯曲研究　〈東京キャンパス〉 村川　英
１０５ サウンド表現論 滝口　幸子
１０６ サウンド表現論　<東京キャンパス> 滝口　幸子
１０７ 音楽研究Ⅰ 滝口　幸子
１０８ 音楽研究I　<東京キャンパス> 滝口　幸子
１０９ サウンド表現I　<東京キャンパス> 滝口　幸子
１１０ 表象文化研究II <東京キャンパス> 滝浪　佑紀
１１１ Animation <東京キャンパス> 滝浪　佑紀
１１２ ビジネスアプリケーションII 中嶋　正夫
１１３ 基礎ゼミII 中嶋　正夫
１１４ マルチメディアコンテンツ制作 中嶋　正夫
１１５ インターンシップ　<東京キャンパス> ﾒﾃﾞｨｱ学部教員
１１６ 編集出版 中尾　玲一
１１７ 編集出版 <東京キャンパス> 中尾　玲一
１１８ ビジネスモデル研究B・ｂ 中尾　玲一
１１９ ビジネスモデル研究B・ｂ　<東京キャンパス> 中尾　玲一
１２０ キャリアデザインA　<東京キャンパス> 中尾　玲一／小渕　究
１２１ キャリアデザインＢ <東京キャンパス> 中尾　玲一／小渕　究／小倉　淳
１２２ 出版メディア 中尾　玲一
１２３ 出版メディア <東京キャンパス> 中尾　玲一
１２４ コンテンツビジネスa　<東京キャンパス> 中尾　玲一
１２５ マスコミュニケーション論 島野　義孝
１２６ ビジネスマナー 平野　博一／島野　義孝
１２７ 舞台空間概論　〈東京キャンパス〉 望月　純吉
１２８ 福祉情報論 家富　誠敏
１２９ 情報メディア演習I 家富　誠敏
１３０ ユニバーサルデザイン論 家富　誠敏
１３１ 環境社会プロジェクト研究b 家富　誠敏／国武　陽子
１３２ 環境社会プロジェクト研究c 環境社会学部教員
１３３ 中小企業論　<東京キャンパス> 小野　攻
１３４ 起業マネジメント論　<東京キャンパス> 小野　攻
１３５ 園芸論 多田　充
１３６ 園芸療法実習 多田　充
１３７ ガーデニング概論 多田　充
１３８ 育苗実習 多田　充
１３９ 社会園芸 多田　充
１４０ 倫理学概論 瀧　章次
１４１ 生活と環境 瀧　章次
１４２ 人間学 瀧　章次
１４３ キャリア形成I 瀧　章次／中村　智香
１４４ キャリア形成II 瀧　章次／中村　智香
１４５ キャリア形成III 瀧　章次／名本　光男
１４６ 環境社会プロジェクト研究a 中村　智香／川口　健夫
１４７ 社会学原論 名本　光男
１４８ 社会調査実習／社会調査 名本　光男
１４９ 情報リテラシー 名本　光男／家富　誠敏
１５０ 環境関連法 鈴木　弘孝
１５１ 土壌・肥料論 鈴木　弘孝
１５２ エクステリア 鈴木　弘孝



イントラ 学内 講義名称 担当教員

１９ 政治学入門 塩出　浩和
１９ 政治学 塩出　浩和

１５３ 共同教育日本語中級日本語ｃ（総合②） 原やす江・斎藤貢
１５３ 共同教育日本語中級日本語ｄ（総合①） 渡邊美和子・原やす江

２０ 流通論 阿部　誉司文
２１ 経営学総論　<東京キャンパス> 阿部　誉司文
２２ コンピュータ応用論 岡崎　太郎
２３ 情報学基礎演習 高木　治
２３ 情報学基礎演習　<東京キャンパス> 高木　治
２４ 情報学応用演習 高木　治
２４ 情報学応用演習　<東京キャンパス> 高木　治
２５ 情報学特論I　<東京キャンパス> 高木　治
２６ 情報社会と情報倫理　<東京キャンパス> 佐枝　三郎
２７ 情報処理応用論 佐枝　三郎
２７ 情報処理応用論　<東京キャンパス> 佐枝　三郎
２８ 地域スポーツマネジメント論 新藤　一晴
２９ 行政学 荘司　久雄
３０ 国際NPOマネジメント論 荘司　久雄

１５４ 工業簿記論I 鈴木　勝浩
１５５ 税法b　<東京キャンパス> 鈴木　勝浩

３１ 異文化適応論 佐藤　裕美
１５６ 宗教学概論　<東京キャンパス> 三浦　周
１５７ 比較文化概論 森　雅雄

３２ 日本の歴史b 池田　順
３３ 生活支援技術IV 長嶋　直子
３４ ユニバーサルデザイン論 白石　正明
３５ シナリオライティング　<東京キャンパス> 伊藤　正治
３５ シナリオライティングI <東京キャンパス> 伊藤　正治
３６ 映像プロデュース　<東京キャンパス> 黒井　和男

１５９ マスコミュニケーション論 若梅　弘郎
３７ デジタルレコーディングII　〈東京キャンパス〉 大野　映彦
３８ 音響効果　〈東京キャンパス〉 大野　映彦

１６０ 映像制作d <東京キャンパス> 中村　陽介
１６１ 音声表現CII　<東京キャンパス> 木内　希／宮田　佳代子
１６２ ビジネスアプリケーションII　<東京キャンパス> 林　達也
１６３ 権利マネジメント　<東京キャンパス> 林　達也
１６４ ビジネスモデル研究a <東京キャンパス> 林　達也

３９ 現代社会と福祉(職業指導を含む) 鈴木　美貴
１６５ 疫学 小林　悦子

４０ 保健医療福祉行政論 村山　令二
１６６ ビジネスセミナーb <東京キャンパス> 渡辺　一浩
１６７ ビジネスセミナーc <東京キャンパス> 渡辺　一浩

４１ JLPT Course a N１①聴解 坂本ひろみ
４２ JLPT Course a N１②聴解 坂本ひろみ
４３ 日本語基礎表現法 田口　佳子

１６８ Fundamentals　of　EnglishII Trevor Ballance／Varcoe Nicholas／Maria S.Ichiyama

１６８ Fundamentals　of　EnglishII Colin James Thompson／Maria S.Ichiyama

１６８ Fundamentals　of　EnglishII James Knight／Christine Joy Kelly／Maria S.Ichiyama

１６８ Oral　FluencyI Kathleen VanDeusen
１６８ Oral　FluencyI Steven Silsbee
１６８ Oral　FluencyI Christine Joy Kelly／James Knight
１６８ Oral　FluencyI Jamie Reay／Christopher S.Hewitt
１６８ Oral　FluencyI Varcoe Nicholas
１６８ Oral　FluencyI 小塚　操／Jamie Reay
１６８ Oral　FluencyII Adkins Benjamin
１６８ Oral　FluencyII Kathleen VanDeusen



番号 科目名称/Subject 担当教員/Teacher レポート課題／Topic 提出期限/Deadline
提出場所/Place of

submission

1
ゼミナールⅠ
<東京キャンパス>

阿部　信太郎 ＊成績交付の日に該当者に指示する。 ３月３日（土） 教学事務室

2 消費生活と行政 阿部　信太郎

以下の課題について、すべて手書きで答えなさい。単なるネットの切
り貼りでは合格にならない。

消費者と関係する最近の新聞記事等を２つ取り上げ、内容について
まとめ、自分の意見、感想、疑問を書きなさい。（１つの記事について
レポート用紙1枚にまとめる。新聞記事は切り抜いて、別にレポート
用紙1枚に貼ること。秋学期末レポートと同じ要領）
*　新聞記事のコピーは不可。新聞から切り抜いて貼ること。
①　新聞記事はレポート用紙1枚に貼り、レポート全体の最後のペー
ジにすること。新聞記事のページは合計2枚。
②　出典（新聞名、年月日）を明記すること。
＊　他の人と同一の内容のレポートは採点の対象にならない。
＊　消費者、消費生活、商品に関する記事を取り上げること。それ以
外の記事は採点されない。

３月３日（土） 学部事務室

3 情報と職業 阿部　信太郎

１．①PER　②PBR　③ROEについて簡単に説明し、なぜそれが重要
なのか、ポイントをそれぞれ3行程度でまとめよ
２．自分が興味を持つ企業を１つあげ、その企業に興味を持つ理由
を自分の職業観（職業に関する自分の考え方）と関連させて説明せ
よ。
３．２で選んだ企業の①PER　②PBR　③ROEについて調べ、その企
業の状況について説明せよ。
手書きで３枚程度。（枚数はオーバーしても構わない）
＊　他の人と同一の内容のレポートは採点の対象にならない。

３月３日（土） 学部事務室

4

ビジネスキャリアⅡ
<東京キャンパス>

紀尾井町（グローバルビジネス
マーケティングコース２年生）

佐藤　和代
阿部　信太郎

*成績交付の日に、アドバイザーが該当者に課題を配布する。質問
がある場合は担当教員にメール等で問い合わせること。なお、当然
であるが、追再試レポートは教学事務室に提出すること。アドバイ
ザーや担当教員が直接受けることはできない。

３月３日（土） 教学事務室

5
ビジネスキャリアⅢ
<東京キャンパス>

経営情報学部教員
（アドバイザー）

*成績配布の日に課題を該当者に配布する。質問がある場合は担
当者にメール等で問い合わせること。なお、当然であるが、追再試レ
ポートは教学事務室に提出すること。アドバイザーや担当教員は直
接受けることはできない。

３月３日（土） 教学事務室
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6
情報メディア論
<東京キャンパス>

亀山　浩文

次の(1)～(5)について、それぞれA4レポート用紙1枚にまとめて解答
せよ。1ページ30行を目安とすること。両面を用いてよい。表紙は不
要。合計5枚のレポートとなる。1ページ目の最初に学生番号と氏名
を書き、左上を綴じること。
(1)コンピュータの五大機能・装置について説明せよ。入力装置と出
力装置については具体例と特徴を記すこと。
(2)OSとアプリケーションソフトウェアについて説明せよ。また、OSSに
ついても記すこと。
(3)集中処理システムと分散処理システムについて説明せよ。クライ
アントサーバシステムとピアツーピアに触れること。
(4)デュアルシステム、デュプレックスシステムについて説明せよ。
ホットスタンバイ、ウォームスタンバイ、コールドスタンバイに触れるこ
と。
(5)基数変換について説明せよ。特に、2進数、8進数、10進数、16進
数を相互に変換する方法について説明すること。

３月８日（木）
１５時

３号棟教学事務室

7
ビジネスキャリアII
<東京キャンパス>

亀山　浩文
問題を教学事務室より受取り、期限までにレポートを提出せよ。
問題に記載された注意事項をよく読むこと。

３月８日（木）
１５時

３号棟教学事務室

8
ゼミナールⅠ
<東京キャンパス>

久保田　正道

1．テーマ
　　　　「人工知能（AI)と職業」について
２．提出枚数
　　　　A4用紙（30字40行）３枚以上（表紙は含めない）｡
3．その他
　　　参考にした書籍は、レポートの最後に参考文献として書名、著
者名、出版社、出版年を記入すること｡　Webペーについてはそのア
ドレスを明記すること。

３月５日（月）
電子メール
mkbt@jiu.ac.jp

9 流通情報システム論 久保田　正道

1．テーマ　ポイントサービスについて機能を説明し、提供者側にとっ
ての優位な面と不利な面に関して重要度も踏まえて具体的に説明
すること。
2．提出枚数　必ず手書きで、A4用紙（30字40行）３枚以上（表紙は
含めない）｡
3．その他　　　参考にした書籍は、レポートの最後に参考文献として
書名、著者名、出版社、出版年を記入すること｡　Webペーについて
はそのアドレスを明記すること。

３月５日（月）
１１:３０(厳守)

学部事務室
教学事務室
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10 マーケティング情報論　 久保田　正道

1．テーマ　　　推薦エンジンについて説明しその効果、問題点につい
て具体的に述べよ。
２．提出枚数　　　必ず手書きで、A4用紙（30字40行）３枚以上（表紙
は含めない）｡
3．その他　参考にした書籍は、レポートの最後に参考文献として書
名、著者名、出版社、出版年を記入すること｡　Webペーについては
そのアドレスを明記すること。

３月５日（月）
１１:３０(厳守)

学部事務室
教学事務室

11
ビジネスキャリアⅠ 経営情報学部教員

李　熙錫
『アベノミクスについて』ワードを用いて40（文字）×40(行)に設定し、
3枚（内容のみ）以上を書くこと。表紙をつけること（別紙）

３月７日（水） 学部事務室

12 ビジネスキャリアⅠ
経営情報学部教員
染谷　芳臣

仮想通貨の「NEM(ネム)」がその取引所であるコインチェックから約
580億円が流出した。仮想通貨と通常の通貨との違いを調べ、仮想
通貨の流通の仕組みを明確にし下記のテーマでレポートを作成しな
さい。テーマは、『仮想通貨と通常の通貨との異同を説明しなさ
い。』レポートはWordで1ページ36文字×40行で表紙及び参考文献
リストを除き3枚以上作成しなさい。表紙にはビジネスキャリアⅠ課
題と記入し、学生番号と氏名を記載しなさい。また学部事務室にて
追・再試験の手続きを必ずすること。

３月７日（水）
午後１０時

染谷のアドレス：
ysomeya@jiu.ac.jp
提出にあたっては、ビジ
ネスキャリアⅠ課題、学
生番号及び氏名を必ず
メールのタイトルに記載
すること。

13
スポーツ科学Iｂ
（月1、水1、木2）

高橋　光平

「各ライフステージにおけるスポーツの重要性」について2000字程度
でレポートしてください。原稿用紙に手書きで作成してください。引用
した文献やホームページがある場合は必ず示してください。剽窃され
たレポートは単位を認めません。表紙をつけて授業名、担当教員、
学籍番号、氏名を書いて、用紙の左上をホチキスで止めて学部事務
室へ提出してください。

３月９日（金） 学部事務室

14
スポーツ科学Iiｂ
（金2）

高橋　光平

2020年東京オリパラに向けて今年行われた平昌オリパラでの問題
や課題を3000字程度でレポートしてください。引用した文献やホーム
ページがある場合は必ず示してください。ワープロでも構いません
が、剽窃されたレポートは単位を認めません。表紙をつけて授業名、
担当教員、学籍番号、氏名を書いて、用紙の左上をホチキスで止め
て学部事務室へ提出してください。

３月９日（金） 学部事務室

15
ビジネスキャリアⅢ 経営情報学部教員

深山　元良

以下のアドレスにアクセスし、課題フォーム（Googleフォーム）に業
界・企業研究を入力して送信してください。

https://goo.gl/forms/opplSF3kTUC5HFKv2

３月９日（金）
１３時まで

ウエブ
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16
国際ロジスティクス論
<東京キャンパス>

神田　正美

グローバル化が浸透してきた今日、世界の有力企業を相手に競争
力あるグローバル・サプライチェーン経営とは何かを出来るだけ具体
的に説明して下さい。更に、その競争力あるグローバルなサプライ
チェーンにとって不可欠なロジスティクスの重要性についても、でき
るだけわかりやすく説明しなさい。
パソコンを使いWordでＡ４用紙に3枚以上にまとめること。

３月８日（木） ３号棟教学事務室

17 生涯スポーツ概論 石原　啓次

以下の①～④の中から１つを選択し、その世代が運動・スポーツを
行う意義、および具体的な運動・スポーツの実施内容について800
～1200字でまとめなさい。
　　①子ども、②大学生、③働き盛り世代、④高齢者

３月８日（木） 学部事務室

18
ビジネスキャリアⅡ（スポーツ
マネジメントコース　石原担当）

石原　啓次
自分自身が関心をもっているスポーツ関連企業、あるいは健康関連
企業を1社選択し、その企業の概要について800～1200字でまとめな
さい。

３月８日（木） 学部事務室

19 現代ファイナンス論 染谷　芳臣

一国の経済の中では、加重平均資本コスト(WACC)の推計で負債を
活用することに伴う節税効果の決定要素である実効税率は、企業経
営者のコントロール可能な要素ではなかった。しかし、グローバルに
活動する企業は、その実効税率をコントロールできるようになった。
その理由を説明しなさい。,アップルなどのIT企業の多くが実効税率
をコントロールする租税回避戦略を事例にレポート課題を作成しなさ
い。こうした租税回避戦略がどのような問題を各国の課税当局に突
き付けているかを調べ、グローバルな租税回避戦略の是非について
自分の意見を論述しなさい。テーマは、『財務戦略における租税回
避戦略の問題点』、Wordで表紙及び参考文献リストを除き、4ページ
以上。1ページ36文字×40行でレポートを作成し、添付ファイルで染
谷のアドレスにメールで送信しなさい。メールでの送信にあたって
は、タイトルに現代ファイナンス論課題と記入し、必ず学籍番号と氏
名を記載すること。

３月８日（木）
午後１０時

染谷のアドレス：
ysomeya@jiu.ac.jp
提出にあたっては、現代
ファイナンス論課題、学
生番号及び氏名を必ず
メールのタイトルに記載
すること。

20 ゼミナールⅠ 大塚　正美
健康と時間管理について、手書きで2000文字（書式などの指定はあ
りません。）

３月９日（金） 学部事務室

21 生涯スポーツ概論 大塚　正美
8020運動について、手書きで1200文字（書式などの指定はありませ
ん。）

３月９日（金） 学部事務室



番号 科目名称/Subject 担当教員/Teacher レポート課題／Topic 提出期限/Deadline
提出場所/Place of

submission

22 ビジネスキャリアⅡ 大塚　正美
自身の卒業後の進路を示した上で、それに関連して2年次に取り組
んだこと、およびその成果を具体的に手書きで700～800字で説明し
なさい。

３月９日（金） 学部事務室

23
ゼミナールⅠ
<東京キャンパス>

中沢　信一郎

地域振興のゼミ活動における自らの役割りと SNS(Social
Networking Service) の活用について，レポート課題として提出する
こと。詳細は，1月11日（木）の授業中に説明したものである。なお、
提出方法は PDF の成果物をメールで送ることとする。

３月８日（木）
１７：００まで

  メール
nkzw@jiu.ac.jp

24 Modernism in Architecture 中沢　信一郎

授業を通して紹介した世界遺産を一つ選び，その近代主義的な在り
方について，レポート課題として提出すること。詳細は，1月9日（火）
の授業中に説明したものである。なお、提出方法は PDF の成果物
をメールで送ることとする。

３月６日（火）
１７：００まで

  メール
nkzw@jiu.ac.jp

25
ゼミナールⅠ
<東京キャンパス>

張　紀南

　卒業論文(これまでの研究調査の内容を踏まえて自分の主張を展
開し、各自の卒業論文(初稿)とその要旨を完成させてください。枚数
はA4用紙20枚以上、要旨(大学所定用紙)1枚、大学卒業論文所定
規則にしたがってまとめて提出してください)　。

３月３日（土） 教学事務室

26
統計学の基礎知識
<東京キャンパス>

張　紀南
教材プリントの練習問題1-7(授業中配布した/JIU Portal掲載した)を
解答してください(A4用紙、ワープロ不可)。

３月３日（土） 教学事務室

27
経済学の基礎
<東京キャンパス>

張　紀南
比較優位や価格差別などの経済学用語を用いて、日常生活の中で
の経済現象を説明してください(2000字以上、また指定字数を下回る
場合、評価対象外になるので、ご注意ください)。

３月３日（土） 教学事務室

28
経営組織論
<東京キャンパス>

張　紀南
実在している企業10社を選び、それぞれの組織図を描いて、それら
組織構造の特徴について説明してください(2000字以上、なお指定字
数を下回る場合、評価対象外になるので、ご注意ください)。

３月３日（土） 教学事務室

29 情報社会と情報倫理 渡邊　修朗

『情報技術の発展は政治・経済・社会をどのように変化させると考え
られるか。授業での講義内容を述べた後、自分の意見を書け』

　（400字詰め原稿用紙　５枚以上　必ずすべて手書きのこと。PC及
びコピペ等は不可　図表などは枚数に数えない）

３月９日（金） 学部事務室
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30 マクロ経済学 渡邊　修朗

『授業で講義したマクロ経済学のケインズモデルによる経済政策に
ついて説明せよ』

（400字詰め原稿用紙　５枚以上　必ずすべて手書きのこと。PC及び
コピペ等は不可　図表などは枚数に数えない）

３月９日（金） 学部事務室

31 経済原論ｂ
 渡邊　修朗

『1500年代から2010年代までの資本主義の発展過程について説明
せよ』

　（400字詰め原稿用紙　10枚以上　必ずすべて手書きのこと。PC及
びコピペ等は不可　図表等は枚数に数えない）

３月９日（金） 学部事務室

32
情報社会と情報倫理
<東京キャンパス>

卜部　正夫
「情報社会と情報倫理」の要旨を、手書きで10枚以上のレポートにま
とめてください。

３月１０日（土） 教学事務室

33
経営学総論

卜部　正夫
「経営学総論」の要旨を、手書きで10枚以上のレポートにまとめてく
ださい。

３月１０日（土） 学部事務室

34
経営学総論
<東京キャンパス>

卜部　正夫
「経営学総論」の要旨を、手書きで10枚以上のレポートにまとめてく
ださい。

３月１０日（土） 教学事務室

35 システム監査論 本田　実

「H29年度システム監査論秋学期末追再試レポート資料」の１～２５
のテーマのうち、10個以上について、A４用紙10ページ以上に自筆で
作成すること。表紙には科目名称、提出年月日、学籍番号、氏名を
記述し、レポート内容には、対応する番号を明確に記述すること。
1ページあたり1000字程度を目安とする。図表は必要に応じて入れ
てもよい。
なお、試験の際に自筆B４用紙を提出していないものは、レポート課
題と一緒に提出すること。B4用紙は自分で用意したものでもよい。

３月８日（木） 学部事務室
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36
システム監査論
<東京キャンパス> 本田　実

「H29年度システム監査論秋学期末追再試レポート資料」の１～２５
のテーマのうち、10個以上について、A４用紙10ページ以上に自筆で
作成すること。表紙には科目名称、提出年月日、学籍番号、氏名を
記述し、レポート内容には、対応する番号を明確に記述すること。
1ページあたり1000字程度を目安とする。図表は必要に応じて入れ
てもよい。
なお、試験の際に自筆B４用紙を提出していないものは、レポート課
題と一緒に提出すること。B4用紙は自分で用意したものでもよい。

３月８日（木） 教学事務室

37 情報メディア論 本田　実

「H29年度情報メディア論秋学期末追再試レポート資料」の１～２５の
テーマのうち、10個以上について、A４用紙10ページ以上に自筆で作
成すること。表紙には科目名称、提出年月日、学籍番号、氏名を記
述し、レポート内容には、対応する番号を明確に記述すること。
1ページあたり1000字程度を目安とする。図表は必要に応じて入れ
てもよい。
なお、試験の際に自筆B４用紙を提出していないものは、レポート課
題と一緒に提出すること。B4用紙は自分で用意したものでもよい。

３月８日（木） 学部事務室

38 情報システム論 本田　実

「H29年度情報システム論秋学期末追再試レポート資料」の１～２５
のテーマのうち、10個以上について、A４用紙10ページ以上に自筆で
作成すること。表紙には科目名称、提出年月日、学籍番号、氏名を
記述し、レポート内容には、対応する番号を明確に記述すること。
1ページあたり1000字程度を目安とする。図表は必要に応じて入れ
てもよい。
なお、試験の際に自筆B４用紙を提出していないものは、レポート課
題と一緒に提出すること。B4用紙は自分で用意したものでもよい。

３月８日（木） 学部事務室

39
情報システム論
<東京キャンパス> 本田　実

「H29年度情報システム論秋学期末追再試レポート資料」の１～２５
のテーマのうち、10個以上について、A４用紙10ページ以上に自筆で
作成すること。表紙には科目名称、提出年月日、学籍番号、氏名を
記述し、レポート内容には、対応する番号を明確に記述すること。
1ページあたり1000字程度を目安とする。図表は必要に応じて入れ
てもよい。
なお、試験の際に自筆B４用紙を提出していないものは、レポート課
題と一緒に提出すること。B4用紙は自分で用意したものでもよい。

３月８日（木） 教学事務室

40 企業倫理論 楊　沢宇

近年企業の不祥事を5つ挙げ、下記の書式に従って説明しなさい①
不祥事の概要纏め（200字前後，引用文献の明示）、②どのようなコ
ンプライアンス違反に関する説明（100字前後）、③感想（100字前
後）。なお、一つの事件には1ページ以内にまとめるようにしてくださ
い。

３月９日（金） 学部事務室
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41
民法ｂ
<東京キャンパス>

楊　沢宇

指定テキスト（鎌野邦樹著『民法（図解雑学　改定新版）』）の第４章
「契約・売買の仕組み」から第6章「借地借家の仕組み」までの部分
（テキストP152～P264で，文字のページのみ）を書き写した上、各部
分の概要に対する自分の理解も600字以内にまとめなさい

３月９日（金） 教学事務室

42
商法b
<東京キャンパス>

楊　沢宇

指定テキスト（稲田俊信・道端忠孝著『商法（図解雑学）』）の第４章
「資金調達、決算、会社の消滅～」から第6章「手形と小切手」までの
部分（テキストP156～P271で，文字のページのみ）を書き写した上、
各部分の概要に対する自分の理解を６00字以内にまとめなさい

３月９日（金） 
教学事務室

43 国際経済事情 李　熙錫
『韓国経済の特徴について』ワードを用い、文字数は35字、行数は
35行に設定し、表紙抜き3枚以上書くこと（3枚以下は評価しない）。
3枚目は8割以上書くこと。

３月９日（金）
学部事務室
教学事務室

44 経済事情 李　熙錫
『韓国経済の特徴について』ワードを用い、文字数は35字、行数は
35行に設定し、表紙抜き3枚以上書くこと（3枚以下は評価しない）。3
枚目は8割以上書くこと。

３月９日（金）
学部事務室
教学事務室

45 経済原論ｂ 李　熙錫
『日本の借金について』ワードを用い、文字数は35字、行数は35行に
設定し、表紙抜き3枚以上書くこと（3枚以下は評価しない）。3枚目は
8割以上書くこと。

３月９日（金） 学部事務室

46 国際文化演習Ⅰ 岡田　美也子

2017年度秋学期までの研究成果をまとめなさい。
用紙：A4用紙
字数：1500字以上
内容：
・テーマ、問題提起
・研究対象
・先行研究・参考文献リスト
・主要な先行研究の要約（１篇以上）

３月８日（木） 学部事務室
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47 日本の文学a(古典） 岡田　美也子
テキストのうち、講義でとりあげた章を3つ選んで、内容をまとめなさ
い。各章A4用紙1枚。

３月８日（木） 学部事務室

48 ミュージアムの資料 吉城寺　尚子
学期末に配布した課題を提出（再提出）しなさい。課題・解答用紙は
研究室で配布します。

３月５日（月） 研究室（H５０６）

49 ミュージアムと資料保存 吉城寺　尚子
学期末に配布した課題を提出（再提出）しなさい。課題・解答用紙は
研究室で配布します。

３月５日（月） 研究室（H５０６）

50 視覚文化論 吉城寺　尚子
学期末に配布した課題を提出（再提出）しなさい。課題・解答用紙は
研究室で配布します。

３月５日（月） 研究室（H５０６）

51 フランスの社会と文化 吉城寺　尚子
学期末に配布した課題を提出（再提出）しなさい。課題・解答用紙は
研究室で配布します。

３月５日（月） 研究室（H５０６）

52
女性学入門
<東京キャンパス>

魚住　明代
テキストの第９章をよく読み、授業内容も踏まえて、175頁の「課題１」
に解答しなさい。本文の字数は1200字以上とする。表紙を付け、参
考文献からの引用については明記すること。

３月７日（水） １号棟教学事務室

53 インターンシップ
孫根　志華
遠藤　惠子

インターンシップ実施レポート ３月３日（土） 研究室（H５０１）
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54 沖縄文化交流史 田島  久歳
１９７２年日本復帰後、沖縄県の観光開発および南の楽園イメージ
の特徴・形成過程について、１５００字程度にまとめなさい。

３月８日(木) 学部事務室

55 国際政治入門 土田　宏
追試の学生は未提出のレポートを提出すること。再試の学生は提出
したレポートの内容を再検討して書き直して提出すること。

３月１０日（土） 学部事務室

56 アメリカ文化概論 土田　宏 work ethic と　社会進化論について説明しなさい。１６００～２０００字 ３月１０日（土） 学部事務室

57 ヨーロッパ世界とアメリカ 土田　宏
Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ　大統領の「出航禁止令」をその原因と結果を踏まえて説
明しなさい。２０００字程度。

３月１０日（土） 学部事務室

58 歴史・文化の視点 土田　宏 学期当初より提示している課題のレポートを提出すること。 ３月１０日（土） 学部事務室

59 留学プランニング Ichiyama Maria

1. Research and write about the Japanese government's objectives
regarding global education. What do you think about the goals and
about the approaches that are being used?

2. Why are university students around the world encouraged to
study abroad? Compare the present numbers of students studying
abroad and current situation in Japan to one Asian country of your
choice.

3. What part of the "Ryugaku Planning" course was most useful to
you? Please explain the reasons and write suggestions on how this
course can be improved.

You must list your sources correctly. You may choose to write in
English or Japanese.

３月９日（金） 学部事務室
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60 基礎ゼミⅠ（国際交流学科）
国際人文学部教員
林　千賀

前回の課題を再提出すること。 ３月７日（水） 学部事務室

61 多文化社会論 柴　理子
あなたが「多文化社会」と考える国・地域について、その状況が形成さ
れてきた歴史的背景を１２００～１５００字程度で簡潔に述べなさい。

３月５日（月）
１８時

担当教員へメール添付
で送付
shibar@jiu.ac.jp

62 異文化間コミュニケーション論 柴　理子
日本人の非言語コミュニケーションの特徴を、１２００～１５００字程度
で簡潔に述べなさい。

３月５日（月）
１８時

担当教員にメール添付
で送付
shibar@jiu.ac.jp

63 国際日本学 柴　理子
自分が関心を持つ国や地域の日本研究・日本語教育の現状につい
て、１２００～１５００字程度で簡潔に述べなさい。

３月５日（月）
１８時

担当教員にメール添付
で送付
shibar@jiu.ac.jp

64 日本文化b 柴　理子
年中行事、学校生活、食生活など授業で取り上げたテーマの中の一
つについて、自分の国の状況を日本と比較しながら述べなさい（１２
００～１５００字程度）。

３月５日（月）
１８時

担当教員にメール添付
で送付
shibar@jiu.ac.jp

65 日本社会b 柴　理子
あなたの国の外国人留学生の状況を、１２００～１５００字程度で簡
潔に述べなさい。

３月５日（月）
１８時

担当教員にメール添付
で送付
shibar@jiu.ac.jp

66 日本語教育実習 林　千賀 前回の課題を再提出すること。 ３月７日（水） 学部事務室



番号 科目名称/Subject 担当教員/Teacher レポート課題／Topic 提出期限/Deadline
提出場所/Place of

submission

67 国際福祉論 井上　敏昭

授業で指示された内容にしたがって、レポートを作成し、提出せよ。
A4用紙に横書き。手書きではなくPCのワープロソフトで作成するこ
と。参考文献明記、引用のルールを遵守すること。今回再試験に
なった学生の初回提出レポートは、要求されている内容に合致して
いないか、あるいは引用のルールを順守できていないかのいずれか
でした。よく確認し、書き直してください。

３月７日（水）
研究室（A４１０）
前ボックス

68 社会福祉専門研究Ⅱ 井上　敏昭
社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験の出題範囲から、オリジナ
ルの模擬問題を10問作成し、選択肢の解説をつけて提出せよ。A4
用紙に横書き。手書きではなくPCのワープロソフトで作成すること。

３月７日（水）
研究室（A４１０）
前ボックス

69 障がい児保育 広瀬　美和

①授業で扱った障がいすべてについてその特徴と援助の仕方につ
いて表にまとめる。
②子どもの障がいを取り上げた番組を視聴して内容と学んだことを
報告する。

A4用紙にワープロ書きで作成すること。

３月７日（水）
１６時まで

研究室（A４１９）

70 保育実習Ⅰ（保育所） 広瀬　美和 保育実習日誌をすべての関係書類を綴じ込んで提出すること。
３月７日（水）
１６時まで

研究室（A４１９）

71 子どもの発達と相談 佐野　智子
「保育における相談」において，なぜソーシャルワーク的なかかわり
が求められているのかについて論述せよ。

３月６日（火） 学部事務室

72 保育内容演習（人間関係） 佐野　智子
乳幼児の発達過程を「人とのかかわり」に焦点をあてて述べ，その
時期の育ちを支える保育者の役割について考察せよ。

３月６日（火） 学部事務室

73 発達と老化の理解 篠崎　良勝 課題を研究室まで取りに来ること ３月７日（水） 研究室（A404)
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74 児童福祉論 所　貞之

次の２つの課題について、それぞれ1,000字以上1,600字以内で授業
内容を踏まえてまとめなさい。
①「妊婦と児童虐待について」
②「医療的ケア児支援の現状と課題」
手書き不可。表紙には、授業名・担当教員名・学籍番号・氏名のみ
明記のこと。

３月７日（水） 研究室（A406）の提出箱

75 ソーシャルワーク論Ⅱ 小川　智子

ソーシャルワーク論Ⅱの授業内で学んだことを中心に以下の課題に
ついて手書きで記すこと。①ケアマネジメントの展開過程を示し、そ
れぞれ支援者としての留意点を説明する。②グループワークの展開
過程を示し、それぞれ支援者としての留意点を説明する。③アウト
リーチの展開過程を示し、支援者としての留意点を説明する。④学
んだ社会資源の中から2つ取り上げ説明する。用紙はＡ４3枚以上と
する。

３月７日（水） 学部事務室

76
ソーシャルワーク基礎実習指
導

小川　智子

ソーシャルワーク実習を行うための事前学習として必要な知識につ
いて、以下の課題をそれぞれ手書きで記すこと。①高齢者関連施設
の対象者と役割、②障がい者関連施設の対象者と役割、③高齢者
の主な疾病について、④障がい者の抱える障がいの特性について
用紙はＡ４3枚以上とする。

３月７日（水） 学部事務室

77 生活支援技術 Ｉ 松下　やえ子
成績交付日に封筒に入れた課題を渡します。
課題はその封筒に入れて提出してください。

３月８日（木） 研究室（A４０７）

78 介護過程ＩＩＩ 松下　やえ子
成績交付日に封筒に入れた課題を渡します。
課題はその封筒に入れて提出してください。

３月８日（木） 研究室（A４０７）

79 社会学 増子　勝義 末期医療におけるスピリチュアルケアの必要性について（枚数自由） ３月８日（木） 学部事務室



番号 科目名称/Subject 担当教員/Teacher レポート課題／Topic 提出期限/Deadline
提出場所/Place of

submission

80 情報メディア演習Ⅰ 大内　善広

民話・童話・神話やドラマ・映画など、適当な物語のストーリー（自作
のストーリーでも可）を選び、パワーポイントでアニメーションを作成
する。
なお，課題は印刷物を提出するとともに，ファイルをメールでも提出
すること。

３月８日（木） 研究室（A４２６）

81 地域ボランティア研修
深沢　茂樹
大内　善広
竹内　秀一

１．この授業で行ったボランティアの中で１つ取り上げ，どのようなボ
ランティアであったのかを説明した上で，そのボランティアに関わるイ
ベント・企画の意義について開催者側の視点と参加者側の視点で考
察しなさい。（1200字以上）
２．ボランティアの参加を通して，望ましいコミュニケーションの取り方
について学んだことを説明しなさい。（600字以上）

３月８日（木） 研究室（A４２６）

82 保育の心理学Ⅱ 大内　善広

以下の課題について，それぞれ800字以上でまとめ，提出する。
１．授業中に行った自分の発表の内容がどのようなものであったの
かを，課題に対する結論が明確となる形で報告する
２．幼児教育の今日的課題とはどのようなものか，その背景や対応
も含めて説明する
３．幼児教育における評価にはどのようなものがあるか，なぜ評価を
行うのか，具体的にどう評価すれば良いのかについて説明する
なお，レポートはワードで作成して提出すること。

３月８日（木） 研究室（A４２６）

83 幼児体育 竹内　秀一

子どもたちに「運動遊び」を仕掛ける際の留意点について、具体的に
解説しなさい。その際に、特に対象者のネガティブな反応に対する援
助を必ず記述すること。なお、形式は氏名・学籍番号・文字数を明記
の上、Wordなど文章作成ソフトを使用し、A4用紙で800字以上とす
る。

３月７日（水） 学部事務室

84 幼児造形 尾関　立子

生活廃材（お菓子や牛乳パックなど）を使って幼児に向けた教材製
作をせよ。製作内容、素材は自由とする。
作品には、名前、学籍番号を明記すること。
また作品と一緒に下記をA４にまとめ、作品に添付して提出するこ
と。
１．この製作に適していると思われる発達年齢
２．何を製作したか
３. 目的、ねらい
４. 氏名、学籍番号

３月１０日（土）
A棟４１２尾関研究室前
の段ボールの中に提
出。
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85 女性福祉論 堀　千鶴子
DV被害者支援の現状と課題について2000字以上で述べなさい。A4
原稿用紙使用のこと。

３月６日（火） 学部事務室

86 人間学 林　和歌子 林の研究室前のボックスに入っている課題に取り組みなさい。 ３月７日（水） 研究室（Ａ４１８）のＢＯＸ

87
ソーシャルワーク基礎実習指
導

林　和歌子 研究室（A418）前のボックスに入っている課題に取り組みなさい。 配布課題に記載 研究室（A４１８）

88
デジタル音楽表現
<東京キャンパス>

Jiro N.Plutschow
未提出となっている課題をすべて提出すること。
提出はFacebookを通じて期限厳守で行うこと。

３月１０日（土）
Facebookを通じて
提出すること

89
サウンド表現論Ⅰ
＜東京キャンパス＞

Jiro N.Plutschow
個別に課題を指示します。成績確認後、Facebookを使って担当教員
にメッセージを送ること。課題の提出期限は、３月９日（金）とします。

３月９日（金）
Facebookを通じて
提出すること

90
映画作品研究
＜東京キャンパス＞

掛尾　良夫
春学期、秋学期の授業で紹介した作品で、未提出の作品、７作品を
選び、それぞれ４００字の感想を提出すること。

３月９日（金） 教学事務室

91
映像美術デザインⅡ
＜東京キャンパス＞

金田　克美

平面図・横幅９尺×奥行き１２尺の６畳間の洋間と、同じく横幅９尺
×奥行き１２尺の日本間のパース画をそれぞれ１枚ずつ描いて提出
して下さい。天井高は８尺とします。建具などの寸法については自分
で自由に決めて下さい。提出は日本間、洋間のパース画２枚。平面
図の提出はいりません。図面用紙が必要な人は、私宛に事前に連
絡をしてから４階の研究室に取りに来て下さい。

３月９日（金） 教学事務室
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92 サウンドデザインⅠ 戸田　傑

身のまわりに存在する様々なデザインされた音（サウンド）を５つ上
げ、それぞれの発生している場所や音の種類、状況や時間、大きさ
や範囲等をわかりやすく具体的に書きなさい。また、その５つの音そ
れぞれがどのようにデザインされているかをわかりやすく具体的に
書き、その音が人とどのように関っているかをわかりやすく書きなさ
い。※A4用紙表紙入れて６枚以上

３月８日（木） 学部事務室

93 生活文化デザイン 後岡　喜信
学部事務室で課題を受け取り、期限厳守で完成させて提出するこ
と。

３月９日（金） 学部事務室

94
プロジェクト研究Ⅰ
＜東京キャンパス＞

高桑　真恵
未提出課題を提出すること。
（期限厳守とする）

３月１０日（土）

教学事務室

※あるいは
メール等での直接提出

95
アニメーションⅡ
＜東京キャンパス＞

高桑　真恵
大久保　高文

未提出課題を提出すること。
（期限厳守とする）

３月１０日（土）

教学事務室

※あるいは
メール等での直接提出

96
メディア基礎実習d
＜東京キャンパス＞

メディア学部教員
佐藤　克則
伊藤　正治

テーマ：以下の2つのテーマから1つを選択
　　　①「作品をつくるとき、スタッフ・キャストが向き合うこととは」
　　　②「今、私はどう映像と関わろうとしているのか」

※ 「向き合うこと」とは、ロケハンや衣装合わせとかいったプロセスで
は なく、姿勢のこと。

字数：本文800字
　　　※ ワープロ打ち･手書き不可・横書き
　　　※ 750字以上、850字以下
　　　※ 冒頭に、本文の字数を表記すること
　　　※ フォントは明朝もしくはゴシックを使用。フォントサイズは12。
　　　（レイアウトは自由ですが、場合により採点の対象となります）

３月７日（水） 教学事務室
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97 社会学入門 寺本　卓史

以下の2つのテーマについて、それぞれ800字以上で回答せよ。
１． 論述問題：授業で取り扱ったテーマに関する①内容の説明と、
②その内容に関する自身の考察を記しなさい。
下記のテーマから1つを選択すること（選択した問題の数字に〇をす
ること）
1. 人と社会との関係について
2. 性格（キャラクター形成とその受け入れ）について
3. 予言の自己成就について
4. 複雑性について
5. 近代建築・美術について
6. 近代の人間について
7. 大人について
8. 変態について
9. 自殺について
10. メディアについて
２． ｢社会学入門｣の授業で自身が考えたこと・得たことについての
説明
レポートはWordで作成し、メールに添付して提出すること。

３月７日（水）

寺本にメールで提出
（teramoto@jiu.ac.jp)
件名は、
「社会学入門追再試課
題」とすること

98
制作演習c1
(ネットメディアコンテンツ)
＜東京キャンパス＞

寺本　卓史
稲垣　秀人

稲垣先生に連絡をした上で、以下の課題について作業を行ない、提
出すること。【課題】 ・内容：紀尾井町・麹町・一～六番町・永田町エ
リア内で、飲食店以外の場所についてのウェブマガジン投稿用の記
事を1本作成すること 【要件】 ・一人で作成して、提出すること ・一定
レベル以上の内容と、文章量があること ・大学関係者・友人・親族以
外の人へのインタビュー取材を含む内容であること。要件として、取
材場所の写真は必ず自ら撮影すること

３月７日（水）
原稿をWordで作成し、稲
垣先生と相談の上、定
めた提出方法で提出

99
メディアプロジェクト
（ストリーミングプロジェクト）
＜東京キャンパス＞

寺本　卓史
原田　輝俊

原田先生に連絡をした上で、最終課題と同じテーマのレポートを
Wordで作成し、メールに添付して提出すること。

３月７日（水）

原田先生
（harada@jiu.ac.jp）寺本
(teramoto@jiu.ac.jp）の2
人にメールで提出するこ
と。件名は、「ストリーミ
ングプロジェクト追再試
課題」とすること
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100
基礎ゼミⅡ
＜東京キャンパス＞

メディア学部教員
小渕　究

映像クラス：未提出の期末課題（ポートフォリオ）がある場合は提出
すること。また，追課題映像を見て、レポートを作成すること。（文字
数800字以上，A4縦サイズ，複数枚の場合は左上をホチキス止め）
課題映像の貸し出しについては、竹藤　takefuji@jiu.ac.jp　まで問い
合わせて下さい。
芸能クラス：2017年度の活動状況についてA4用紙2枚にまとめ提出
すること。また，気になるテーマの歴史について調べ，A4用紙3枚に
まとめ提出すること。以上をすべてホチキスどめし，提出すること。
※どちらのクラスか不明の場合は，小渕obuchi-k@jiu.ac.jpまで問い
合わせて下さい。

３月９日（金） 教学事務室

101
メディアプロジェクト
（現場力養成講座）
＜東京キャンパス＞

小渕　究

2017年度分のポートフォリオを作成してください。A4用紙サイズで
ぴったり3枚（表紙など不要），形式は自由です。どのように1年間を
すごしたかがよくわかるように，コメントつきで作成してください。提出
方法には十分注意してください。

３月７日（水） 教学事務室

102
映画史Ⅰ
＜東京キャンパス＞

村川　英
チャップリンの「黄金狂時代」を見て、サイレント映画の魅力と、それ
が映画史に及ぼした影響をレポートしてください。

３月７日（水） 教学事務室

103
芸能演劇研究Ⅰ
＜東京キャンパス＞

村川　英
「ウエストサイドストーリー]がブロードウェイミュージカルで果たした
役割をレポートしてください。

３月７日（水） 教学事務室

104
戯曲研究
＜東京キャンパス＞

村川　英
シェークスピア演劇が現在も上演されている理由を具体的な作品名
を挙げてレポートしてください。

３月７日（水） 教学事務室

105 サウンド表現論 滝口　幸子

音楽作品「見上げてごらん夜の星を」について、以下の内容を楽譜と
共に提出すること（楽譜は入手できたものならどれでもよい）。１）作
品のkeyは何か。２）楽譜上に書かれている内容（速さ、強弱記号、
発想記号、反復記号）を書き出し、その意味を記入する。３）作品に
登場するコード名が構成する音符の音名を書く（基本形で）。書式：
word 30×40文字、MS 明朝 、フォント11。

３月８日（木） 学部事務室
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106
サウンド表現論
<東京キャンパス>

滝口　幸子

音楽作品「見上げてごらん夜の星を」について、以下の内容を楽譜と
共に提出すること（楽譜は入手できたものならどれでもよい）。１）作
品のkeyは何か。２）楽譜上に書かれている内容（速さ、強弱記号、
発想記号、反復記号）を書き出し、その意味を記入する。３）作品に
登場するコード名が構成する音符の音名を書く（基本形で）。書式：
word 30×40文字、MS 明朝 、フォント11。

３月８日（木） 教学事務室

107 音楽研究Ⅰ
 滝口　幸子

１）北アメリカでポピュラー音楽が成立・発展した歴史的背景を説明
しなさい。２）プレスリーがロックの歴史に与えた影響について、詳し
く説明しなさい（参考資料は、授業で配布した資料のみとする）　書
式：word 30×40文字で5枚程度。MS 明朝 、フォント11。

３月８日（木） 学部事務室

108
音楽研究Ⅰ
<東京キャンパス>

滝口　幸子

１）北アメリカでポピュラー音楽が成立・発展した歴史的背景を説明
しなさい。２）プレスリーがロックの歴史に与えた影響について、詳し
く説明しなさい（参考資料は、授業で配布した資料のみとする）　書
式：word 30×40文字で5枚程度。MS 明朝 、フォント11。

３月８日（木） 教学事務室

109
サウンド表現 I
＜紀尾井町キャンパス＞

滝口　幸子

「Rose」「Puff」「Imagine」の３曲を、メロディーとコード（コードは基本
形でよいが、できるだけインバージョンしたものに挑戦する）を録音し
てデータ提出する。演奏は、メロディとコード別でも両手で演奏でも
良い。提出方法はCD-RまたはUSBとする（採点後に返却する）。

３月８日（木） 教学事務室

110
表象文化研究II
<東京キャンパス>

滝浪　佑紀

授業で扱った映画作品、アニメ作品、あるいは授業で扱わなかった
作品について、ある特定のシーン（例えば３分程度、しかしもっと短く
ても良い）に注目し、そのシーンについて「きわめて詳細な」分析をす
ること。シーン分析の方法については、授業内で指示した通り、各
ショットの構図・カメラアングル、カメラの移動などに注目し、さらに、
各ショットがどのように編集で繋げられているかに注目して行うこと。
さらに、このような映像作品の「構造」が、どのような効果を持ってい
るのか（観客に対して、物語に対して、社会に対して）を考察するこ
と。2000字以上、図版を含めること。

３月５日（月） 教学事務室
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111
Animation
<東京キャンパス>

滝浪　佑紀

1) Choose a Japanese animation (film or TV) and write your
impression of it. In English, write 750-1000 words (3-4 pages). 2)
This must be your own opinions and thoughts. Information from
other sources is not allowed.／日本のアニメ作品をひとつ選び（映
画ないしテレビ）、それについて分析しなさい。日本語の場合、2000
字-2500字。記述はあなた自身の見解や考察が述べられていなけれ
ばならず、たんなる説明とは異なっていなければならない（監督の紹
介やあらすじだけのものなど）。

３月５日（月） 教学事務室

112 ビジネスアプリケーションII 中嶋　正夫

【課題】
　「JIU改造計画」というテーマで，JIUの現在の改善すべき問題点を
挙げ，その改善案を示したPowerPoint資料を作成し，プリントコマン
ドにて，「印刷対象」を「配付資料（４スライド／１ページ）」にして印刷
し，提出しなさい。

【提出規定】
　Ａ４用紙で，表紙にタイトル，授業名，教員名，所属学部，学籍番
号，氏名を表記し，２枚目以降に課題内容を綴じて提出すること。

３月８日（木） 学部事務室

113 基礎ゼミII（東金キャンパス） 中嶋　正夫

【課題】
　グループである物事を決めるとき，単に多数決を採るのとコンセン
サスを得ることとの本質的な違いについて述べよ。経験談を含めて
もよい。

【提出規定】
　Ａ４用紙で，表紙にタイトル，授業名，教員名，所属学部，学籍番
号，氏名を表記し，２枚目以降に課題内容を綴じて提出すること。

３月８日（木） 学部事務室

114 マルチメディアコンテンツ制作 中嶋　正夫

【課題】
　第8回授業で取り上げたサンプルゲームである「ブロック崩しゲー
ム」（sample8.zip）について，以下の変更を行い，スケッチフォルダを
アーカイブして，E-mailで提出すること。
①ブロックの数を75個に増やす
②サウンドを別のものにする
E-mailのアドレスは期末課題を同じである。

３月８日（木） E-mail

115
インターンシップ
＜東京キャンパス＞

メディア学部教員
中尾　玲一

インターンシップ課題「レポートと実習ノート」を提出すること。提出で
きない場合は2月17日に実施した「学内企業研究会」で提示した特別
課題４０００文字のレポートを提出すること。

３月８日（木） 教学事務室
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116 編集出版 中尾　玲一 学部事務室で課題を受け取り、記入して提出すること。 ３月８日（木） 学部事務室

117
編集出版
＜東京キャンパス＞

中尾　玲一 教学事務室で課題を受け取り、記入して提出すること。 ３月８日（木） 教学事務室

118
ビジネスモデル研究B
ビジネスモデル研究b

中尾　玲一 学部事務室で課題を受け取り、記入して提出すること。 ３月８日（木） 学部事務室

119
ビジネスモデル研究B
ビジネスモデル研究b
＜東京キャンパス＞

中尾　玲一 教学事務室で課題を受け取り、記入して提出すること。 ３月８日（木） 教学事務室

120
キャリアデザインＡ
＜東京キャンパス＞

中尾　玲一
小渕　究

評価課題「学校指定の履歴書(写真貼付・捺印)」に「400文字の自己
PR文」を別途添付して提出のこと

３月８日（木） 教学事務室

121
キャリアデザインB
＜東京キャンパス＞

中尾　玲一
小渕　究
小倉　淳

インターンシップ課題「レポートと実習ノート」を提出すること。提出で
きない場合は2月17日に実施した「学内企業研究会」で提示した特別
課題４０００文字のレポートを提出すること。

３月８日（木） 教学事務室

122 出版メディア 中尾　玲一 学部事務室で課題を受け取り、記入して提出すること。 ３月８日（木） 学部事務室

123
出版メディア
＜東京キャンパス＞

中尾　玲一 教学事務室で課題を受け取り、記入して提出すること。 ３月８日（木） 教学事務室
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124
コンテンツビジネスa
＜東京キャンパス＞

中尾　玲一 教学事務室で課題を受け取り、記入して提出すること。 ３月８日（木） 教学事務室

125 マスコミュニケーション論 島野　義孝
学部事務室で個別課題を受け取り、指示に従って取り組むこと。
（期限厳守）

３月８日（木） 学部事務室

126 ビジネスマナー
平野　博一
島野　義孝

学部事務室で個別課題を受け取り、それぞれ完成させて提出するこ
と。
（期限厳守とする）

３月９日（金） 学部事務室

127
舞台空間概論
＜東京キャンパス＞

望月　純吉
「舞台表現における魅力」について、A4縦書き3枚以上でレポートを
作成すること。期限厳守とする。

３月３日（土） 教学事務室

128
福祉情報論
（福祉総合学科）

家富　誠敏

期末試験未受験の者は、以下レポートを期日までに提出すること。
・テーマ：福祉分野でITを活用するアイデア（既存技術や機器等の改
良案でも可）
・書式　：Ａ４標準
・ページ数：２～５ページ

３月１０日（土） 研究室（A３１８）

129
情報メディア演習I
（福祉総合学科：ABFクラス）

家富　誠敏
期末課題が未提出の者は、期日までに忘れずに提出すること。
期末課題：PowerPoint【物語アニメーションの作成】
※授業で説明したスライド作成の注意を必ず守ること

３月１０日（土） 研究室（A３１８）

130
ユニバーサルデザイン論
（環境社会学科）

家富　誠敏

期末試験未受験の者は、以下レポートを期日までに提出すること。
・テーマ：ユニバーサルデザインとは何か（例をあげて考察する形で
も可）
・書式　：Ａ４標準
・ページ数：２～５ページ

３月１０日（土） 研究室（A３１８）

131 環境社会プロジェクト研究ｂ
国武　陽子
家富　誠敏

レポート（研究計画書）を未提出の者は、期日までに提出すること。 ３月１０日（土）
研究室（A３１６）
または
研究室（A３１８）
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132 環境社会プロジェクト研究ｃ 環境社会学部教員

期日までに、それぞれの研究指導教員に研究報告書を提出するこ
と。
※事前に、研究指導教員と十分な相談を行い、各人の研究成果をま
とめること。

３月１０日（土）
各研究指導教員（研究
室）に直接提出

133
中小企業論
<東京キャンパス>

小野　攻
　日本の中小企業を取り巻く 「新しい潮流」 とは何か。　そのうちの
一つを取り上げて貴方の考え方も入れて説明しなさい。
Ａ4用紙（30字×30行）で1枚以上2枚以内で手書きで記述のこと。

３月８日（木） 教学事務室

134
起業マネジメント論
<東京キャンパス>

小野　攻

　起業計画を立てるに当たって考えるべき項目と、その項目が必要
な理由は何か。
　授業の11回目、12回目、13回目に配布したプリントを参考に、貴方
だったらどの様な計画を立てるか、自分の考えを整理して自由に述
べなさい。
（A4用紙2枚以内）（コピー＆ペーストは厳禁）

３月８日（木） 教学事務室

135 園芸論 多田　充

授業ノートおよび教科書を、学籍番号を記入した封筒に入れて、提
出すること。授業ノートの終わりに、果樹を栽培する場合に注意、配
慮すべきことを記入すること。注意、配慮すべきことは項目だけでな
く、説明を加えること。

３月８日（木） 研究室（A３１７）

136 園芸療法実習 多田　充
授業ノート（教室での説明内容および実習作業の内容・手順を記録
したもの）を提出すること。内容が判読できるように要点を清書したも
のを提出してもよいが、その場合、原本もあわせて提出すること。

３月８日（木） 研究室（A３１７）

137 ガーデニング概論 多田　充 未提出の課題レポート（学外見学、庭園の概要）を提出すること。 ３月８日（木） 研究室（A３１７）

138 育苗実習 多田　充
授業ノート（教室での説明内容および実習作業の内容・手順を記録
したもの）を提出すること。内容が判読できるように要点を清書したも
のを提出してもよいが、その場合、原本もあわせて提出すること。

３月８日（木） 研究室（A３１７）
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139 社会園芸 多田　充
未提出の課題レポート（学外見学、地域活性化事例）を提出するこ
と。

３月８日（木） 研究室（A３１７）

140 
倫理学概論 瀧　章次

地域共同体、領域国家、地球全体の市民社会という異なるレベルを
考慮した上で、現代社会において、価値形成における集団的選択に
おいて、集団選択のどのような倫理的原理が求められていると考え
るか、あなた自身の考えを論じなさい。
1600字以上2000字以下
＊なお無断引用は厳禁

３月７日（水） 学部事務室

141 生活と環境 瀧　章次

「世界大のリスク」と考えられるものを一つ挙げ、その具体的内容、
歴史的背景を説明した上で、次に、その補償可能性(insurability)を
考察した上で、その考察に基づいて、現代行われている対処策の当
否について論じなさい。
1600字以上2000字以下
＊なお無断引用は厳禁

３月７日（水） 学部事務室

142 人間学 瀧　章次

ケアの専門家として、超高齢社会において、社会全体の問題に関わ
り、参加、協働するにあたって、どのような人間観が求められている
と考えるか、あなた自身の考えを論じなさい。
1600字以上2000字以下
＊なお無断引用は厳禁

３月７日（水） 学部事務室

143 キャリア形成Ⅰ
瀧　章次
中村　智香

パリ協定の意義とアメリカ、トランプ政権の環境政策について、１６０
０字から２０００字でまとめなさい。
なお無断引用は厳禁とします。

３月７日（水） 学部事務室

144 キャリア形成Ⅱ
中村　智香
瀧　章次

夏休みの課題について、レポートを提出し、その内容について発表
すること。提出と発表は中村まで。

３月１０日（土）
１７時

研究室（A３０７）

145 キャリア形成Ⅲ
名本　光男
瀧　章次

あなたの志望する企業（仮でも構わない）に対しての『志望動機書』
と『自己PR』を作りなさい。作成したならば、メールに添付して送りな
さい。

３月３日（土）
メール
namoto@jiu.ac.jp
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146 環境社会プロジェクト研究a
中村　智香
川口　健夫

自国で環境活動を行っている企業を３社挙げ、企業情報や活動につ
いてまとめること。提出は中村まで。

３月７日（水）
１７時

研究室（A３０７）

147 社会学原論 名本　光男

次の二つの課題を両方とも記述し、メールに添付して、私宛に送りな
さい。
（１）あなたの所属する家族について、核家族か、またはそうでない
か、について、核家族の定義に則って、記述しなさい。
（２）日本の農村社会の特徴について、実際の農村を実例としてあげ
て、記述しなさい。
分量は、ワープロ原稿で、A4(４０字×３５字）２枚以上とする。

３月３日（土）
メール
namoto@jiu.ac.jp

148
社会調査実習
社会調査

名本　光男
あなたのご両親のうちのどちらか一人のライフヒストリーを物語形式
で記述し、メールに添付して送りなさい。
ワープロ原稿で、A4（40字×35字）２枚以上とする。

３月３日（土）
メール
namoto@jiu.ac.jp

149
情報リテラシー
（環境社会学科）

名本　光男
家富　誠敏

期末課題が未提出の者は、期日までに忘れずに提出すること。
期末課題：PowerPoint【物語アニメーションの作成】
※授業で説明したスライド作成の注意を必ず守ること

３月１０日（土） 研究室（A３１８）

150 環境関連法 鈴木　弘孝

以下の課題のうち、いずれかを選択し、600～800字以内にまとめ
て、提出すること。(ワープロでの提出可)

【課題1】特定外来生物を1種をとりあげ、わが国における生育または
生息の現状と生物多様性の保全からみた問題点について、記述せ
よ。
 
【課題2】わが国のラムサール登録湿地をひとつ取り上げ、湿地の概
要と湿地保全のために適用されている法制度(国設鳥獣保護区等)
について、記述せよ。

３月８日（木） 学部事務室
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151 土壌・肥料論 鈴木　弘孝

以下の課題のいずれかについてまとめ、提出すること。(ワープロ提
出可)

1.「腐植」の意味と土壌中の主な働きについて、600～800字で記述
せよ。

2. 「土壌微生物」の種類と土壌中での主な働きについて、600～800
字で記述せよ。

３月８日（木） 学部事務室

152 エクステリア 鈴木　弘孝 未提出課題を全て提出すること。 ３月８日（木） 学部事務室

153

共同教育日本語
中級日本語c,d
(総合①、②クラス）

原　やす江

作文　以下の題名で、長さは４００字以上の作文を５つ書く。
１．16課　「ニュース原稿」
２．17課　「会社や商品やあなたの名前に関するエピソード」
３．19課　「教育的効果が上がる活動についての提案」
４．20課　「自分の国の伝統文化について」
５．21課　「昔と今を比べて」

３月６日（火） 学部事務室

154 工業簿記論Ⅰ 鈴木　勝浩 工業簿記と商業簿記の相違点について述べなさい ３月６日（火） 学部事務室

155
税法b
<東京キャンパス>

鈴木　勝浩 租税法律主義について述べなさい ３月８日（木） 教学事務室

156
宗教学概論
<東京キャンパス>

三浦　周 期末レポートと同様の課題をメール送信 ３月１０日（土） メール
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157 比較文化概論 森　雅雄

次の課題について、授業の内容に即してそれぞれ１６０字以内にま
とめなさい。
１．「法」について、ヨーロッパと中国と日本の場合を比較しなさい。
２．中国において、「法」に対抗したものは何か、そしてそれがどのよ
うな根拠で対抗したのかを述べなさい。
３．封建制とその意義について、ヨーロッパと中国と日本の場合を比
較しなさい。
４．国際法について、中国と関連づけて述べなさい。
５．ヨーロッパにおける「市民」とは元々どのようなものだったか述べ
なさい。
６．「愛」について、ヨーロッパと中国と日本の場合を比較しなさい。
７．資本主義がヨーロッパで生まれた理由について述べなさい。
８．科学とは何か、ヨーロッパと中国、日本を比較しながら述べなさ
い。
９．事実婚について、フランスと日本の場合を比較しなさい。
１０．「風景」の誕生について、ヨーロッパと中国の場合について述べ
なさい。

３月８日（木） 学部事務室

158 こころとからだのしくみⅠ 幡野　明美
睡眠が記憶に関与するメカニズムについてA4サイズに用紙にまとめ
る（２枚）

３月３日（土） 学部事務室

159 マスコミュニケーション論 若梅　弘郎

次のテーマについて400字詰め原稿用紙2枚以内で説明しなさい。

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）によって双方向通信が
可能になって以来、国民は溢れかえる情報の洪水の中で、何が信
頼できる必要な情報で、どの様に行動すれば良いのか迷わされてい
る。そんな中、フェイク（偽）ニュースが世界的規模で飛び交うように
なった。なぜこのような状況を招いてしまったのか、ニュースの送り
手側も、受け手側もどのように対応すれば良いのかを書いてくださ
い。

３月３日（土） 学部事務室

160 映像制作ｄ
＜東京キャンパス＞

中村　陽介 未提出課題の提出 ３月９日（金）
googleドライブなどにアッ
プし、メールにて報告

161
音声表現CⅡ
＜東京キャンパス＞

宮田 佳代子
木内 希

平昌オリンピックに出場しているアスリートの中から3人を選び、その
選手がどんな競技に出場しどんな成績を収めたのかなど、全くその
選手や競技についての知識がない人が読んでも分かるようなレポー
トを書く。また、今回の結果に触れ、オリンピックの中でのその選手
の位置づけについて、自分なりのコメントを加える。

３月８日（木） 教学事務室
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162
ビジネスアプリケーションⅡ
＜東京キャンパス＞

林 　達也
Facebookメッセージにて林まで連絡のこと。
個別に追加課題を指示します。

３月７日（水）
Facebook
メッセンジャーに
添付して提出

163
権利マネジメント
＜東京キャンパス＞

林　達也
Facebookメッセンジャーで林まで連絡を取ること。
個別に話し合いの上に追加課題レポートを指示します。

３月７日（水）
Facebook
メッセンジャーに
添付して提出

164
ビジネスモデル研究a
＜東京キャンパス＞

林 　達也
Facebookメッセージにて林まで連絡のこと。
個別に追加課題を指示します。

３月７日（水）
Facebook
メッセンジャーに
添付して提出

165 疫学 小林　悦子
学部事務室に課題を取りに来ること。
なお、提出は回答用紙のみ提出すること。

３月５日（月） 学部事務室

166
ビジネスセミナーb
＜東京キャンパス＞

渡辺　一浩

Apple Music、Google Play Music、Sportifyなど音楽配信サービスが
いくつもありますが、多くの若者は無料で音楽を聴く人が多い。この
現実を踏まえ、なぜ違法音楽サイトを使ってはいけないのでしょう
か？

※注１：ファイル形式は、word、excel、powerpoint、pdf、textで。
※注２：A4 ２枚以上（pptならスライド４枚以上）

３月９日（金）
午前１０時

※厳守のこと

メールに添付して渡辺宛て
に送ってください。その際
は、メールにも氏名・学籍
番号を明記すること。

 ikkou3des@gmail.com

167
ビジネスセミナーc
＜東京キャンパス＞

渡辺　一浩

メディアで大人気の「銀座ミツバチ（プロジェクト）」。 ミツバチを飼って
蜂蜜をとる養蜂業は太古の昔よりあり、今さら取り上げる意味なし。
では、なぜ「銀座ミツバチ」は人気なのか？ その理由を３つあげてく
ださい。

※注１：ファイル形式は、word、excel、powerpoint、pdf、textで。
※注２：A4 ２枚以上（pptならスライド４枚以上）

３月９日（金）
午前１０時

※厳守のこと

メールに添付して渡辺宛て
に送ってください。その際
は、メールにも氏名・学籍
番号を明記すること。

 ikkou3des@gmail.com

168
Fundamentals of English Ⅱ
Oral Fluency Ⅰ
Oral Fluency Ⅱ

語学教育センター教員 レポート課題を学部事務室まで取りに来てください。 ３月９日（金） 学部事務室
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