
番号 講義名称 担当教員

1 社会科教育法I 阿部　信太郎
2 公民科教育法I 阿部　信太郎
3 消費生活と行政　<東京キャンパス> 阿部　信太郎
4 社会科教育法IV 阿部　信太郎
5 教育課程論 阿部　信太郎
6 ビジネスキャリアIII 阿部　信太郎
7 教育制度 井上　敏博
8 教育原理 井上　敏博
9 ゼミナールII　<東京キャンパス> 久保田　正道
10 ゼミナールI 松田　世治
11 ビジネスキャリアI 松田　世治
12 ビジネスキャリアII 松田　世治
13 ゼミナールI　<東京キャンパス> 神田　正美
14 ゼミナールII　<東京キャンパス> 神田　正美
15 ロジスティクス概論 神田　正美
16 ロジスティクス概論　<東京キャンパス> 神田　正美
17 ビジネスキャリアII 神余　崇子
18 ゼミナールI 染谷　芳臣
19 ビジネスデータ分析 染谷　芳臣
20 ビジネスキャリアI 染谷　芳臣
21 会社法a　<東京キャンパス> 早田　巳代一
22 教職論 目時　修
23 日本文化論 長尾　宗典
24 国際文化演習Ⅰ 岡田　美也子
25 国語科教育法IV 岡田　美也子
26 国際文化演習II(卒業論文および制作を含む) 岡田　美也子
27 国際文化演習Ⅰ 芳賀　浩一
28 比較文化概論 芳賀　浩一
29 国際文化演習II(卒業論文および制作を含む) 芳賀　浩一
30 日本の社会と文化a（現代文化） 芳賀　浩一
31 日本の社会と文化b（現代文化) 芳賀　浩一
32 国際コミュニケーション入門 Maria S.Ichiyama
33 西洋美術 吉城寺　尚子
34 文化遺産 吉城寺　尚子
35 ミュゼオロジー入門 吉城寺　尚子
36 ミュージアム･マネジメント 吉城寺　尚子
37 国際交流演習II 吉田　朋彦
38 国際交流演習I 柴　理子
39 日本とヨーロッパ 柴　理子
40 コミュニケーションの基礎 柴　理子
41 国際開発論 川野　有佳
42 国際交流演習I 川野　有佳
43 国際交流演習II 川野　有佳
44 国際交流・協力実践 田中　由美子
45 国際交流演習I 飯倉　章
46 国際交流演習II 飯倉　章
47 ゼミナールI 井上　敏昭
48 ゼミナールII 井上　敏昭
49 社会福祉専門研究I 井上　敏昭
50 人間関係論 井上　敏昭
51 子ども観察法 広瀬　美和
52 保育内容総論 広瀬　美和
53 幼児教育方法論 広瀬　美和
54 臨床心理学I 佐野　智子
55 障がいを持つ子の理解と支援 佐野　智子
56 相談援助演習 所　貞之



番号 講義名称 担当教員

57 保育内容指導法 倉田　新
58 情報メディア演習I 大内　善広
59 保育の表現技術（造形） 尾関　立子
60 保育内容演習（表現） 尾関　立子
61 ゼミナールI 増子　勝義
62 ゼミナールII 増子　勝義
63 映像撮影照明　<東京キャンパス> ﾒﾃﾞｨｱ学部教員
64 メディア概論A　<東京キャンパス> 金田　克美／及川　善弘
65 デジタル映像編集　<東京キャンパス> 川島　章正／佐藤　克則
66 映像演出　〈東京キャンパス〉 竹藤　佳世／及川　善弘
67 メディア概論B　<東京キャンパス> ﾒﾃﾞｨｱ学部教員
68 映像美術デザインI　<東京キャンパス> 金田　克美
69 マーケティング論 小渕　究
70 マーケティング論　<東京キャンパス> 小渕　究
71 管理会計論I　＜東京キャンパス＞ 小渕　究
72 ビジネスプランニング 小渕　究
73 ビジネスモデル研究C 小渕　究
74 ビジネスモデル研究c 小渕　究
75 音楽研究II 滝口　幸子
76 音楽研究II　　<東京キャンパス> 滝口　幸子
77 表象文化研究I <東京キャンパス> 滝浪　佑紀
78 ビジネスアプリケーションI 中嶋　正夫
79 メディア制作ゼミII 中嶋　正夫
80 基礎ゼミII 中嶋　正夫
81 スタジオ番組I 島野　義孝
82 プロジェクト研究I 島野　義孝
83 プロジェクト研究II 島野　義孝
84 映像プロデュース 島野　義孝
85 環境社会プロジェクト研究b 家富　誠敏／金子　祐介
86 情報メディア演習I 家富　誠敏
87 園芸療法論 多田　充
88 Japanese Project a 尾本　康裕
89 Japanese Project b 尾本　康裕
90 スポーツと地域振興 高橋　季絵
91 金融論I 斎藤　和男
92 金融論I　＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男
93 金融論a 斎藤　和男
94 金融論a　＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男
95 金融論 斎藤　和男
96 金融論＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男
97 ジャーナリズム論　＜東京キャンパス＞ 矢野　義明
98 経済事情　<東京キャンパス> 矢野　義明
99 国語科教育法I 木村　誠次
100 特別活動論 木村　誠次
101 乳児保育 青木　利江子
102 子どもの保健I 青木　利江子
103 映画研究I　<東京キャンパス> 鬼丸　眞人
104 番組企画・構成　〈東京キャンパス〉 鬼丸　眞人
104 ビジネスモデル研究B　<東京キャンパス> 渡辺　一浩
105 映像録音　〈東京キャンパス〉 高橋　義照
106 ビジネスセミナーＡ <東京キャンパス> 渡辺　一浩
108 ビジネスセミナーa <東京キャンパス> 渡辺　一浩
109 ビジネスモデル研究b <東京キャンパス> 渡辺　一浩
110 エンタテインメント概論　<東京キャンパス> 林　達也
111 デジタルメディアアプリケーション <東京キャンパス> 林　達也
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1 社会科教育法I 阿部　信太郎

下記の課題について、すべてまとめよ。

１．前期の授業で自分が模擬授業を行った学習指導案に指摘されたことを付けた
して、より詳しいものにしなさい。それに関連する板書事項、プリント、教材も
提出すること。なお、授業で発表した学習指導案のままでは採点の対象にならな
い。指摘されたことを必ず入れて、内容を詳しくすること（A４用紙３枚程度。枚
数はオーバーしてもかまわない）。

２．7月の授業で新たに分担が決まったテーマ（公民的分野）の模擬授業の指導案
やプリントを作成せよ。なお、秋学期は、提出された指導案に基づいて、模擬授
業を行う。内容が不備の場合は、科目不合格の対象となる。ＮＨＫ高校講座など
も必ず参考にして作成すること。

注　意：　課題は、自分で考えて提出すること。従って、他の人と同一のものを
提出しないこと。全体をいくつかの段落に分けて小見出しをつけること。

7月30日(月) 学部事務室

2 公民科教育法I 阿部　信太郎

下記の課題について、すべてまとめよ。

１．春学期の授業で自分が模擬授業を行った学習指導案に指摘されたことを付け
たして、より詳しいものにしなさい。それに関連する板書事項、プリント、教材
も提出すること（教材やプリントは模擬授業で使用したものを改善させる）。な
お、授業で発表した学習指導案のままでは採点の対象にならない。指摘されたこ
とを必ず入れて、内容を詳しくすること（A４用紙３枚程度。枚数はオーバーして
もかまわない）。

２．7月の授業で新たに分担が決まったテーマ（政治・経済）の模擬授業の指導案
やプリントを作成せよ。なお、秋学期は、提出された指導案に基づいて、模擬授
業を行う。内容が不備の場合は、科目不合格の対象となる。ＮＨＫ高校講座など
も必ず参考にして作成すること。

１はＢ４用紙１枚程度。２はＢ４用紙3枚程度だが、枚数をオーバーしても構わな
い。

7月30日(月) 学部事務室
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3
消費生活と行政
<東京キャンパス>

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。

１．消費者と関係する最近の新聞記事等を１つ取り上げ、内容について５W１Hの
視点からまとめ、自分の意見、感想、疑問を書きなさい。（レポート用紙1枚目に
課題をまとめる。2枚目に新聞記事を貼る）
*　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。全ページに学籍番号、氏名を書くこと。
②　出典（新聞社名、記事の年月日）を明記すること。

＊授業内で実施するテストも必ず受けること。７月実施の授業内テストを受けて
いない場合は、レポートを提出しても原則として単位は認められない（このこと
については授業で何度も連絡済み）。レポートの書き方は７月の講義で説明す
る。必ず聞いておくこと。また、書き方で質問がある場合も講義中に受け付け
る。
＊　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。
＊　１の問題はレポート用紙1枚ずつ。（ただし枚数をオーバーしてもかまわな
い）。全体をいくつかの段落に分けること。

7月30日(月) 教学事務室

4 社会科教育法IV 阿部　信太郎

以下の課題について、すべて答えなさい。
１．教育実習の研究授業で作成した学習指導案、配布プリント、教科書コピーな
どの資料を、すべてまとめてとじて提出する。
２．①教育実習についての感想。②後輩へのアドバイス。についてレポート用紙
１枚程度にまとめよ。
３．自分の教育実習について、研究授業を中心に、わかりやすく模造紙1枚にまと
めよ。（３のみ、提出はＦ２０８研究室前の箱の中）
＊１，２は、枚数に特に制限はない。

7月30日(月) 学部事務室

5 教育課程論 阿部　信太郎
7月の講義において、レポート課題を配布し説明する。なお、7月の授業内で実施
される小テストも必ず受けること。

7月30日(月) 学部事務室

6 ビジネスキャリアIII 阿部　信太郎

注）阿部が担当するビジネスキャリアⅢの課題である。自分が登録しているビジ
ネスキャリアⅢの担当の先生をよく確認すること。

＊レポート課題は7月の講義において配布し指示する。
＊表紙は必ず付け、ビジネスキャリアⅢの担当教員の氏名を必ず書くこと。表紙
に不備がある場合は、採点されないこともある。
＊課題は、講義の中で作成した自分のキャリアと就職活動に関連した課題を整理
して提出することである。提出した課題は、今後の自分用にコピーを必ず手元に
置いておくこと。

7月30日(月) 学部事務室
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7 教育制度 井上　敏博

以下の課題の中から２題選び答えなさい。（１）２００６年改正の教育基本法に
ついて、主要な改正点を２点具体的に指摘し、あわせてその改正条項の今日的意
義に言及しなさい。（２）幼児教育の二元的制度（幼稚園と保育所）に関してそ
の現状と課題点について指摘しなさい。（３）現在の学校教育法において「特別
支援学校」と「特別支援学級」がどのような位置と役割を果たしているか述べる
とともに、今日的課題点について指摘しなさい。

8月4日(土) 学部事務室

8 教育原理 井上　敏博

春学期の授業で取り上げた近代教育史で活躍した人物について、A．日本人の中で
特に関心を持っている人物一名、B．外国から日本に来て教育の分野で功績が顕著
な人物一名について、①その人物が青年期で受けた教育について②教育史上の顕
著な貢献について③今日からみてどのように評価できるか、といったテーマを含
め、それぞれ1,000字程度で説明しなさい。

8月4日(土) 学部事務室

9
ゼミナールII
<東京キャンパス>

久保田　正道

1．テーマ
各自の卒業論文について、テーマ、なぜそのテーマを選んだのかについてまとめ
ること
２．提出枚数
A4用紙（30字40行）２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。

7月30日(月)
13:00まで

メール
mkbt@jiu.ac.jp

10 ゼミナールI 松田　世治
【学期中（授業最終回まで）に未提出の学生が対象】
自身の卒業論文の（仮）研究計画書の作成（盛り込むべき内容などはクラス内で
配布した資料を参照のこと）

8月3日(金) 学部事務室

11 ビジネスキャリアI 松田　世治

「TDLはなぜ高い集客力と顧客満足度を誇るのか？」について、自分なりの新しい
問題提起も含めて、レポートして意見をまとめる。
【注意】詳細はクラス内で配布した資料「レポート課題の仕様」を参照のこと。
手元に「レポート課題の仕様」がない場合は教員までアクセスすること（オフィ
スアワー or matsuda@jiu.ac.jp まで）。課題趣旨に沿っていないレポート課題
はやりなおしの指示が出る可能性あるので注意。

8月3日(金) 学部事務室

12 ビジネスキャリアII 松田　世治

自身の卒業後の進路や志望に関するマイ・キャリア・レポートを作成する。
【注意】詳細はクラス内で配布した資料「レポート課題の仕様」を参照のこと。
手元に「レポート課題の仕様」がない場合は教員までアクセスすること（オフィ
スアワー or matsuda@jiu.ac.jp まで）。課題趣旨に沿っていないレポート課題
はやりなおしの指示が出る可能性あるので注意。

8月3日(金) 学部事務室
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13
ゼミナールI
<東京キャンパス>

神田　正美

IoT、AIの更なる発展で物流業界は、今後10年間でどのように変わっていくのか、
特に物流業界に携わる人達の業務（仕事）はどのように変わるのか検討して記述
しなさい。WORDでA4版用紙に２枚以上書きなさい。尚、文字の大きさは11ポイン
トに統一すること。

7月30日(月) 教学事務室

14
ゼミナールII
<東京キャンパス>

神田　正美

IoT、AIの更なる発展で物流業界は、今後10年間でどのように変わっていくのか、
特に物流業界に携わる人達の業務（仕事）はどのように変わるのか検討して記述
しなさい。WORDでA4版用紙に２枚以上書きなさい。尚、文字の大きさは11ポイン
トに統一すること。

7月30日(月) 教学事務室

15 ロジスティクス概論 神田　正美

現在の企業経営は、日本のみならず海外でも仕入先及び販売先との強固な連携に
よるサプライチェーン経営が一般的です。サプライチェーン経営を堅実に進めて
成功している見本として、トヨタ自動車があげられます。
トヨタ自動車が進める経営手法のどの部分がサプライチェーン経営にとって重要
で効果がでるのかを説明しなさい。WORDでA4版用紙に3枚以上書きなさい。尚、文
字の大きさは11ポイントに統一すること。

7月30日(月) 学部事務室

16
ロジスティクス概論
<東京キャンパス>

神田　正美

現在の企業経営は、日本のみならず海外でも仕入先及び販売先との強固な連携に
よるサプライチェーン経営が一般的です。サプライチェーン経営を堅実に進めて
成功している見本として、トヨタ自動車があげられます。
トヨタ自動車が進める経営手法のどの部分がサプライチェーン経営にとって重要
で効果がでるのかを説明しなさい。WORDでA4版用紙に3枚以上書きなさい。尚、文
字の大きさは11ポイントに統一すること。

7月30日(月) 教学事務室

17 ビジネスキャリアII 神余　崇子

ニュース検定公式テキスト「発展編」の36ページから39ページをよく読み、現在
の日本の財政状況について解説しなさい。また39ページの論点「消費税増税分の
一部の使途を教育無償化へ変更することに賛成？反対？」について自分の立場を
明確にした上で理由を述べなさい。（手書きでレポート用紙１枚以上記入するこ
と、図や表を用いてもよい）

8月3日(金) 学部事務室

18 ゼミナールI 染谷　芳臣

レポートのテーマは『花王株式会社の重視する経営指標に関してその意味を説明
しなさい。』である。レポートは、Wordを使って作成し、1頁36文字×40行で、4
ページ以上作成する。表紙には染谷ゼミナールⅠ課題と記入し、学籍番号と氏名
を記載すること。また、レポート作成のために活用した参考文献は、必ず記載す
ること。表紙および参考文献は規定の4ページ以上には含めない。
レポートは染谷のアドレスへ添付ファイルで送ること。添付ファイルで送る場
合、授業科目名と学籍番号・氏名を必ずメールタイトルに記入すること。タイト
ルが無題である場合、メールを開かないことがある。

8月2日(木)
20時まで

メール
ysomeya@jiu.ac.jp
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19 ビジネスデータ分析 染谷　芳臣

レポートのテーマは、『統計学上の、平均値、中央値及び標準偏差並びに正規分
布についてその意味を説明しなさい。』である。レポートはWordを使って作成し1
頁36文字×40行で、3ページ以上である。表紙にはビジネスデータ分析期末課題と
記入し、学籍番号と氏名を必ず記載すること。レポート作成のために活用した参
考文献は必ず記載すること。表紙と参考文献瘀の記載された頁は、規定の3ページ
以上に含めない。
レポートは染谷のアドレスへ添付ファイルで送ること。添付ファイルで送る場
合、授業科目名と学籍番号・氏名を必ずメールタイトルに記入すること。タイト
ルが無題である場合、メールを開かないことがある。

8月2日(木)
20時まで

メール
ysomeya@jiu.ac.jp

20 ビジネスキャリアI 染谷　芳臣

レポートのテーマは下記の歴史上の人物のうち、1名を選択し、彼が果たした歴史
的な偉業や社会的な貢献を調べ説明することである。岩崎彌太郎、渋沢栄一、本
田宗一郎、松下幸之助及び岩田　聡である。Ｗｏｒdを使って作成し、1頁36文字
×40行で3ページ以上のレポートを作成すること。表紙にはビジネスキャリアⅠ春
学期課題と記入し、選択した人物の名前を記入し、学籍番号と氏名を記載するこ
と。表紙と参考文献は、規定の3ページ以上には含めない。
レポートは染谷のアドレスへ添付ファイルで送ること。添付ファイルで送る場
合、授業科目名と学籍番号・氏名を必ずメールタイトルに記入すること。タイト
ルが無題である場合、メールを開かないことがある。

8月2日(木)
20時まで

メール
ysomeya@jiu.ac.jp

21 会社法a　<東京キャンパス> 早田　巳代一 自社設立手続きの定款作成と概要　A４横書き１０ページ以上 8月1日(水) 教学事務室

22 教職論 目時　修

文部科学省は教員に求められる資質能力として、「不断に最新の専門的知識や指
導技術等を身に付けていくことが重要」としたうえで、教員が常に学び続ける教
師像を提言している。このことについて、あなたが考える”常に学び続ける”と
はどのようなことかを具体的にあなたの考えを述べなさい。
※学部事務室より試験解答用紙を受領し手書きすること。(ワープロ不可）

8月2日(木) 学部事務室

23 日本文化論 長尾　宗典

海外の友人（留学生の場合は自国の友人で良い）に、日本文化について知るため
の本は何か質問されたと仮定して、そのときに勧められる本を１冊選んで文章で
紹介しなさい。
字数は1200～2000字程度とする。紹介する本の情報はレポートに明記すること。
講義中で取り上げた本でなくても良い。
記述言語は日本語とする。
上記課題については、授業で直接説明する。

8月1日(水)
Ｈ棟４１２号
長尾研究室
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24 国際文化演習Ⅰ 岡田　美也子

①古典、近現代どちらかを選んで日本文学研究の観点や方法について学んだこと
をまとめなさい。
②現時点の卒業論文のテーマと見通しをまとめなさい。
用紙：A4用紙
字数：①2000字以上  ②500字以上

7月31日(火) 学部事務室

25 国語科教育法IV 岡田　美也子

①高等学校学習指導要領要領（平成30年3月31日公示）において国語科教育はどの
ような改訂がなされたかまとめなさい。
用紙：A4用紙
字数：字数指定なし

②教育実習で作成した学習指導案および教材を一式提出しなさい。必要があれば
改善を施すこと

7月31日(火) 学部事務室

26
国際文化演習II
(卒業論文および制作を含む)

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）

2018年8月卒業予定者は提出不要（卒業論文と平常点により評価する）。

7月31日(火) 学部事務室

27 国際文化演習Ⅰ 芳賀　浩一
授業の課題図書における「普通の人」とは何かについて、作品を分析しＡ４用紙4
～7枚程度（行間なし、フォントサイズ１１）にまとめて提出してください。

8月1日(水) 研究室（Ｈ５０３）

28 比較文化概論 芳賀　浩一

授業内で配布し読んだテキストの中から興味をもったものをひとつ選び、そのテ
キストの日本文化理解の枠組みを用いて、あなたが興味をもっている現代の日本
文化・生活習慣を説明してください。まず最初にテキストの内容を自分の言葉で
説明し、その後で現代日本の分析を試みてください。Ａ４用紙3～5枚（行間な
し、フォントサイズ１１）とする。

8月1日(水) 研究室（Ｈ５０３）

29
国際文化演習II
(卒業論文および制作を含む)

芳賀　浩一
卒業論文の中の1章分をＡ４用紙4～6枚程度（行間なし、フォントサイズ１１）に
まとめて提出してください。

8月1日(水) 研究室（Ｈ５０３）

30 日本の社会と文化a（現代文化） 芳賀　浩一
授業内でのグループ発表の内容を各自の視点で深く掘り下げ、Ａ４用紙３～６枚
（行間なし、フォントサイズ１１）にまとめて提出してください。

8月1日(水) 学部事務室
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31 日本の社会と文化b(現代文化) 芳賀　浩一
授業内でのグループ発表の内容を各自の視点で深く掘り下げ、Ａ４用紙３～６枚
（行間なし、フォントサイズ１１）にまとめて提出してください。

8月1日(水) 学部事務室

32 国際コミュニケーション入門 Maria S.Ichiyama

Write your report based on the following: 1. Submit the improved version
of the content of your group presentation  2.Choose one of the topis of
these topics and write a complete report (A. English education in Japan
B. Communication Issues at School and at Home C. Developing Communication
Skills D. SNS Issues in the Academic World )
Number of Characters: Minimum 4000
References must be written properly

7月31日(火)
17時まで

研究室（H309)

33 西洋美術 吉城寺　尚子 最終授業日までに課題を指示または配布します。 7月30日(月) 研究室（H506)

34 文化遺産 吉城寺　尚子 最終授業日までに課題を指示または配布します。 7月30日(月) 研究室（H506)

35 ミュゼオロジー入門 吉城寺　尚子 最終授業日までに課題を指示または配布します。 7月30日(月) 研究室（H506)

36 ミュージアム･マネジメント 吉城寺　尚子 最終授業日までに課題を指示または配布します。 7月30日(月) 研究室（H506)

37 国際交流演習II 吉田　朋彦

１．卒業論文あるいは学年末レポートの概要・研究計画をA４で4～5枚程度にまと
めなさい。

２．英語と日本語の違いについて気が付いたことをまとめなさい（詳細は授業中
に指示する）。

7月31日(火) 学部事務室

38 国際交流演習I 柴　理子
【授業で直接指示】
授業で設定した各自のテーマでレポートを書く（2,000字程度）

8月5日(日) 担当教員へメール

39 日本とヨーロッパ 柴　理子

【授業で直接指示】
次の2つのテーマのどちらか1つを選び、レポートを作成する（2,000字程度）。
①人物から見た日本と中欧の交流
②ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリーのいずれか1国と日本との関係

7月30日(月) 学部事務室
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40 コミュニケーションの基礎 柴　理子

【授業で直接指示】
授業中に取り上げた次の3つのテーマから1つ選び、自分の考えを2,000字程度で論
理的に説明する。文献やデータの引用を必ず2つ以上入れて書くこと。
①英語の早期教育
②難民の受け入れ
③「アメリカ・ファースト」

7月30日(月) 学部事務室

41 国際開発論 川野　有佳 授業で直接指示 7月31日(火) 学部事務室

42 国際交流演習I 川野　有佳 授業で直接指示 7月31日(火) 学部事務室

43 国際交流演習II 川野　有佳 授業で直接指示 7月31日(火) 学部事務室

44 国際交流・協力実践 田中　由美子

授業で学習したことの中から関心のあるテーマを選択し、期末レポートを提出し
てください。A4で3～5頁。（例、偏見を越えた国際協力、国際教育協力、子ども
の権利条約、児童婚・強制婚、アジアの人身取引、ビジネスと国際協力、ファス
トファッションと国際協力、災害と国際協力、青年海外協力隊と国際協力など）

yumibamiyan@gmail.com　へ送付。（なるべくPDFではなくテキストで送って下さ
い。ファイル名には、自分の名前と学籍番号を必ず入れること）

8月7日（火）
17時まで

メール

45 国際交流演習I 飯倉　章 FP3級試験(9/9)に向けての学習計画（A4、1枚程度）を作成し、提出すること。 8月3日(金)
研究室（H４０１）

（不在の場合にはドア下より
入れること）

46 国際交流演習II 飯倉　章
欠席等で課題となった『100円のコーラを1000円で売る方法』の学習シートを、設
問に解答した上で提出すること（課題の学習シートは授業時に受け取ること）。

8月3日(金)
研究室（H４０１）

（不在の場合にはドア下より
入れること）

47 ゼミナールI 井上　敏昭
授業で個別に指示された内容、書式にしたがって自身の研究に関するレポートを
作成し、提出せよ。

8月2日(木) A410研究室前ボックス

48 ゼミナールII 井上　敏昭
授業で個別に指示された内容、書式にしたがって自身の研究に関するレポートを
作成し、提出せよ。

8月1日(水) A410研究室前ボックス

49 社会福祉専門研究I 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。

8月2日(木) A410研究室前ボックス
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50 人間関係論 井上　敏昭 授業内で指示された内容、書式にしたがってレポートを作成し、提出せよ。 8月2日(木) A410研究室前ボックス

51 子ども観察法 広瀬　美和 授業内で指定された観察対象の自然観察記録を作成して提出すること
7月30日(月 )

16時30分
A419研究室

52 保育内容総論 広瀬　美和
保育内容を総論的に学んだ上で，自身が理想とする保育内容を実現し得る保育環
境についてグループで討議した内容を模型と年間保育目標に表現して提出するこ
と

7月30日(月 )
16時30分

A419研究室

53 幼児教育方法論 広瀬　美和 講義で扱った幼児教育の方法を用いた部分指導計画を作成し提出すること。
7月30日(月 )

16時30分
A419研究室

54 臨床心理学I 佐野　智子
授業で行ったすべての心理検査を総合して，自分自身をアセスメントしなさい。
その際，各心理検査の結果を示し，報告書の書き方に習ってレポートしなさい。

8月2日(木) 学部事務室

55 障がいを持つ子の理解と支援 佐野　智子

障がいを持つ子への支援の「基本姿勢」について論じなさい。その際に、3冊以上
の文献を参考にすること。
また，実習に行った学生は，そこで学んだことを含めること。
A4サイズ、1000文字程度

7月30日(月) 学部事務室

56 相談援助演習 所　貞之

以下の①から③の課題から１つ選んで、授業内容をふまえて、
それぞれ1,000字以上1,600字以内でまとめなさい。
手書き不可、A4用紙で40字×40字設定。
表紙は、「授業名」「担当教員名」「学籍番号」「氏名」のみ記入
すること。本文の書き出しには課題番号を必ず記入すること。
書式が異なるものは評価対象としない。

課題番号①「保育者・援助者にとっての自己覚知」
課題番号②「保育相談支援における応答技法」
課題番号③「保護者支援とソーシャルワーク」

7月30日(月) 学部事務室

57 保育内容指導法 倉田　新
「保育者に必要な保育の哲学と保育の技術について論じなさい」
字数1,200字以上

7月31日(火) 学部事務室

58 情報メディア演習I 大内　善広

「インターネットにおける情報の扱い」について
（「インターネットにおける情報の扱い」について，情報の発信と受け取りの両
方の観点から「危険性」「注意事項・マナー」「リテラシー」などを調べ，レ
ポートにまとめて提出する。詳細については，授業時に配布したプリントを参照
すること。）

8月1日(水) JIU Portal
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59 保育の表現技術（造形） 尾関　立子
幼児教育にとって、造形表現活動はどのような可能性を持つのか、自分なりの考
えを述べよ。A4　1000〜2000字程度

7月30日(月) 学部事務室

60 保育内容演習（表現） 尾関　立子
１歳から６歳までの一般的な造形表現能力の発達段階について説明し、どのよう
なねらいをもって造形表現を指導すべきか、その考えを述べよ。A4　1000〜2000
字程度

7月30日(月) 学部事務室

61 ゼミナールI 増子　勝義
任意に一つの国を選び、社会保障制度を含む概要を書きなさい
（Ａ4版枚数自由）

7月31日(火) 研究室（A511)

62 ゼミナールII 増子　勝義
卒業論文の各自の担当箇所に関して調べたところをまとめなさい
（Ａ4版枚数自由）

7月31日(火) 研究室（A511)

63
映像撮影照明
<東京キャンパス>

ﾒﾃﾞｨｱ学部教員
（佐藤克則）

1:映像における撮影の役割、撮影機材の取り扱いと手法技術について述べよ
2:映像における照明の役割、照明機材の取り扱いと手法技術について述べよ
以上の２つから、1つ以上を選び、800字以上で書くこと。

8月3日(金) 教学事務室

64
メディア概論A
<東京キャンパス>

金田　克美／
及川　善弘

１、素晴らしい映画作品とは、観る人に何を伝えるか
２、歌舞妓の魅力とは何か
３、美術館に展示された美術作品鑑賞で何を感じたか
「映画」「歌舞伎」「美術展」３つのメディアの違いを比較しながら、上記の１
〜３について自分の考えを、それぞれ４００字以上にまとめて書いて提出して下
さい。（１〜３の合計文字数１２００字以上）パソコンのWordで書いてプリント
アウトして提出。ただしインターネットからのコピーは不可。紙はA4１枚以上と
する。

8月3日(金) 教学事務室

65
デジタル映像編集
<東京キャンパス>

佐藤　克則／
川島　章正

映画制作がフィルムからオールデジタル制作に転換する今、デジタ
ル化によって今後の映画制作がどの様に変化していくのか、フィル
ム時代から伝承されてきた技術を、デジタル時代にどのように受け
継いでいくのか。デジタルシステムを活かした、新しい映画作りの方
法等について考察し、レポート1200字以上にまとめて、各自の映
像編集に対する考え方を述べなさい。

8月3日(金) 教学事務室
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66 映像演出〈東京キャンパス〉
竹藤　佳世／
及川　善弘

授業内小レポートを全て提出した上で、期末課題として、以下の内容でレポート
を作成すること。（Ａ４サイズ・複数枚ホチキス留）
①監督として、ストーリーを映像的に描くにはどうすれば良いか、を200字程度に
まとめて、論述しなさい。
②コンテの作成について、授業で学んだことを500字程度にまとめなさい。
③「私の作りたいドキュメンタリー」をテーマに、「いつ、どこで、どのような
もの（人・出来事）を、どのように撮影するか」を述べて下さい。（400字以上）

7月31日(火) 教学事務室

67
メディア概論B
<東京キャンパス>

ﾒﾃﾞｨｱ学部教員

期末課題として、以下の内容について「自分の将来やりたいこと」と関連付け
て、レポートを作成して下さい。（Ａ４サイズ・複数枚ホチキス留）
①授業内で紹介された映像のジャンルの中で、最も興味をもったものをあげ、そ
の理由を述べて下さい。（200字以上）
②授業内で紹介された映像に関わるさまざまな役割（スタッフワーク）の中で、
自分が最も興味をもったものをあげ、その理由を述べて下さい。（400字以上）

7月31日(火) 教学事務室

68
映像美術デザインI
<東京キャンパス>

金田　克美

映像美術とは何か。授業を通して学んだことの中で、自分が最も興味深く思った
ことを中心に自分の考えを８００字以上にまとめて書いて提出して下さい。パソ
コンのWord、手書きどちらも可。ただしインターネットからのコピーは不可。紙
はA4とする。

8月4日(土) 教学事務室

69 マーケティング論 小渕　究

テーマ
　授業でとりあげた内容の中から印象に残っているテーマやポイント等を３点あ
げ，それぞれについて，意見や考えを盛りこみつつまとめてください。とりあげ
た３点がわかりやすいように，小見出しをつける等工夫して作成してください。
条件
１．Ｗｏｒｄで作成してください。
２．Ａ４用紙サイズ（40字×35行）で３枚以上６枚以内で作成してください。表
紙は除きます。とりあげた３点は明確に表記してください。
３．参考文献や参考サイト等は必ず記載してください（引用箇所及び末尾）。
４．あなたの意見や考えがないものは評価できません。それがよりわかるように
工夫し，必ず盛りこんでください。
５．授業内課題を１つも提出していない場合は採点対象とせず，Ｚ評価としま
す。

7月30日(月) 学部事務室
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70
マーケティング論
<東京キャンパス>

小渕　究

テーマ
　授業でとりあげた内容の中から印象に残っているテーマやポイント等を３点あ
げ，それぞれについて，意見や考えを盛りこみつつまとめてください。とりあげ
た３点がわかりやすいように，小見出しをつける等工夫して作成してください。
条件
１．Ｗｏｒｄで作成してください。
２．Ａ４用紙サイズ（40字×35行）で３枚以上６枚以内で作成してください。表
紙は除きます。とりあげた３点は明確に表記してください。
３．参考文献や参考サイト等は必ず記載してください（引用箇所及び末尾）。
４．あなたの意見や考えがないものは評価できません。それがよりわかるように
工夫し，必ず盛りこんでください。
５．授業内課題を１つも提出していない場合は採点対象とせず，Ｚ評価としま
す。

7月30日(月) 教学事務室

71
管理会計論I
＜東京キャンパス＞

小渕　究

テーマ
　授業でとりあげた内容の中から印象に残っているテーマやポイント等を２点あ
げ，それぞれについて，意見や考えを盛りこみつつまとめてください。とりあげ
た２点がわかりやすいように，小見出しをつける等工夫して作成してください。
条件
１．Ｗｏｒｄで作成してください。
２．Ａ４用紙サイズ（40字×35行）で３枚以上５枚以内で作成してください。表
紙は除きます。とりあげた２点は明確に表記してください。
３．参考文献や参考サイト等は必ず記載してください（引用箇所及び末尾）。
４．あなたの意見や考えがないものは評価できません。それがよりわかるように
工夫し，必ず盛りこんでください。

7月30日(月) 教学事務室

72 ビジネスプランニング 小渕　究

テーマ（以下の両方に取り組むこと）
Ａ．会計についてどのように理解したか，まとめてください。
Ｂ．ある会社の投資家向けの情報をとりあげ，思うところを述べてください。
条件
１．Ｗｏｒｄで作成してください。
２．Ａ４用紙サイズ（40字×35行）で３枚以上６枚以内（表紙除く）で作成して
ください。
３．参考文献や参考サイト等は必ず記載してください（引用箇所及び末尾）。
４．あなたの意見や考えがないものは評価できません。それがよりわかるように
工夫し，必ず盛りこんでください。

7月30日(月) 学部事務室
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73 ビジネスモデル研究C 小渕　究

テーマ（以下の両方に取り組むこと）
Ａ．会計についてどのように理解したか，まとめてください。
Ｂ．ある会社の投資家向けの情報をとりあげ，思うところを述べてください。
条件
１．Ｗｏｒｄで作成してください。
２．Ａ４用紙サイズ（40字×35行）で３枚以上６枚以内（表紙除く）で作成して
ください。
３．参考文献や参考サイト等は必ず記載してください（引用箇所及び末尾）。
４．あなたの意見や考えがないものは評価できません。それがよりわかるように
工夫し，必ず盛りこんでください。

7月30日(月) 学部事務室

74 ビジネスモデル研究c 小渕　究

テーマ（以下の両方に取り組むこと）
Ａ．会計についてどのように理解したか，まとめてください。
Ｂ．ある会社の投資家向けの情報をとりあげ，思うところを述べてください。
条件
１．Ｗｏｒｄで作成してください。
２．Ａ４用紙サイズ（40字×35行）で３枚以上６枚以内（表紙除く）で作成して
ください。
３．参考文献や参考サイト等は必ず記載してください（引用箇所及び末尾）。
４．あなたの意見や考えがないものは評価できません。それがよりわかるように
工夫し，必ず盛りこんでください。

7月30日(月) 学部事務室

75 音楽研究II 滝口　幸子

メロディや楽器、音楽形式そして音楽家の地位は、時代によってどのように変
化・発展していくか、またその理由は何か、授業で配布した資料を参考に、自分
の言葉で具体例を用いて説明しなさい。書式：word A4、MS明朝、フォント11で２
枚以上。

8月7日(火) 学部事務室

76
音楽研究II
<東京キャンパス>

滝口　幸子

メロディや楽器、音楽形式そして音楽家の地位は、時代によってどのように変
化・発展していくか、またその理由は何か、授業で配布した資料を参考に、自分
の言葉で具体例を用いて説明しなさい。書式：word A4、MS明朝、フォント11で２
枚以上。

8月7日(火) 教学事務室
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77
表象文化研究I
<東京キャンパス>

滝浪　佑紀

授業で扱った映画作品、テレビ作品、インターネット動画作品、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。

7月31日(火) 教学事務室

78 ビジネスアプリケーションI 中嶋　正夫

【課題】
　授業中に出題した最終課題（演習課題５）についてレポートにまとめて提出せ
よ。
【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。
【参照URL】
http://www1.jiu.ac.jp/~nakajima/

8月3日(金) 学部事務室

79 メディア制作ゼミII 中嶋　正夫

【課題】
　授業中に行った配布プリントによる作業を完成させ，プリントをゼミノートに
貼付し，まとめなさい。
【提出規定】
　ゼミノートそのものを提出すること。
【参照URL】
http://www1.jiu.ac.jp/~nakajima/

8月3日(金) 学部事務室

80 基礎ゼミII 中嶋　正夫

【課題】
　授業中に行った配布プリントによる作業を完成させ，プリントをゼミノートに
貼付し，まとめなさい。
【提出規定】
　ゼミノートそのものを提出すること。
【参照URL】
http://www1.jiu.ac.jp/~nakajima/

8月3日(金) 学部事務室

81 スタジオ番組I 島野　義孝

「中間アンケート」「期末アンケート」「作品紹介」
アンケート用紙、作品データ、作成方法プリントがない場合は、H212島野研究室
前から取ってください。
授業時間内に提出済みの場合、あらためて提出する必要はありません。

7月30日(月) 学部事務室
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82 プロジェクト研究I 島野　義孝

「ポートフォリオ」（InDesignファイルと関連ファイルを含むフォルダ）、「ス
ライドショー」「ミニドラマシナリオ」「ミニドラマ絵コンテ」「ミニドラマ撮
影スケジュール」「サイレント期のドキュメンタリー」以上のうち、未提出のも
のを完成させ、期日までに提出すること。

8月2日(木)
16:00

研究室（Ｈ２１２）

83 プロジェクト研究II 島野　義孝
「卒業研究紹介平面」
（イラストレーターファイルと関連ファイルを含むフォルダ）
授業時間内に提出済みの場合、あらためて提出する必要はありません。

7月31日(火)
16:00

研究室（Ｈ２１２）

84 映像プロデュース 島野　義孝

「中間アンケート」「期末アンケート」「作品紹介」
アンケート用紙、作品データ、作成方法プリントがない場合は、H212島野研究室
前から取ってください。
授業時間内に提出済みの場合、あらためて提出する必要はありません。

7月30日(月) 学部事務室

85 環境社会プロジェクト研究ｂ
家富　誠敏／
金子　祐介

所定用紙（授業時に配布）に、卒業研究の計画をまとめて提出すること。 8月2日(木)
研究室（A３１８）
または（Ａ３０５）

86 情報メディア演習I 家富　誠敏

※FF・ABFクラス

Word課題　【福祉レクリエーション　レポート作成】
福祉分野で活用できるレクリエーションを取り上げ、「概要」「手順・方法」
「実施のポイント」を調べ、WORDを用いてレポートを作成して提出すること。
※授業時で説明したレポートの書き方を必ず守ること

7月30日(月) 研究室（A３１８）

87 園芸療法論 多田　充

現代社会における諸問題の解決に、園芸療法がどのように貢献できるのか、具体
的な事例を挙げて考察しなさい。考察では園芸療法によって解決される社会的問
題の背景と、実現上の課題点についても述べなさい。A4用紙を使用し、２４００
字を目安として作成すること。

7月31日(火) 学部事務室
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88 Japanese Project a 尾本　康裕

日本の伝統文化について独自の研究をすること
　 引用した場合は、きちんと書くこと。課題は英語で出すこと。
 Submit your Final Project paper on Traditional Japanese Culture.  You
can write about the following topics: Japanese food culture, Japanese
history, Japanese martial arts, Japanese literature, etc.… You can also
compare Japanese culture with your own culture. (For example: The
Influence of Japanese food in the United States.)  Write a bibliography,
if necessary.  You should write the paper in English.

1200文字から2000文字程度
 From 1200 words - 2000 words. (Use MS word or equivalent if you submit
it via e-mail.)

8月1日

August 1st

メール『yomoto@jiu.ac.jp』
または、 研究室（H413）

 E-mail
“yomoto@jiu.ac.jp” or

submit it to  H413.

89 Japanese Project b 尾本　康裕

３回、交流活動に参加して、その感想をまとめて提出すること。
 Submit your Final Project paper on three exchange activities in which
you participated. Please write in detail as to what was the theme of the
exchange activities and your role in them and how you reacted and so on.
You must participate in at least 3 exchange activities, including Spelman
Cultural exchange classes, exchange with local high school students and
exchange with children at the local communities and so on. You should
write the paper in English.

1200文字から2000文字程度
 From 1200 words - 2000 words. (Use MS word or equivalent if you submit
it via e-mail.)

8月1日

August 1st

メール『yomoto@jiu.ac.jp』
または、 研究室（H413）

 E-mail
“yomoto@jiu.ac.jp” or

submit it to  H413.

90 スポーツと地域振興 高橋　季絵

★あなたの住むまちにどんなクラブがあったら、豊かなスポーツライフが送れま
すか？
課題：自身の考える地域スポーツクラブを企画し、具体的な事業計画をたてなさ
い。なお、以下の項目は必ず掲載すること。
 ①クラブの名称
 ②クラブのミッション（使命）→地域スポーツに対する役割
 ③クラブのビジョン（目標）→具体的な将来像
 ④運営スタッフ（役割・人数）と指導者（役割・人数）
 ⑤活動拠点→どのような施設（場所）で活動するか
 ⑥事業計画（具体的な事業（活動）内容および年間活動計画）

■提出形式
・wordで作成、 用紙サイズはＡ４のこと
 （左上をホッチキス止めする）
・表紙には、クラブの名称と、学籍番号・氏名を記載のこと
・表紙（1枚）＋本文（3枚以上5枚以内）：（2500字以上4000字以内）

 8月3日(金)
 15:00まで
 時間厳守

学部事務室
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91 金融論I 斎藤　和男
決済の役割とその手段について述べ、更に将来の方向性について1,000字前後で論
じてください。

7月31日(火) 学部事務室

92 金融論I　＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男
決済の役割とその手段について述べ、更に将来の方向性について1,000字前後で論
じてください。

7月31日(火) 教学事務室

93 金融論a 斎藤　和男
決済の役割とその手段について述べ、更に将来の方向性について1,000字前後で論
じてください。

7月31日(火) 学部事務室

94 金融論a　＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男
決済の役割とその手段について述べ、更に将来の方向性について1,000字前後で論
じてください。

7月31日(火) 教学事務室

95 金融論 斎藤　和男
決済の役割とその手段について述べ、更に将来の方向性について1,000字前後で論
じてください。

7月31日(火) 学部事務室

96 金融論＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男
決済の役割とその手段について述べ、更に将来の方向性について1,000字前後で論
じてください。

7月31日(火) 教学事務室

97
ジャーナリズム論
＜東京キャンパス＞

矢野　義明
ジャーナリズムの問題点について、最近のメディア報道から具体的な事例を示し
論じなさい。（２０００字以内）

7月30日(月) 教学事務室

98 経済事情　<東京キャンパス> 矢野　義明
証券取引所の機能と上場企業のメリットについて説明したうえで、株価を動かす
要因を述べなさい。（２０００字以内）

7月30日(月) 教学事務室

99 国語科教育法I 木村　誠次
指定された本の中の2編を読み、「学習指導案」の核となるものをそれぞれ800字
程度にまとめなさい。

8月1日(水) 学部事務室

100 特別活動論 木村　誠次
（将来、教員になった場合を想定して）
自分の作りたい「学級像」について述べなさい（800字程度）

8月1日(水) 学部事務室

101 乳児保育 青木 利江子
乳児保育についての生活支援・健康・疾病の予防支援・環境整備・救急対応・災
害対策など、最新の情報・研究をもとに保育支援のための知識や技術における保
育者の役割について述べてください。

7月31日(火) 学部事務室

102 子どもの保健I 青木 利江子
子どもの保健についての発育・発達・健康・疾病の予防対策・環境整備・救急対
応・災害対策等、最新の情報・研究をもとに、子どもと保護者が自ら健康行動が
取れるような支援のための保育者の役割について述べて下さい。

7月31日(火) 学部事務室
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103
映画研究I
<東京キャンパス>

鬼丸　眞人
授業で視聴した番組を一本ないし数本選びテレビの歴史をふまえ、その意義を論
評しなさい。あるいは作品の見方について、受けた刺激についての論述でもよ
い。

8月6日(月)
15:00

教学事務室

104
番組企画・構成
〈東京キャンパス〉

鬼丸　眞人
本授業で、企画・構成の視点であなたの役に立ったこと、あなたの考え方が変わ
るきっかけになったことを論述しなさい。

8月6日(月)
15:00

教学事務室

105
映像録音
〈東京キャンパス〉

高橋　義照

１、デジタルPCM録音における、標本化周波数（Sampling Frequency)と量子化
(Quontization) について、知るところを述べよ。
２、CD等のステレオ（２chステレオ）と，映画のステレオ（Dolby５・１等）の違
いについて知るところを述べよ。
３、映画制作における　「ダビング」について知るところを述べよ。
EX、時分割伝送（多重通信）について知るところを記せ。

7月31日(火) 教学事務室

106
ビジネスセミナーＡ
<東京キャンパス>

渡辺　一浩

次の２つの設問について、あなたの意見を述べてください。
設問１：出版不況、本が売れない状況を打破するには、どのような方策がありま
すか？

設問２：残業時間の削減が大きな問題になっています。カルビーの「終わったら
帰れ！」という改革は大変な評判になり、会社の士気は大いに上がりました。こ
の改革の根底にある思想は何でしょう？

※注１：自分の考えで作成してください。独創性を高く評価します。
※注２：ファイル形式は、word、excel、powerpoint、pdf、textで。
※注３：設問１・２あわせてA4 ５枚以上（pptならばスライド６枚以上）

8月2日(木)
※午前10時厳守のこと

　ikkou3des@gmail.com

メールに添付して渡辺に送っ
てください。
その際は、メールにも学籍番
号・氏名を明記すること。

107
ビジネスモデル研究B
<東京キャンパス>

渡辺　一浩

次の２つの設問について、あなたの意見を述べてください。
設問１：「一択のみ迷わない」という生き方と、「なるべく選択肢を多く持って
ベストを選ぶ」という生き方。あなたはどちらを支持しますか？ その理由も述べ
てください。

設問２：ノンフィクション小説『甲子園への遺言～伝説の打撃コーチ 高畠導宏の
生涯』（門田隆将著　講談社文庫）を読んで回答してください。
★高畠導宏さんはプロ野球のいくつもの球団で打撃コーチを務め、幾多の一流選
手を送り出し「名コーチ」として認められました。その高畠さんが高校の教師と
なり、甲子園出場を目指したのはなぜだと考えますか？そして志半ばで生を終え
たのをどう思いますか？

※注１：自分の考えで作成してください。独創性を高く評価します。
※注２：ファイル形式は、word、excel、powerpoint、pdf、textで。
※注３：設問１・２あわせてA4 ４枚以上（pptならばスライド５枚以上）

8月2日(木)
※午前10時厳守のこと

　ikkou3des@gmail.com

メールに添付して渡辺に送っ
てください。
その際は、メールにも学籍番
号・氏名を明記すること。
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108
ビジネスセミナーa
<東京キャンパス>

渡辺　一浩

次の２つの設問について、あなたの意見を述べてください。
設問１：出版不況、本が売れない状況を打破するには、どのような方策がありま
すか？

設問２：残業時間の削減が大きな問題になっています。カルビーの「終わったら
帰れ！」という改革は大変な評判になり、会社の士気は大いに上がりました。こ
の改革の根底にある思想は何でしょう？

※注１：自分の考えで作成してください。独創性を高く評価します。
※注２：ファイル形式は、word、excel、powerpoint、pdf、textで。
※注３：設問１・２あわせてA4 ５枚以上（pptならばスライド６枚以上）

8月2日(木)
※午前10時厳守のこと

　ikkou3des@gmail.com

メールに添付して渡辺に送っ
てください。
その際は、メールにも学籍番
号・氏名を明記すること。

109
ビジネスモデル研究b
<東京キャンパス>

渡辺　一浩

次の２つの設問について、あなたの意見を述べてください。
設問１：「一択のみ迷わない」という生き方と、「なるべく選択肢を多く持って
ベストを選ぶ」という生き方。あなたはどちらを支持しますか？ その理由も述べ
てください。

設問２：ノンフィクション小説『甲子園への遺言～伝説の打撃コーチ 高畠導宏の
生涯』（門田隆将著　講談社文庫）を読んで回答してください。
★高畠導宏さんはプロ野球のいくつもの球団で打撃コーチを務め、幾多の一流選
手を送り出し「名コーチ」として認められました。その高畠さんが高校の教師と
なり、甲子園出場を目指したのはなぜだと考えますか？そして志半ばで生を終え
たのをどう思いますか？

※注１：自分の考えで作成してください。独創性を高く評価します。
※注２：ファイル形式は、word、excel、powerpoint、pdf、textで。
※注３：設問１・２あわせてA4 ４枚以上（pptならばスライド５枚以上）

8月2日(木)
※午前10時厳守のこと

　ikkou3des@gmail.com

メールに添付して渡辺に送っ
てください。

その際は、メールにも学籍番
号・氏名を明記すること。

110
エンタテインメント概論
<東京キャンパス>

林　達也

レポートの主題は
・ 「自分の」考えるエンタテインメントの定義
・ 「自分が」創り上げたいエンタテインメント
です。
【形式】：自由／最低A4紙1,500字／マイクロソフトワード形式
（詳細は授業内で説明）

8月3日(金)
DropBoxファイルリクエスト
課題アップロードにて担当教
員に提出

111
デジタルメディアアプリケーション
<東京キャンパス>

林　達也

レポートの主題は
・ ソーシャル・メディアやデジタル・メディア・アプリケーションとは何なの
か？
・ どのように使うのか？
【形式】：自由／最低A4紙1,500字／マイクロソフトワード形式
（詳細は授業内で説明）

8月4日(土)
DropBoxファイルリクエスト
課題アップロードにて担当教
員に提出
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