
平成３０年度　秋季卒業　追・再試験日程

月日 時限 講義名称 担当教員 曜日時限 試験時間 教室 持込み等

7月18日 2 ソーシャルワーク論I 堀　千鶴子 水Ⅳ・木Ⅱ 50 G1-301 不可

7月18日 3 日本語初級a(文字) 渡邊　美和子 木Ⅲ・木Ⅳ 60 B310 不可

7月18日 4 情報メディア論 西川　徹 火Ⅰ 60 B303 自筆ノートのみ可（ルーズリーフ不可）

7月18日 4 翻訳の基礎(英日) 戸田　徹子 火Ⅰ 60 G1-301 不可

7月18日 4 日本語初級c(文法1) 本城　美和子 火Ⅰ・火Ⅱ・金Ⅰ・金Ⅱ 60 G1-303 不可

7月18日 5 ジェンダーと福祉社会 遠藤　惠子 火Ⅰ 60 B304 自筆ノート・配布資料のみ可

7月18日 5 ジェンダー論 遠藤　惠子 水Ⅱ 60 B304 自筆ノート・配布資料のみ可

7月18日 5 ジェンダーと社会 遠藤　惠子 水Ⅱ 60 B304 自筆ノート・配布資料のみ可

7月18日 5 日本語初級d(文法2) 張　継英 月Ⅰ・月Ⅱ・月Ⅲ・月Ⅳ 60 B310 不可

7月19日 2 マルチメディアコンテンツ制作 中嶋　正夫 金Ⅰ 60 B307 不可

7月19日 4 基礎の数学 戸田　容平 水Ⅳ 60 B304 不可

7月20日 1 日本語学概論a 野々口　ちとせ 月Ⅱ 50 B307 自筆ノートのみ可

7月20日 3 企業と社会 松田　世治 木Ⅱ 45 B304 自筆ノートのみ可(コピー不可)

7月20日 3 企業と社会 松田　世治 木Ⅱ 45 B304 自筆ノートのみ可(コピー不可)

7月20日 3 マーケティング論 松田　世治 水Ⅲ・木Ⅳ 45 B304 自筆ノートのみ可(コピー不可)

7月20日 3 日中翻訳技法I 李　頴清 金Ⅰ 60 B310 辞書

7月20日 4 韓国語IＡ 金　大石 月Ⅲ・金Ⅳ 60 G2-204 不可

7月20日 5 ビジネス日本語I 高見　研一 火Ⅱ・金Ⅲ 90 B303 不可

7月20日 5 発達心理学 高橋　葉子 金Ⅳ 60 B304 事前配布持込用紙のみ可

7月20日 5 認知心理学 高橋　葉子 金Ⅱ 60 B304 事前配布持込用紙のみ可

7月20日 5 日本語中上級b(受容) 高見　研一 火Ⅲ・金Ⅱ 90 B303 不可

7月21日 2 地理学a 齋野　岳廊 土Ⅱ 60 B303 自筆ノート・配布プリントのみ可



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 人事労務管理論 七井　誠一郎

以下の２題についてレポートしてください。レポート分量は自由です。
１）三六協定とは何かを説明しなさい。日本企業の長時間労働、過労死問題について
あなたの考えを述べなさい。
２）日本的経営について説明をしなさい。日本企業の長期雇用についてのメリット、
デメリットを論じなさい。

７月１８日（水） 学部事務室

2 国際マーケティング論 七井　誠一郎

以下の２題についてレポートしてください。レポート分量は自由です。
１） ニーズ、ウォンツという語を説明し、製品化の５ステージ、プロダクトライフ
サイクルの４ステージを説明しなさい。図と記述説明で回答しなさい。
２） 国際ビジネスを展開する企業は、進出先国の市場でどのような点について注意
してマーケティングミックス戦略を立案すべきだろうか？あなたの考えを論述しなさ
い。

７月１８日（水） 学部事務室

3 情報セキュリティ 本田　実 課題を学部事務室に取りに来ること。 ７月１９日（木） 学部事務室

4 法律学概論 楊　沢宇
指定テキスト「現代法学入門　第4版」伊藤　正己、加藤　一郎編の第１頁～８２頁
まで書き写したうえ（パソコン入力可）、最も興味を感じた部分を千字以内でまとめ
なさい。

７月１９日（木） 学部事務室

5 法律学概論　<東京キャンパス> 楊　沢宇
指定テキスト「現代法学入門　第4版」伊藤　正己、加藤　一郎編の第１頁～８２頁
まで書き写したうえ（パソコン入力可）、最も興味を感じた部分を千字以内でまとめ
なさい。

７月１９日（木） 教学事務室

6 民法a 楊　沢宇
指定テキスト「図解雑学　民法　改定新版」鎌野　邦樹著の第１４頁～１２４頁まで
（文字部分だけ、図の頁は不要）を書き写したうえ（パソコン入力可）、最も興味を
感じた部分を千字以内でまとめなさい。

７月１９日（木） 学部事務室

7 日本語の語彙・意味 野々口　ちとせ
「むすぶ」「つなぐ」「しばる」の３語について、意味の共通する部分と異なる部分
を、それぞれ例文を挙げながら説明しなさい。字数自由。レポートに授業名、学籍番
号、氏名、参考文献を明記すること。

７月２０日（金） 研究室（Ｈ５０２）

8 西洋美術 吉城寺　尚子 授業時に指示した課題を提出してください。 ７月２０日（金） 研究室（Ｈ５０６）



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

9 アジアの女性論 川野　有佳

① 「ダウリー」とはなにか。またダウリーにまつわるインド国内での問題について
現状をまとめ、解決策を挙げなさい。
② 「名誉殺人」とはなにか。どうしてそれがおきるのか、その背景をまとめ、解決
策を挙げなさい。
③ インドと中国の性比について、現状とその問題点について述べなさい。またそれ
を改善するにはなにが必要か、あなたなりの考えを述べなさい。

※①②③から２つテーマを選び、レポート作成すること。
表紙と参考文献を必ずつけること。
文字数：A4 ５枚程度　あるいは２０００字程度
文字サイズ：１０．５　か　１１

それ以外に：
※上記の期末レポート以外に、授業中に課した課題を全て提出していること。
※３分の２以上出席していること。

７月２０日（金） 学部事務室

10 心理学 大内　善広
心理学の授業内で紹介した実験を１つ取り上げ，その実験の内容と結果，実験から示
されたモデル・現象について２０００字程度で説明しなさい。

７月１９日（木） 研究室（Ａ４２６）

11 幼児国語 大内　善広 授業内で提示した課題を提出しなさい。 ７月１９日（木） 研究室（Ａ４２６）

12 ゼミナールII 増子　勝義 卒論の担当箇所をまとめて提出しなさい。 ７月１９日（木） 研究室（Ａ５１１）

13 映画作品研究 <東京キャンパス> 掛尾　良夫 未提出の授業内課題に取り組み、完成させて提出すること。 ７月１９日(木) 教学事務室

14 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１９日（木） 学部事務室

15 色彩学　〈東京キャンパス〉 高桑　真恵 未提出課題を完成させ、提出すること。 ７月１９日（木）
フェイスブックの
グループのサイト

16 アニメーションI　<東京キャンパス> 高桑　真恵／中村　陽介 未提出課題を完成させ、提出すること。 ７月１９日（木）
３号棟4-10
高桑先生のポスト

17 出版メディア 中尾　玲一 課題を学部事務室に取りに来ること。 ７月２０日(金) 学部事務室
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提出場所/Place of

submission

18 映像制作A　<東京キャンパス> 及川　善弘

「私の宝物」というタイトルで、映像作品（1分以上５分以内）を制作すること。
提出形式：ファイルフォーマットはMP４もしくはクイックタイムムービー、画質はH
２６４以上、フレームサイズは1920×1080でムービーファイルを作成
し、DVDもしくはブルーレイディスクに焼いて提出。

７月１８日（水）
１３時まで

教学事務室

19 環境生態学 国武　陽子
以下の6つの語彙を各100字程度で説明せよ。レポートは手書きで提出すること。
①生物多様性　②種分化　③外来種　④進化　⑤個体群　⑥生物間相互作用

７月１９日（木） 学部事務室

20
環境社会プロジェクト研究d
(卒業研究指導を含む)

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。
※成績発表後、すぐに研究指導教員とコンタクトをとり、研究報告書の作成に関する指導を受
けること。

７月２０日（金） 各研究指導教員研究室

21 経営情報基礎論 卜部　正夫 「経営情報基礎論」の要旨を、手書きで５枚以上のレポートにまとめてください。 ７月１８日（水） 学部事務室

22 情報化戦略論 卜部　正夫 「情報化戦略論」の要旨を、手書きで５枚以上のレポートにまとめてください。 ７月１８日（水） 学部事務室

23 現代思想 稲垣　秀人

以下の課題図書から1冊を読み、その概要を400字以上で、何を考えたのかを、400字
以上の計800字以上で記述して提出して下さい。
・山口誠『グアムと日本人－戦争を埋立てた楽園』、岩波新書
・金成隆一『ルポ トランプ王国――もう一つのアメリカを行く』、岩波新書
・眞淳平『21世紀はどんな世界になるのか　、国際情勢，科学技術，社会の「未来」
を予測する』、岩波ジュニア新書
・小林亜津子『はじめて学ぶ生命倫理: 「いのち」は誰が決めるのか』、
ちくまプリマ―新書
【レポート実施上の注意】
文字数の水増しと判定したものは、文字数に含めません。また、文字数が不足してい
る場合は、不可とします。課題図書、あるいはネットからのコピペは厳禁とします。
判明した場合は、不可とします。

７月２０日（金）

以下のメールアドレスにファ
イルを添付の上、送信するこ
と

68inagaki@gmail.com

24 社会学入門 稲垣　秀人

以下の課題図書から1冊を読み、その概要を400字以上で、何を考えたのかを、400字
以上の計800字以上で記述して提出して下さい。
・堤未果『（株）貧困大国アメリカ』、岩波新書
・飯島裕子『ルポ 貧困女子』、岩波新書
・芹沢俊介『家族という意志　よるべなき時代を生きる』、岩波新書
・森岡孝二『雇用身分社会』、岩波新書
・苅谷剛彦『大衆教育社会のゆくえ―学歴主義と平等神話の戦後史』、中公新書
【レポート実施上の注意】
文字数の水増しと判定したものは、文字数に含めません。また、文字数が不足してい
る場合は、不可とします。課題図書、あるいはネットからのコピペは厳禁とします。
判明した場合は、不可とします。

７月２０日（金）

以下のメールアドレスにファ
イルを添付の上、送信するこ
と

68inagaki@gmail.com



番号 科目名称/Subject 担当教員/Teacher レポート課題／Topic 提出期限/Deadline
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25 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）

７月１９日(木)
１０時まで(厳守)

ikkou3des@gmail.com

メールに添付して送ってくだ
さい。
メールにも学籍番号・氏名を
明記すること。

26 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）

７月１９日(木)
１０時まで(厳守)

ikkou3des@gmail.com

メールに添付して送ってくだ
さい。
メールにも学籍番号・氏名を
明記すること。

27 色彩の心理 上田　勝美

課題「色彩感覚についての考察」
所定の用紙の設問に答え、カラーカードを貼付けし、自身の色彩感覚について考察を
提出のこと。
※学部事務室にて配布課題あり

７月２０日（金） 学部事務室

28 日本語中級f(言語知識) 木下　泰利

Ａ４サイズレポート用紙に教科書「ＪＬＰＴ日本語能力試験Ｎ２単語」（旺文社）の
１番から２００番までの例文を書き写しなさい。
その際、Ａ４サイズレポート用紙を使用し、シャープペンシルで書くこと。ボールペ
ン使用不可。科目名・担当者名・学籍番号・氏名を明記した表紙をつけること。

７月２０日（金） 学部事務室
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