
番号 講義名称 担当教員

1 流通論 <東京キャンパス> 福島　和伸

2 情報産業論 久保田　正道

3 情報産業論 <東京キャンパス> 久保田　正道

4 電子商取引論 久保田　正道

5 電子商取引論 <東京キャンパス> 久保田　正道

6 ビジネスキャリアI <東京キャンパス> 久保田　正道

7 教育原理 井上　敏博

8 人事労務管理論 七井　誠一郎

9 国際マーケティング論 七井　誠一郎

10 ビジネスキャリアIII 七井　誠一郎

11 ミクロ経済学 渡邊　修朗

12 財政学 渡邊　修朗

13 経済原論a 渡邊　修朗

14 流通論 <東京キャンパス> 佐藤　和代

15 消費者行動分析論 佐藤　和代

16 消費者行動分析論 <東京キャンパス> 佐藤　和代

17 情報セキュリティ 本田　実

18 情報セキュリティ <東京キャンパス> 本田　実

19 情報メディア論 本田　実

20 情報メディア論 中田　典規

21 経営情報基礎論 <東京キャンパス> 中田　典規

22 データベース基礎論 中田　典規

23 データベース基礎論 <東京キャンパス> 中田　典規

24 情報処理基礎論 <東京キャンパス> 中田　典規

25 スポーツ社会学 大塚　正美

26 ビジネスキャリアI <東京キャンパス> 呉　小莉

27 公民科教育法I 阿部　信太郎

28 消費生活と行政 <東京キャンパス> 阿部　信太郎

29 教育課程論 阿部　信太郎

30 ビジネスキャリアIII 深山　元良

31 ロジスティクス概論 神田　正美

32 ロジスティクス概論 <東京キャンパス> 神田　正美

33 法律学概論 楊　沢宇

34 法律学概論 <東京キャンパス> 楊　沢宇

35 企業倫理論 <東京キャンパス> 楊　沢宇

36 民法ａ 楊　沢宇

37 商法a <東京キャンパス> 楊　沢宇

38 スポーツ医学 高橋　光平／佐仲　雅樹

39 スポーツ科学Ⅰa 高橋　光平

40 スポーツ科学IIa 高橋　光平

41 教職論（木Ⅰ） 目時　修

42 教職論（水Ⅴ） 目時　修

43 教育方法論 目時　修

44 航空・空港キャリア概論a ANA総合研究所

45 ラテンアメリカの歴史 田島　久歳

46 異文化理解 田島　久歳

47 経済学入門 孫根　志華

48 日本とアジア 孫根　志華

49 比較文化概論 芳賀　浩一

50 日本語の語彙・意味 野々口　ちとせ



番号 講義名称 担当教員

51 日本文学概論 渡邊　拓

52 日本文化論 長尾　宗典

53 文化交流史b(日本:欧米) 長尾　宗典

54 基礎演習I 長尾　宗典

55 アメリカ対外関係論 飯倉　章

56 国際コミュニケーション入門 Maria S.Ichiyama

57 西洋美術 吉城寺　尚子

58 ミュージアム･マネジメント 吉城寺　尚子

59 日本とヨーロッパ 柴　理子

60 コミュニケーションの基礎 柴　理子

61 国際開発論 川野　有佳

62 アジアの女性論 川野　有佳

63 国際関係論 三島　武之介

64 政治学入門 三島　武之介

65 日本と北米 三島　武之介

66 国際交流論 三島　武之介

67 人間関係論 井上　敏昭

68 ソーシャルワーク論I 堀　千鶴子

69 教育心理学 岩田　泉

70 心理療法概論 岩田　泉

71 相談援助の基礎と専門職 岩田　泉

72 臨床心理学 岩田　泉

73 生活支援技術I 松下　やえ子

74 心理学 佐野　智子

75 幼児教育研究(遊びの援助) 佐野　智子

76 生涯スポーツ概論 竹内　秀一

77 保育内容演習（健康） 竹内　秀一

78 介護概論II 伊藤　将子

79 認知症の理解II 伊藤　将子

80 こころとからだのしくみII 伊藤　将子

81 福祉文化論 増子　勝義

82 現代社会と福祉(職業指導を含む) 増子　勝義

83 社会福祉原論 増子　勝義

84 映画作品研究 <東京キャンパス> 掛尾　良夫

85 映画作品研究I <東京キャンパス> 掛尾　良夫

86 映像制作C1（ｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ）<東京キャンパス> 掛尾　良夫／中尾　玲一

87 メディア概論A　<東京キャンパス> 金田　克美／及川　善弘

88 映像美術デザインI　<東京キャンパス> 金田　克美

89 マーケティング論 <東京キャンパス> 小渕　究

90 ビジネスプランニング 小渕　究

91 メディア概論C <東京キャンパス> 瓦井　秀和

92 ビジネスアプリケーションI 中嶋　正夫

93 映像演出 <東京キャンパス> 竹藤　佳世／及川　善弘

94 メディア概論B <東京キャンパス> ﾒﾃﾞｨｱ学部教員(竹藤　佳世)

95 データベース 寺本　卓史

96 表象文化研究I <東京キャンパス> 滝浪　佑紀

97 デッサンII <東京キャンパス> 高桑　真恵

98 色彩学 <東京キャンパス> 高桑　真恵

99 スタジオ番組I 島野　義孝

100 コンテンツビジネスa <東京キャンパス> 中尾　玲一



番号 講義名称 担当教員

101 メディア概論E <東京キャンパス> 望月　純吉／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員

102 サウンド表現論 滝口　幸子

103 サウンド表現論 <東京キャンパス> 滝口　幸子

104 音楽研究II <東京キャンパス> 滝口　幸子

105 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)

106 制作演習c2（ﾈｯﾄﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾃﾝﾂ）<東京キャンパス> 寺本　卓史／稲垣　秀人

107 アニメーションI <東京キャンパス> 高桑　真恵／中村　陽介

108 デジタル映像編集 <東京キャンパス> 川島　章正／佐藤　克則

109 映像制作b <東京キャンパス> 中村　陽介

110 映像制作c <東京キャンパス> 中村　陽介

111 病態解析学演習II 佐仲　雅樹

112 病態解析学演習 佐仲　雅樹

113 環境政策論 鈴木　弘孝

114 緑地まちづくり 鈴木　弘孝

115 屋上緑化 鈴木　弘孝

116 園芸植物病論 鈴木　弘孝

117 園芸療法論 多田　充

118 ガーデニング実習I 多田　充

119 ガーデニング実習II 多田　充

120 環境倫理 瀧　章次

121 社会保険と福祉 髙宮　洋一

122 社会学原論 名本　光男

123 情報メディア論 家富　誠敏

124 環境生態学 国武　陽子

125 環境経済 山﨑　督

126 環境社会プロジェクト研究c 環境社会学部教員

127 キャリア形成I 金子　祐介／花村　美保／山﨑　督

128 キャリア形成II 金子　祐介／花村　美保／山﨑　督

129 環境社会学 瀧　章次／名本　光男

130 情報リテラシー 家富　誠敏／金子　祐介

131 キャリア形成III 花村　美保／山﨑　督／金子　祐介

132 クリニカルケア概論 岩田　浩子

133 チーム医療論 井上　映子

134 外国史概説 塩出　浩和

135 Fundamentals　of　EnglishI 語学教育センター教員

136 Fundamentals　of　EnglishII 語学教育センター教員

137 Oral　FluencyI 語学教育センター教員

138 労働法 穐山　守夫

139 行政法 穐山　守夫

140 コンピュータ基礎論 高木　治

141 プログラミング基礎 高木　治

142 コンピュータ技能I 高木　治

143 行政学　<東京キャンパス> 荘司　久雄

144 国際NPOマネジメント論　<東京キャンパス> 荘司　久雄

145 スポーツと地域振興 高橋　季絵

146 スポーツ経営学 高橋　季絵

147
サービス実践論 <東京キャンパス>
(サービス実践論a　<東京キャンパス>)

長崎　昇

148 サービスマーケティング論 <東京キャンパス> 長崎　昇

149 人事労務管理論 <東京キャンパス> 広田　薫

150 経営学総論【追試験】 阿部　誉司文



番号 講義名称 担当教員

151 経営学総論【再試験】 阿部　誉司文

152 国際法 近藤　航

153 日本国憲法 近藤　航

154 経営情報基礎論 卜部　正夫

155 情報化戦略論 卜部　正夫

156 経済学の基礎 <東京キャンパス> 李　熙錫

157 異文化適応論 <東京キャンパス> 小野　香織

158 日本の歴史a 池田　順

159 宗教学概論 三浦　周

160 文化人類学 森　雅雄

161 国際機構論 長谷　敏夫

162 精神科リハビリテーション学 富田　真奈美

163 リーダーシップ論 富田　真奈美

164 精神医学 富田　真奈美

165 乳児保育 青木　利江子

166 子どもの保健I 青木　利江子

167 社会学 武山　梅乗

168 デジタルレコーディングI <東京キャンパス> 大野　映彦

169 メディア概論D <東京キャンパス> 大野　映彦

170 ビジネスアプリケーションI <東京キャンパス> 添野　勉

171 ビジネスアプリケーションI <東京キャンパス> 林　達也

172 エンタテインメント概論 <東京キャンパス> 林　達也

173 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

174 CG映像I　<東京キャンパス> 五島　一浩

175 制作演習b（ﾓｰｼｮﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸ）<東京キャンパス> 五島　一浩

176 デジタルメディアアプリケーション 稲垣　秀人

177 ジャーナリズム論 <東京キャンパス> 薄木　秀夫

178 医療倫理 中田　亜希子

179 医療倫理学 中田　亜希子

180 看護学演習 酒井　朋子

181 看護・介護演習 酒井　朋子

182 色彩の心理 上田　勝美

183 生徒指導(進路指導の理論及び方法を含む) 林　孝夫

184 保健医療統計学 小林　悦子

185 ビジネスセミナーa <東京キャンパス> 渡辺　一浩

186 ビジネスモデル研究b <東京キャンパス> 渡辺　一浩

187 日本語中級g（聴解） 坂本　ひろみ

188 日本語中上級a(総合) 小塚　操

189 スペイン語IA <東京キャンパス> Cenzano R, Cristina

190 日本語中上級e(言語知識) 木下　泰利

191 日本語中級f（言語知識） 木下　泰利

192 ビジネスモデル研究c 小渕　究



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
流通論
<東京キャンパス>

福島　和伸
授業の中で取り上げたいろいろな事項の中から１つだけ選択し、つぎの２問に答えなさ
い。①その選択した事項について解説しなさい。②そこからあなた自身がとくに何を学ん
だかについて、あなたの言葉でまとめなさい。（ワード仕上げでA4用紙２枚程度。）

9月10日(月) 教学事務室

2 情報産業論 久保田　正道

１．テーマ
｢クラウドコンピューティングについて説明し、経済・社会に与える影響と今後の方向性
について論述せよ｣
　
２．提出枚数
A4用紙（30字40行）5枚以上、8枚以内（表紙は含めない）で手書き作成（ワープロ印刷は
不可）｡表紙に題名と学籍番号、氏名を記入のこと｡
　
３．その他
テーマに関連した書籍を読み、その内容を踏まえて自分の主張を展開すること｡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も同様に参考にしたアドレスを記入すること。
上記の条件に違反した場合、評価の対象とならない場合があるので注意すること。

9月10日(月)
11:30

学部事務室

3
情報産業論
<東京キャンパス>

久保田　正道

１．テーマ
｢クラウドコンピューティングについて説明し、経済・社会に与える影響と今後の方向性
について論述せよ｣
　
２．提出枚数
A4用紙（30字40行）5枚以上、8枚以内（表紙は含めない）で手書き作成（ワープロ印刷は
不可）｡表紙に題名と学籍番号、氏名を記入のこと｡
　
３．その他
テーマに関連した書籍を読み、その内容を踏まえて自分の主張を展開すること｡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も同様に参考にしたアドレスを記入すること。
上記の条件に違反した場合、評価の対象とならない場合があるので注意すること。

9月10日(月)
11:30

教学事務室

4 電子商取引論 久保田　正道

１．テーマ
｢Google、Apple 、Microsoft、Amazonのビジネスモデルについて比較・論述せよ｣
　
２．提出枚数
A4用紙（30字40行）5枚以上、8枚以内（表紙は含めない）で手書き作成（ワープロ印刷は
不可）｡表紙に題名と学籍番号、氏名を記入のこと｡

３．その他
テーマに関連した書籍を読み、その内容を踏まえて自分の主張を展開すること｡
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も同様に参考にしたアドレスを記入すること。
上記の条件に違反した場合、評価の対象とならない場合があるので注意すること。

9月10日(月)
11:30

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
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submission

5
電子商取引論
<東京キャンパス>

久保田　正道

１．テーマ
｢Google、Apple 、Microsoft、Amazonのビジネスモデルについて比較・論述せよ｣
　
２．提出枚数
A4用紙（30字40行）5枚以上、8枚以内（表紙は含めない）で手書き作成（ワープロ印刷は
不可）｡表紙に題名と学籍番号、氏名を記入のこと｡

３．その他
テーマに関連した書籍を読み、その内容を踏まえて自分の主張を展開すること｡
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も同様に参考にしたアドレスを記入すること。
上記の条件に違反した場合、評価の対象とならない場合があるので注意すること。

9月10日(月)
11:30

教学事務室

6
ビジネスキャリアI
<東京キャンパス>

久保田　正道 再試験対象者は、9月5日(水)16時までに久保田研究室へ来ること。 9月7日(金) 教学事務室

7 教育原理 井上　敏博

日本の近代教育史で活躍した人物のなかから
Ａ　明治から昭和において活躍した日本人の人物一名
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
を取り上げて、それぞれ1500字程度で説明しなさい。

ただし以下の3つの観点を含めたうえで説明しなさい。
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今日から見ての評価について

9月11日(火) 学部事務室

8 人事労務管理論 七井　誠一郎

【課題】三六協定とは何かを説明しなさい。日本企業で働く人の長時間労働、過労死問題
について、書籍や雑誌記事を参考にして、あなたの考えを述べなさい。なお使用した参考
文献は、レポートの末尾に必ず明記すること。

Ａ４サイズ２枚以上（インターネットから情報を単に張り付けた場合は、「剽窃」として
評価しない。

【提出先】nanai2@jiu.ac.jp
メールアドレスの件名および本文の２か所には「科目名」「学籍番号」「氏名」を明記す
ること。

上記アドレスへ、レポートをメールに添付して送ること。アドレスを間違わないように確
認して送ること。上記アドレス以外に送ったものは提出無効とするので慎重に送ってくだ
さい。nanaiの後に「２」という数字を入れること。課題提出した学生には、返信のメー
ルを４８時間以内に送る予定です。

9月10日(月)
10:00

メール
nanai2@jiu.ac.jp



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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9 国際マーケティング論 七井　誠一郎

【課題】次の英語で出題された２つの課題について回答しなさい。日本語もしくは英語で
回答してください。

1) Explain your idea about how multinational companies adapt their marketing
mixes for multicultural market. MNCs must decide how much their products,
promotion, price, and channels should be adapted for each foreign market.
2) For entering a multicultural market, what kind of knowledge and skills would
be required to the marketer (or you)?

Ａ４サイズ２枚以上（インターネットから情報を単に張り付けた場合は、「剽窃」として
評価しない。

【提出先】nanai2@jiu.ac.jp
メールアドレスの件名および本文の２か所には「科目名」「学籍番号」「氏名」を明記す
ること。

上記アドレスへ、レポートをメールに添付して送ること。アドレスを間違わないように確
認して送ること。上記アドレス以外に送ったものは提出無効とするので慎重に送ってくだ
さい。nanaiの後に「２」という数字を入れること。課題提出した学生には、返信のメー
ルを４８時間以内に送る予定です。

9月10日(月)
10:00

メール
nanai2@jiu.ac.jp

10 ビジネスキャリアIII 七井　誠一郎

【課題】あなたの履歴書を自由形式で作成してください。市販の履歴書で記入する内容を
含めた上で、企業があなたの長所・短所や能力をさらに十二分に理解し、あなたのことを
採用したくなるような自己ＰＲを含めたものを作成してください。

Ａ４サイズ３枚以上（インターネットから情報を単に張り付けた場合は、「剽窃」として
評価しない。）

【提出先】nanai2@jiu.ac.jp
メールアドレスの件名および本文の２か所には「科目名」「学籍番号」「氏名」を明記す
ること。

上記アドレスへ、レポートをメールに添付して送ること。アドレスを間違わないように確
認して送ること。上記アドレス以外に送ったものは提出無効とするので慎重に送ってくだ
さい。nanaiの後に「２」という数字を入れること。課題提出した学生には、返信のメー
ルを４８時間以内に送る予定です。

9月11日(火)
10:00

メール
nanai2@jiu.ac.jp

11 ミクロ経済学 渡邊　修朗

授業中に講義したテーマからひとつを選び、その内容と自分の意見を述べよ。（1200 文
字以上）

表紙に学籍番号、名前、テーマを記入する
本文のみを1200文字以上に換算。
手書きのこと。
コピー不可
授業中に講義した内容のみ可(その他不可）

9月10日(月) 学部事務室
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12 財政学 渡邊　修朗

授業中に講義したテーマからひとつを選び、その内容と自分の意見を述べよ。（1200 文
字以上）

表紙に学籍番号、名前、テーマを記入する
本文のみを1200文字以上に換算。
手書きのこと。
コピー不可
授業中に講義した内容のみ可(その他不可）

9月10日(月) 学部事務室

13 経済原論a 渡邊　修朗

授業中に講義したテーマからひとつを選び、その内容と自分の意見を述べよ。（1200 文
字以上）

表紙に学籍番号、名前、テーマを記入する
本文のみを1200文字以上に換算。
手書きのこと。
コピー不可
授業中に講義した内容のみ可(その他不可）

9月10日(月) 学部事務室

14
流通論
<東京キャンパス>

佐藤　和代

問題１．NB(ナショナルブランド）とPB(プライベートブランド）について知っていること
を説明しなさい
問題２．国内小売市場が伸び悩むなか、ネット通販が店舗小売業のシェアーを脅かす状況
が見えてきました（2016）。店舗小売業はこの状況に対してどのように対応したらよいと
考えますか。ネット通販、店舗小売業のそれぞれの優位性を整理したうえで、対応策ある
いは新たな戦略について述べてください。具体的な事例を用いて説明をしても構いませ
ん。

＊上記２問について課題レポートとしてまとめ、提出してください。
様式：A4(40×36)　横書で表紙を含め５枚程度。最後に引用文献など明記のこと。

9月11日(火) 教学事務室

15 消費者行動分析論 佐藤　和代

消費者行動は問題解決行動として捉える事ができます。
① 消費者行動を情報探索・処理による購買意思決定プロセスの観点から説明しなさい。
② 購買後行動について、消費後の評価として満足した場合と不満足な経験をした場合に
ついて、それぞれ起こりうることを理論的に説明しなさい。
＊Ａ４（40×36）で表紙を含めて５枚程度、ｗｏｒｄで作成しプリントアウトしたものを
提出
＊最後に引用文献等をまとめて書く。文中の図表には出典をつける。
＊学籍番号・氏名を明記した表紙を付ける。

9月11日(火) 学部事務室

16
消費者行動分析論
<東京キャンパス>

佐藤　和代

消費者行動は問題解決行動として捉える事ができます。
① 消費者行動を情報探索・処理による購買意思決定プロセスの観点から説明しなさい。
② 購買後行動について、消費後の評価として満足した場合と不満足な経験をした場合に
ついて、それぞれ起こりうることを理論的に説明しなさい。
＊Ａ４（40×36）で表紙を含めて５枚程度、ｗｏｒｄで作成しプリントアウトしたものを
提出
＊最後に引用文献等をまとめて書く。文中の図表には出典をつける。
＊学籍番号・氏名を明記した表紙を付ける。

9月11日(火) 教学事務室
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17 情報セキュリティ 本田　実

「H30年度情報セキュリティ春期追再試レポート資料」（学部事務室で受け取ること）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。

9月12日(水) 学部事務室

18
情報セキュリティ
<東京キャンパス>

本田　実

「H30年度情報セキュリティ春期追再試レポート資料」（教学事務室で受け取ること）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。

9月12日(水) 教学事務室

19 情報メディア論 本田　実

「H30年度情報メディア論春期追再試レポート資料」（学部事務室で受け取ること）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。

9月12日(水) 学部事務室

20 情報メディア論 中田　典規 経営情報学部の掲示板で課題を確認すること。
9月12日(水)
16:00

学部事務室

21
経営情報基礎論
<東京キャンパス>

中田　典規 紀尾井町３号棟の掲示板で課題を確認すること。
9月12日(水)
16:00

教学事務室

22 データベース基礎論 中田　典規 経営情報学部の掲示板で課題を確認すること。
9月12日(水)
16:00

学部事務室

23
データベース基礎論
<東京キャンパス>

中田　典規 紀尾井町３号棟の掲示板で課題を確認すること。
9月12日(水)
16:00

教学事務室

24
情報処理基礎論
<東京キャンパス>

中田　典規 紀尾井町３号棟の掲示板で課題を確認すること。
9月12日(水)
16:00

教学事務室

25 スポーツ社会学 大塚　正美 2020東京オリンピックの経済効果について（手書き、1,200文字） 9月13日(木) 学部事務室

26
ビジネスキャリアI
<東京キャンパス>

呉　小莉 再試験対象者は、9月5日(水)16時までに呉研究室へ来ること。 9月7日(金) 教学事務室
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27 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。

9月8日(土) 学部事務室

28
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まとめよ。単なるネットの切り貼りでは合格にならない。レポート用
紙はA４．
１．消費者・消費生活と関係する最近の新聞記事（または雑誌記事でもよい）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。（レポート用紙1
枚）。消費者・消費生活と関係のない記事は採点されない。
*　新聞記事（または雑誌記事）のコピーは不可。切り抜いて実物を貼ること。当然のこ
とだが、図書館等公共の新聞を切り抜くことは絶対にしないこと。新聞は自分で用意す
る。
①　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。
②　出典を明記すること。（新聞（雑誌）名。記事の年月日）
＊　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。

9月8日(土) 教学事務室

29 教育課程論 阿部　信太郎

自分の出身高等学校について（事情がある場合は他の高等学校でもよい）、どのような教
育課程を編成しているか調べてまとめよ。特に、その高校の学校教育目標や学校の教育理
念をまとめ、それがその学校の教育課程の特色にどのように反映しているかについてまと
めること。高校のウェブサイト（又はパンフレット）などから、その学校の教育課程の資
料を添付すること。
　レポートは、段落をいくつか作り、段落には、必ず小見出しを付けること。最後に自分
の見解も必ずいれること。

表紙を必ずつけること。自分のクラス番号も。枚数は、表紙や資料を除き２枚程度。

9月8日(土) 学部事務室

30 ビジネスキャリアIII 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）にエントリーシート、業
界・企業研究を入力して送信してください。

https://goo.gl/forms/6e2Z1jmVlKVVATbM2

送信後、学部事務室で手続きした受験票を深山研究室に提出してください（受験票の提出
期限も9月12日（水））

9月12日(水)
課題→ウエブ
受験票→深山研究室
(F206)
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31 ロジスティクス概論 神田　正美

神戸港は、1970年代から80年代にかけて長きにわたりコンテナ取扱港として世界２位から
５位というアジアのみならず世界の中でトップクラスの地位を維持する世界物流の中心拠
点でした。しかし、現在では残念ながら世界ランクでは50位後半と大きく落ち込んでしま
いました。何故、神戸港は世界トップクラスから大きく落ち込んでしまったのかその理由
を神戸港の歴史や世界経済の変化を織り込んでレポートとしてワードでＡ４版３～４枚に
まとめなさい。

9月11日(火) 学部事務室

32
ロジスティクス概論
<東京キャンパス>

神田　正美

神戸港は、1970年代から80年代にかけて長きにわたりコンテナ取扱港として世界２位から
５位というアジアのみならず世界の中でトップクラスの地位を維持する世界物流の中心拠
点でした。しかし、現在では残念ながら世界ランクでは50位後半と大きく落ち込んでしま
いました。何故、神戸港は世界トップクラスから大きく落ち込んでしまったのかその理由
を神戸港の歴史や世界経済の変化を織り込んでレポートとしてワードでＡ４版３～４枚に
まとめなさい。

9月11日(火) 教学事務室

33 法律学概論 楊　沢宇
授業でやってきた内容（法とは何か、法と裁判、実定法）を３千字程度で簡潔に総括した
上、あなたが最も興味を持つテーマについて、あなたの理解や興味を感じた理由などを千
字程度でまとめなさい。

9月12日(水) 学部事務室

34
法律学概論
<東京キャンパス>

楊　沢宇
授業でやってきた内容（法とは何か、法と裁判、実定法）を３千字程度で簡潔に総括した
上、あなたが最も興味を持つテーマについて、あなたの理解や興味を感じた理由などを千
字程度でまとめなさい。

9月12日(水) 教学事務室

35
企業倫理論
<東京キャンパス>

楊　沢宇
授業でやってきた内容（コンプライアンス体制、企業とステークホルダとの関係で考える
企業倫理、企業の内部統制など）を３千字程度で簡潔に総括した上、あなたが最も興味を
持つテーマについて、あなたの理解や興味を感じた理由などを千字程度でまとめなさい。

9月12日(水) 教学事務室

36 民法ａ 楊　沢宇
授業でやってきた内容―総則や物権の各テーマを時間順に３千字程度で簡潔に総括した
上、あなたが最も興味を持つテーマについて、あなたの理解や興味を感じた理由などを千
字程度でまとめなさい。

9月12日(水) 学部事務室

37
商法a
<東京キャンパス>

楊　沢宇
授業でやってきた内容（会社の設立、株式制度、機関制度など）を３千字程度で簡潔に総
括した上、あなたが最も興味を持つテーマについて、あなたの理解などを千字程度でまと
めなさい。

9月12日(水) 教学事務室

38 スポーツ医学
高橋　光平／
佐仲　雅樹

課題１　　成人に対する一次救命処置の手順をまとめなさい。
A4レポート用紙1～2枚
＊インターネットで「JRC蘇生ガイドライン」や「一次救命処置ガイドライン」などで検
索すると資料がみつかる。
　
課題２　　以下の設問に答えなさい。A4レポート用紙1枚
熱い夏の日（気温３４℃）の午前10時、あなたは友人と屋外のコートでテニスをしていま
した。すると、友人が急に「気分が悪い」と言ってしゃがみこみました。何が起こったの
でしょうか？そしてあなたはどう対処しますか？

9月11日(火) 学部事務室
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39 スポーツ科学Ⅰa 高橋　光平

以下のことについてレポートを作成してください。
・「大学生期に運動を行う意義（あるいは「大学生に運動を習慣化させるための方策」と
これからの自身の運動実施計画」について、あなたの考えをまとめ、2000字程度（ワープ
ロ不可）で作成してください。引用文献や参考資料を必ず書いてください。
ホームページなどを剽窃したレポートは認めません。

A4レポート用紙で作成し、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9月13日（木）17時までに学部事務室へ提出してください。

9月13日(木) 学部事務室

40 スポーツ科学IIa 高橋　光平

2020年東京五輪に向けてのスポーツ振興について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。A4レポート用紙で作成し、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。

9月13日(木) 学部事務室

41 教職論（木Ⅰ） 目時　修

教職論を学んであなたが最も記憶に残った事を５つ挙げて、その理由を述べなさい。
※ワープロで作成したレポートをプリントアウトして左上をステープラーで綴じて提出す
る事（データ送信は不可）
作成様式：A４縦置きの横書き　１行４０文字×１ページ４０行　３枚以上

9月12日(水) 学部事務室

42 教職論（水Ⅴ） 目時　修

教職論を学んであなたが最も記憶に残った事を５つ挙げて、その理由を述べなさい。
※ワープロで作成したレポートをプリントアウトして左上をステープラーで綴じて提出す
る事（データ送信は不可）
作成様式：A４縦置きの横書き　１行４０文字×１ページ４０行　３枚以上

9月12日(水) 学部事務室

43 教育方法論 目時　修

教育方法論を学んであなたが最も記憶に残った事を５つ挙げて、その理由を述べなさい。
※ワープロで作成したレポートをプリントアウトして左上をステープラーで綴じて提出す
る事（データ送信は不可）
作成様式：A４縦置きの横書き　１行４０文字×１ページ４０行　３枚以上

9月12日(水) 学部事務室

44 航空・空港キャリア概論a ANA総合研究所

１．春学期の講義を受講して、印象に残った内容を何点か、自分の言葉で書いてくださ
い。
２．講義内容を参考にして、自分が社会人になった時に、大切にしたいこと、心がけたい
ことを書いてください。
（以上の２テーマにつき、Ａ４・２枚程度）

9月12日(水) 学部事務室

45 ラテンアメリカの歴史 田島　久歳 ラテンアメリカ諸国の独立の要因を６つ挙げ、１５００字程度にまとめなさい。 9月13日(木) 学部事務室

46 異文化理解 田島　久歳
ヨーロッパ諸国がアジアやアフリカの植民地化を正当化するために、社会進化論や優生学
思想をどのように用いたか、知っていることを１２００字程度にまとめなさい。

9月13日(木) 学部事務室
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47 経済学入門 孫根　志華
日本経済の成長過程における輸出立国、投資立国、観光立国の特徴をまとめなさい。（教
科書を参考にＡ４用紙2枚程度）

9月10日(月) 孫根研究室(H501)

48 日本とアジア 孫根　志華
あなたが思う日本の対中国・米国の国際関係におけるあるべき姿を論じなさい。（Ａ４用
紙2枚程度でまとめる）

9月10日(月) 孫根研究室(H501)

49 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
キーワードを用いて、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用紙に2500字以上とする。

9月11日(火) 芳賀研究室(H503)

50 日本語の語彙・意味 野々口　ちとせ
「わずか」「かすか」「ほのか」の３語について、［意味の共通する部分］と［意味の異
なる部分］を、それぞれ例文を挙げながら説明しなさい。A4用紙使用、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。

9月12日(水) 学部事務室

51 日本文学概論 渡邊　拓

講義で扱った（あるいは言及した）日本の文学作品を読み、感想文を提出する。
字数：800字以上1200字以内

条件：作品からの引用は100字以内とする。作品以外の他人の文章を本やネットから絶対
に写してはならない。1行でも写した箇所があった場合、単位を取得できない。

作品はたとえば、『古事記』『日本書紀』『平家物語』『太平記』『仮名手本忠臣蔵』な
どの古典作品の場合、現代語訳や現代作家による翻案などを読んでも構わない。また、部
分的に読んだ感想でもよい。
上記の作品のほか、授業の中で名前の出た日本の文学作品についての感想でもよい。

9月7日(金) 学部事務室

52 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。また、参照した文献やウェブサイトがあれば明記するこ
と。記述言語は日本語とする。

9月14日(金)
12:00

長尾研究室(H412)

53 文化交流史b　(日本:欧米) 長尾　宗典

岩倉使節団が日本と欧米の文化交流の歴史において果たした役割について、授業を踏まえ
て論じなさい。
字数は1200～2000字程度とする。記述言語は日本語とする。
講義プリント以外に参照した文献やウェブサイトがあれば明記すること。

9月14日(金)
12:00

長尾研究室(H412)

54 基礎演習I 長尾　宗典
「私がJIUの国際文化学科で勉強したいこと」について日本語で説明した文章を書いて提
出すること。字数は1200字以上とする。
※基礎演習Ⅰを受講中の2017年度秋入学者を対象とする課題である。

9月14日(金)
12:00

長尾研究室(H412)
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55 アメリカ対外関係論 飯倉　章

「T」評価の学生は追試験を所定の期日に受けること。
「F」評価の学生は下記のレポートを提出すること。
テーマ：トランプ政権の対日政策と対中政策の比較
構成（指定）：①トランプ政権の対日政策の特徴、②トランプ政権の対中政策の特徴、③
対日政策・対中政策の相違点とその原因
枚数等：手書き、原稿用紙（400字詰め）4枚程度
留意事項：指定した構成に沿って書くこと。引用がある場合には、はっきりと引用である
ことが分かるように示し、引用元を明示すること。盗用・剽窃がある場合には単位を認め
ない。
＊「F」評価の学生であっても、レポート提出と合わせて試験を受けたい場合には認め
る。試験を受けた場合には、レポートと合算して成績評価を実施する。

9月12日(水) 学部事務室

56 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

9月14日(金) 学部事務室

57 西洋美術 吉城寺　尚子
学期末に配布した課題を提出しなさい。課題用紙がない場合は、研究室(H506)まで受取り
に来ること。

9月7日(金) 吉城寺研究室(H506)

58 ミュージアム･マネジメント 吉城寺　尚子
学期末に配布した課題を提出しなさい。課題用紙がない場合は、研究室(H506)まで受取り
に来ること。

9月7日(金) 吉城寺研究室(H506)

59 日本とヨーロッパ 柴　理子

次の2つのテーマのうち、期末レポート課題として提出しなかったほうのテーマでレポー
トを作成する（1,600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

9月14日(金)
23:59

メール
shibar@jiu.ac.jp

60 コミュニケーションの基礎 柴　理子

授業中に取り上げた次の3つのテーマのうち、期末レポート課題として提出しなかったほ
うのテーマでレポートを作成する（1,600字程度）。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」

9月14日(金)
23:59

メール
shibar@jiu.ac.jp

61 国際開発論 川野　有佳

授業で直接指示。レポート課題未提出者は、同テーマにてレポートを作成しなさい。春学
期にレポートを提出したにもかかわらずF評価だった者は、以下のレポート課題を作成す
ること。「日本がこれまで行なってきた開発途上国に向けた保健医療分野の協力について
調べ、その成果と課題についてまとめなさい。」2400字程度、表紙と参考文献をつけるこ
と。

9月12日(水) 学部事務室
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62 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つ選び、レポートを作成すること。表紙と参考文
献をつけること。A4 5枚程度。　文字サイズ：１０．５か１１

9月12日(水) 学部事務室

63 国際関係論 三島　武之介

以下の著作のいずれか１冊について、要約（600字以上800字以内）、感想・意見（1000字
以上1200字以内）をWordで作成し、印刷して提出すること。規定字数に満たないものは評
価しない。レポート末尾に必ず字数を明記すること。
飯倉章『第一次世界大戦史―諷刺画とともに見る指導者たち』中公新書、2016
飯倉章『1918年最強ドイツ軍はなぜ敗れたのか―ドイツ・システムの強さと脆さ』文春新
書、2017

9月13日(木) 学部事務室

64 政治学入門 三島　武之介

以下の著作のいずれか１冊について、要約（400字以上600字以内）、感想・意見（800字
以上1000字以内）をWordで作成し、印刷して提出すること。規定字数に満たないものは評
価しない。レポート末尾に必ず字数を明記すること。
佐々木毅『政治学の名著30』ちくま新書、2007
西山 隆行『アメリカ政治講義』ちくま新書、2018

9月13日(木) 学部事務室

65 日本と北米 三島　武之介

以下の著作のいずれか１冊について、要約（400字以上600字以内）、感想・意見（800字
以上1000字以内）をWordで作成し、印刷して提出すること。規定字数に満たないものは評
価しない。レポート末尾に必ず字数を明記すること。
坂野 潤治『近代日本の構造 同盟と格差』講談社現代新書、2018
筒井 清忠『昭和史講義─最新研究で見る戦争への道』ちくま新書、2015
服部 龍二『NHKさかのぼり日本史 外交篇[2]昭和“外交敗戦"の教訓 なぜ、日米開戦は避
けられなかったのか』NHK出版、2012

9月13日(木) 学部事務室

66 国際交流論 三島　武之介

以下の２問の両方に対し、２問合計で1200字以上1600字以内の解答をWordで作成し、印刷
して提出すること。規定字数に満たないものは評価しない。レポート末尾に必ず字数を
明記すること。
（１）自文化と他文化の違いにとまどった体験について１つ、誰にでも分かるように説明
しなさい。
（２）（１）の体験をどのように乗り越えたか、あるいは、これからどのようにして乗り
越えようと思うか、「国際交流論」の講義で学んだことに基づいて説明しなさい。

9月13日(木) 学部事務室

67 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。 9月11日(火) 井上研究室(A410)

68 ソーシャルワーク論I 堀　千鶴子

下記の課題すべてを、それぞれ2400字以内で説明すること（A4原稿用紙、手書きを厳守、
WEB上の資料のコピー不可、参考文献を明記すること）
１　ケースワークの歴史的展開を、ケースワーク理論の体系化の動向、現代の課題から説
明しなさい。２　生活モデルが登場した背景を説明し、医学モデルとの相違、生活モデル
の意義について説明しなさい。

9月12日(水) 学部事務室
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69 教育心理学 岩田　泉

次の2つの課題について、授業で配布したプリントを参考にまとめること。
・A4レポート用紙を用い、別に表紙をつけ、学籍番号・氏名を明記する。
・Wordにて記述する。フォントサイズは10.5ポイントを用いる。
[課題1]
授業で配布した教育心理学問題例(岩田)2018をすべて複写し、配布プリントを参考に
【　　】に答えを記入しなさい。
[課題2]
説明問題例3問についても配布プリントを参考に答えをまとめなさい。

9月12日(水) 学部事務室

70 心理療法概論 岩田　泉

次の2つの課題について、授業で配布したプリントを参考にまとめること。
・A4レポート用紙を用い、別に表紙をつけ、学籍番号・氏名を明記する。
・Wordにて記述する。フォントサイズは10.5ポイントを用いる。
[課題1]
授業で配布した心理療法概論問題例(岩田)2018をすべて複写し、配布プリントを参考に
【　　】に答えを記入しなさい。
[課題2]
説明問題例2問についても配布プリントを参考に答えをまとめなさい。

9月12日(水) 学部事務室

71 相談援助の基礎と専門職 岩田　泉

次の2つの課題について、授業で配布したプリントを参考にまとめること。
・A4レポート用紙を用い、別に表紙をつけ、学籍番号・氏名を明記する。
・Wordにて記述する。フォントサイズは10.5ポイントを用いる。
[課題1]
授業で配布した相談援助の基礎と専門職問題例(岩田)2018をすべて複写し、配布プリント
を参考に【　　】に答えを記入しなさい。
[課題2]
説明問題例2問についても配布プリントを参考に答えをまとめなさい。

9月12日(水) 学部事務室

72 臨床心理学 岩田　泉

次の2つの課題について、授業で配布したプリントを参考にまとめること。
・A4レポート用紙を用い、別に表紙をつけ、学籍番号・氏名を明記する。
・Wordにて記述する。フォントサイズは10.5ポイントを用いる。
[課題1]
授業で配布した臨床心理学問題例(岩田)の中の1から6までを複写し、配布プリントを参考
に【　　】に答えを記入しなさい。
[課題2]
説明問題例1・2についても配布プリントを参考に答えをまとめなさい。

9月12日(水) 学部事務室

73 生活支援技術I 松下　やえ子
成績交付日に担当教員より課題を受け取り、締め切り期日までに指定場所へ提出するこ
と。

9月10日(月) 松下研究室(A407)

74 心理学 佐野　智子
学部事務室で課題を受け取り、その課題レポートを期日までに提出すること。
※問題用紙と解答用紙に学籍番号・氏名を記入のうえ、両方とも提出してください。
※必ず自分で調べ、解答すること。

9月7日(金)
13:00

学部事務室
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75 幼児教育研究　(遊びの援助) 佐野　智子
基本的には、授業期間中に提出が求められていたすべての課題を提出することが求められ
いるが、必ず早急に担当教員に確認をとり、課題を確認すること。

9月7日(金)
13:00

佐野研究室(A420)

76 生涯スポーツ概論 竹内　秀一

身近にあるスポーツ関連の現象をひとつ取り上げ、どのような現象であるのかについて、
これまで「生涯スポーツ概論」の講義で扱った視点を踏まえながら自分なりに解説しなさ
い。なお、形式は氏名・学籍番号・題目を明記の上、Wordなど文章作成ソフトを使用し、
A4用紙（40字×30行）で本文2400字以上とする。

9月12日(水)
15:00

学部事務室

77 保育内容演習（健康） 竹内　秀一

乳幼児期における視覚の発達について具体的に説明しなさい。その上で、発達段階の違い
を踏まえながら、主に視覚をつかう具体的な「遊び」を自分なりに考案しなさい。なお、
形式は氏名・学籍番号・題目を明記の上、Wordなど文章作成ソフトを使用し、A4用紙（40
字×30行）で本文2400字以上とする。

9月12日(水)
15:00

学部事務室

78 介護概論II 伊藤　将子

注意：レポート課題用紙を担当教員から受け取ること。

課題1：「試験問題の修正」、課題2：「再構築の提出と介護観」
課題1：問題20までの全ての問題について「正しいもの」「適切なもの」を選択（各問題
の選択肢に「○」をする）したうえで、「○」を選択しなかった文章について、内容が正
しくなるように文章を修正する、もしくは、正しくない理由を記載して提出して下さい。
課題2：再構築を提出しなかった者は、再構築をしたうえで問題21に解答して下さい。
（再構築を提出した者は、課題2の提出は不要です。）

9月10日(月) 学部事務室

79 認知症の理解II 伊藤　将子

注意：レポート課題用紙を担当教員から受け取ること。

課題：「試験問題の修正」
全ての問題について「正しいもの」「適切なもの」を選択（各問題の選択肢に「○」をす
る）したうえで、「○」を選択しなかった文章について、内容が正しくなるように文章を
修正する、もしくは、正しくない理由を記載して提出して下さい。

9月10日(月) 学部事務室

80 こころとからだのしくみII 伊藤　将子

注意：レポート課題用紙を担当教員から受け取ること。

課題：全ての問題について「正しいもの」「適切なもの」を選択（各問題の選択肢に
「○」をする）したうえで、「○」を選択しなかった文章について、内容が正しくなるよ
うに文章を修正する、もしくは、正しくない理由を記載して提出して下さい。
＊最後の○×問題については、「×」の文章のみ、内容が正しくなるように文章を修正し
て提出して下さい。

9月10日(月) 学部事務室

81 福祉文化論 増子　勝義 仲村優一の「ソーシャルワーカーの心得」について解説しなさい(Ａ４版枚数自由) 9月12日(水) 学部事務室

82 現代社会と福祉　(職業指導を含む) 増子　勝義 社会福祉基礎構造改革についてその意義を含めて解説しなさい(Ａ４版枚数自由) 9月12日(水) 学部事務室
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83 社会福祉原論 増子　勝義 医療・福祉におけるスピリチュアルケアの必要性について論じなさい(Ａ４版枚数自由) 9月12日(水) 学部事務室

84
映画作品研究
<東京キャンパス>

掛尾　良夫

以下の作品から未提出の映画５作品を400字で感想を書いて提出してください。『風が強
く吹いている』「ショーシャンクの空に」「JSA」『国際市場で逢いましょう』「チルソ
クの夏」「ジョゼと虎と魚たち」「百万円と苦虫女」「横道世之介」「キツツキと雨」
『クロニクル』「運命じゃない人」『まほろ駅前多田便利軒』『桐島、部活やめるって
よ』

9月10日(月) 教学事務室

85
映画作品研究I
<東京キャンパス>

掛尾　良夫

以下の作品から未提出の映画５作品を400字で感想を書いて提出してください。『風が強
く吹いている』「ショーシャンクの空に」「JSA」『国際市場で逢いましょう』「チルソ
クの夏」「ジョゼと虎と魚たち」「百万円と苦虫女」「横道世之介」「キツツキと雨」
『クロニクル』「運命じゃない人」『まほろ駅前多田便利軒』『桐島、部活やめるって
よ』

9月10日(月) 教学事務室

86
映像制作C1（コンテンツビジネス）
＜東京キャンパス＞

掛尾　良夫／
中尾　玲一

追再試期間に個別に再審査を実施する。
科目担当教員：中尾玲一と連絡を取ること。

9月14日(金) 教学事務室

87
メディア概論A
<東京キャンパス>

金田　克美／
及川　善弘

劇映画、ドキュメンタリー映像、歌舞伎、それぞれを比較しながら魅力と違いについて８
００字以上にまとめて自分の考えを述べなさい。A4の紙にプリントアウトして提出するこ
と。

9月11日(火) 教学事務室

88
映像美術デザインI
<東京キャンパス>

金田　克美
映画作品が完成するまでに、映像美術はどのような役割を担っているか。具体的な映画を
１本とりあげて、自分の考えを８００字以上で述べて下さい。A4の紙にプリントアウトし
て提出すること。

9月11日(火) 教学事務室

89
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外とします。

9月13日(木) 教学事務室
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90 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。

9月13日(木) 学部事務室

91
メディア概論C
<東京キャンパス>

瓦井　秀和
雑誌メディアの現状と将来性について2000字以上で述べよ。さらに好きな雑誌1冊を購入
し、その内容の構成と魅力について２０００字以上で述べよ。
（雑誌名○月号　表紙写真も貼り付けること　Word形式）

9月13日(木) 教学事務室

92 ビジネスアプリケーションI 中嶋　正夫

【課題】
　バーチャルリアリティ技術が社会に及ぼす影響について考察し，レポートにまとめよ。
作成には，授業で説明したレポートのスタイルに則って構成すること。
【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。

9月13日(木) 学部事務室

93
映像演出
<東京キャンパス>

竹藤　佳世／
及川　善弘

追試験（T）；最近見た映画３本の感想レポートを作成して下さい。（１本200字以上、A
４サイズ・複数枚ホチキス留）

再試験（F)：提出していない期末課題を提出すること。　期末課題（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）

9月11日(火) 教学事務室

94
メディア概論B
<東京キャンパス>

ﾒﾃﾞｨｱ学部教員
(竹藤　佳世)

期末課題を提出していない学生は提出すること。すでに提出した学生で再試験になったも
のは、レポートが課題に合っていたか確認の上、再度レポートを作成すること。（詳細問
い合わせは竹藤まで）

期末課題：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）

9月11日(火) 教学事務室

95 データベース 寺本　卓史
①リレーショナルデータベース及び言語としてのSQLの歴史をまとめ、②SQLを用いること
のメリットとデメリットについて考察せよ。※資料等を正しい手順で引用せず、無断引用
等をした場合は、不合格となる。

9月12日(水)
メール
teramoto@jiu.ac.jp
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96
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)を考察する事。2000字以上、図版を含めるこ
と。

9月12日(水) 教学事務室

97
デッサンII
〈東京キャンパス〉

高桑　真恵 未提出課題を完成させ、データをメール添付で提出すること。 9月10日(月)
メール
takakuwa@jiu.ac.jp

98
色彩学
〈東京キャンパス〉

高桑　真恵 未提出課題を完成させ、データをメール添付で提出すること。 9月10日(月)
メール
takakuwa@jiu.ac.jp

99 スタジオ番組I 島野　義孝 個別に課題を用意してあります。学部事務室で受け取ってください。 9月10日(月) 学部事務室

100
コンテンツビジネスa
<東京キャンパス>

中尾　玲一 東京キャンパス3号棟1階教学事務で課題を受け取り、記入して提出すること。 9月12日(水) 教学事務室

101
メディア概論E
<東京キャンパス>

望月　純吉／
ﾒﾃﾞｨｱ学部教員

タイトル「舞台表現の可能性について」。（自身の興味のあるジャンルをもとに、作品な
どを取り上げて説明し、その後の可能性について述べよ。）A4、表紙を含む3枚以上。

9月11日(火) 教学事務室

102 サウンド表現論 滝口　幸子

以下の３つの内容について説明しなさい。
１）E Major Keyは♯が４つ、f minor keyは♭が４つのキーであるが、それぞれ五度圏の
理論を使ってキーの見分け方を説明しなさい。
２）「3/4拍子、♪＝80」とはどのような意味があるのか説明しなさい。
３）完全４度、長３度、短三度、減５度となる音程を、それぞれ10個ずつ書きなさい。
形式：word、フォント 11, MS P ゴシック

9月13日(木) 学部事務室

103
サウンド表現論
＜東京キャンパス＞

滝口　幸子

以下の３つの内容について説明しなさい。
１）E Major Keyは♯が４つ、f minor keyは♭が４つのキーであるが、それぞれ五度圏の
理論を使ってキーの見分け方を説明しなさい。
２）「3/4拍子、♪＝80」とはどのような意味があるのか説明しなさい。
３）完全４度、長３度、短三度、減５度となる音程を、それぞれ10個ずつ書きなさい。
形式：word、フォント 11, MS P ゴシック

9月13日(木) 教学事務室

104
音楽研究II
<東京キャンパス>

滝口　幸子

映画「アマデウス」（1984）または「カストラート」（1994）を見て、この時代の社会情
勢、音楽作品の特徴（楽器、形式など）、音楽家の地位について、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。

9月13日(木) 教学事務室
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105
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。

9月13日(木) 教学事務室

106
制作演習c2（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

FBグループより、「演習成果プレゼンテーション用シート」を入手し、演習成果を詳細に
記述すること。
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

9月10日(月)
メール
68inagaki@gmail.com

107
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、データをメール添付で提出すること。 9月10日(月)
メール
takakuwa@jiu.ac.jp

108
デジタル映像編集
<東京キャンパス>

川島　章正／
佐藤　克則

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。

9月13日(木) 教学事務室

109
映像制作b
<東京キャンパス>

中村　陽介 未提出課題の提出 9月12日(水)

googleドライブなどに
アップし、メール
(ynakamura@jiu.ac.jp)
で共有リンクを連絡する
こと。

110
映像制作c
<東京キャンパス>

中村　陽介 未提出課題の提出 9月12日(水)

googleドライブなどに
アップし、メール
(ynakamura@jiu.ac.jp)
で共有リンクを連絡する
こと。

111 病態解析学演習II 佐仲　雅樹 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月11日(火) 学部事務室

112 病態解析学演習 佐仲　雅樹 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月11日(火) 学部事務室

113 環境政策論 鈴木　弘孝
わが国の環境法において「汚染者負担の原則」はどのように具体的に規定されているか、
関連法規の条文を例示して説明せよ。(全体1000字以内)

9月11日(火) 学部事務室

114 緑地まちづくり 鈴木　弘孝
E.ハワードの「田園都市構想」の概要を説明し、この構想がその後の国際的な都市計画や
都市整備に及ぼした影響について記述せよ。(全体1000字以内)

9月11日(火) 学部事務室

115 屋上緑化 鈴木　弘孝 講義で実施した未提出の演習課題を提出すること。 9月11日(火) 学部事務室

116 園芸植物病論 鈴木　弘孝
病虫害を防除するための方法について、主因への対策、素因への対策、誘引への対策に分
けて、それぞれの留意点を記述せよ。(全体1000字以内)

9月11日(火) 学部事務室
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117 園芸療法論 多田　充

あなたの記憶に強く残っている、自分と植物や自然とのふれあい体験について述べなさい
（いつ、どこで、だれと、どのような体験をしたのかが分かるように書くこと）。また、
その体験が現在の自分に与えている影響を分析しなさい（自分の嗜好を形成している、性
格をつくった、体験を誇りとしているなど）。A4用紙を使用し、あわせて１２００字を目
安として作成すること。

9月12日(水) 学部事務室

118 ガーデニング実習I 多田　充 未提出の課題（授業ノート）を提出すること。 9月12日(水) 学部事務室

119 ガーデニング実習II 多田　充 未提出の課題（授業ノート、ガーデンデザイン平面図）を提出すること。 9月12日(水) 学部事務室

120 環境倫理 瀧　章次

環境倫理の講義を踏まえて、現代社会に目に見えない形で広がる地球規模のリスクについ
て、事例をひとつとりあげ、その問題を予防的に解決していくためにはどのような倫理が
必要か、論じなさい。字数：2000字―2400字（字数を文末に数えて表示すること）
【注意事項】剽窃厳禁

9月12日(水) 学部事務室

121 社会保険と福祉 髙宮　洋一

１　保険事業と公的規制との関係について、規制の必要性と規制の実効性を担保するため
に行政が行う具体的方策を詳述せよ。
　
＊レポート用紙（B4縦JIU解答用紙5枚ホッチキス綴じ）は、学部事務室より受領のこと

9月12日(水) 学部事務室

122 社会学原論 名本　光男
あなたの所属する家族は「核家族」か、あるいはそうでないかについて、その理由を述べ
ながら論じなさい。字数は特に定めない。提出は、namoto@jiu.ac.jp宛てにメールで送付
すること。

9月11日(火)
メール
namoto@jiu.ac.jp

123 情報メディア論 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：大学生活で情報技術を有効活用する方法（情報技術の例を取り上げ、身近な活
用法を考察する形でも可）
・書式　：Ａ４標準
・ページ数：２～５ページ

9月14日(金) 家富研究室(A318)

124 環境生態学 国武　陽子
以下の①－⑤の全ての語彙について各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

9月8日(土) 学部事務室

125 環境経済 山﨑　督 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月10日(月) 学部事務室

126 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。
※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。

9月14日(金)
各研究指導教員(研究室)
に直接提出
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127 キャリア形成I
金子　祐介／
花村　美保／
山﨑　督／

現在、先進各国のニュースで話題になっている地球規模での環境問題を改善していこうと
する試みについて事例を挙げ、その事例の特徴とメリット/デメリットを分析・考察し、
1200字程度のレポートにまとめなさい(A4)。
※自分なりの考察がないレポートは、受理しないものとする。

9月8日(土) 学部事務室

128 キャリア形成II
金子　祐介／
花村　美保／
山﨑　督／

現在、先進各国のニュースで話題になっている地球規模での環境問題を改善していこうと
する試みについて事例を挙げ、その事例の特徴とメリット/デメリットを分析・考察し、
1200字程度のレポートにまとめなさい(A4)。
※自分なりの考察がないレポートは、受理しないものとする。

9月8日(土) 学部事務室

129 環境社会学
瀧　章次／
名本　光男

地球規模の気候変動が顕著になり人間の生存の危機が著しく増大して来た時に、人類社会
はどのように変わらなければならないか。社会制度と理念の両方の観点から2000字前後で
論じなさい。
【注意事項】剽窃厳禁。構成においてよく整った、正しい日本語で論述すること。

9月11日(火) 学部事務室

130 情報リテラシー
家富　誠敏／
金子　祐介

用紙設定A4横に、縦書き二段組のレポートを提出しなさい。
レポートの記載内容は、本大学東金キャンパスの植生や動物などの生息する自然環境につ
いて観察し、その観察した結果について1200字程度で記載しなさい。その際に、必ず、写
真を３枚以上掲載すること。
※自分なりの考察がないレポートは、受理しないものとする。

9月8日(土) 学部事務室

131 キャリア形成III
花村　美保／
山﨑　督／
金子　祐介

指定用紙「私の年表」(2ページ)を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出す
ること。併せて年表4枚も「私の年表」の作成の参考資料として学部事務室で配布します
ので活用してください。

【作成ポイント】
①西暦と年齢を記載してください。
②1ページ⇒過去の自分のでき事や、当時の夢などを記載して下さい。
③2ページ⇒大学卒業後の30歳以降の人生設計を記載して下さい。
④「社会のでき事、未来予測」は、別紙の年表(学部事務室にて配布)を参考に記載して下
さい。

9月7日(金) 学部事務室

132 クリニカルケア概論 岩田　浩子 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。
9月10日(月)
17:00

岩田研究室(K220)

133 チーム医療論 井上　映子

テーマ：「チーム医療における看護」

＊サブテーマをつけること
＊2000字程度
＊表紙をつけること
＊引用・参考文献を2件以上用いること

9月14日(金)
11:30

学部事務室

134 外国史概説 塩出　浩和 魏源と鄭觀應の思想を比較しつつ、2000-3000字で論じてください。
9月10日(月)
16:00

学部事務室

135 Fundamentals　of　EnglishI 語学教育センター教員 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月12日(水) 学部事務室
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136 Fundamentals　of　EnglishII 語学教育センター教員 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月12日(水) 学部事務室

137 Oral　FluencyI 語学教育センター教員 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月12日(水) 学部事務室

138 労働法 穐山　守夫
追試(T)は試験ですが、再試(F)はレポートです。
【課題】非典型雇用の意義と問題点について説明せよ。(B4 1枚)
課題用紙(B4 1枚)を学部事務室で受け取ること。

9月7日(金) 学部事務室

139 行政法 穐山　守夫
追試(T)は試験ですが、再試(F)はレポートです。
【課題】行政主体と行政機関について説明せよ。(B4 1枚)
課題用紙(B4 1枚)を学部事務室で受け取ること。

9月7日(金) 学部事務室

140 コンピュータ基礎論 高木　治
テキストの総合問題を解き、結果をプリントアウトして提出する。
(1)テキストp188 総合問題1,ファイル名：report-01
(2)テキストp195 総合問題7,ファイル名：report-02

9月7日(金) 学部事務室

141 プログラミング基礎 高木　治

自分でオリジナルのプログラムを２つ作成する。
(1)分岐処理のif文と繰返し処理のfor文の両方を使ったプログラミングを作成しなさい。
(2)分岐処理のif文と繰返し処理のwhile文の両方を使ったプログラミングを作成しなさ
い。
(1),(2)のプログラミングの内容はどんなものでもよい。
但し、プログラムの最初にコメントでプログラムの説明文を入れること。
ファイル名は自由。
作成したプログラミングをプリントアウトして提出すること。

9月7日(金) 学部事務室

142 コンピュータ技能I 高木　治
テキストの総合問題を解き、結果をプリントアウトして提出する。
(1)テキストp188 総合問題1,ファイル名：report-01
(2)テキストp195 総合問題7,ファイル名：report-02

9月7日(金) 学部事務室

143
行政学
<東京キャンパス>

荘司　久雄

地方自治体における直接民主制について説明し、常設型住民投票条例について論じなさ
い。

注意事項
１．手書きのこと。印刷物やサイトからのコピーは採点しない。
２．他からの流用ではなく、自分の見解を述べること。
３．字数は、Ａ４用紙１枚内にまとめること。
４．解答以外のことは記入しないこと。

9月10日(月) 教学事務室
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144
国際NPOマネジメント論
<東京キャンパス>

荘司　久雄

配布した資料等から国際的なＮＰＯを１つ選び、その団体の概要をまとめるとともに、事
業を成功させるために行っている工夫を整理しなさい。

注意事項
１．手書きのこと。印刷物やサイトからのコピーは採点しない。
２．他からの流用ではなく、自分の見解を述べること。
３．字数は、Ａ４用紙１枚内にまとめること。
４．解答以外のことは記入しないこと。

9月10日(月) 教学事務室

145 スポーツと地域振興 高橋　季絵

★下記の２課題についてそれぞれ調べ、レポートを提出のこと！
課題１.東京都スポーツ推進総合計画（平成30年3月策定）について
　 ※以下の項目は必ず含めること
①　計画の名称　　 ②　作成した部課　　　③　計画の期間
④　基本理念　　　　⑤　３つの政策目標と達成指標
⑥　３０の政策指針
課題２.総合型地域スポーツクラブ：調和SHC倶楽部（東京都調布市）について
※以下の項目は必ず調べること
①　設立年月　　　　  ②　会員数　　　　　③　入会金、年会費
④　主な活動内容　　⑤　現在の活動状況（スケジュール）
⑥　主な活動場所

■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）
 表紙には、科目名・担当教員名、および、学籍番号・氏名を必ず記載
 本文は、各題につき1500字以上3000字以内
（表紙1枚と、1課題につき本文2枚以上5枚以内にまとめること）

9月7日(金)
15:00

学部事務室

146 スポーツ経営学 高橋　季絵

★下記の２課題についてそれぞれ調べ、レポートを提出のこと！
課題１：　『 FIFAワールドカップ 』について
①　大会の概要（どのような大会か？）　②　大会の主催者（主催団体）
③　FIFAワールドカップの歴史（背景）　 ④　参加資格
⑤　開催国の決定方法と歴代開催地　　⑥　大会スポンサーシップの仕組み
⑦　FIFAワールドカップに関する問題点・課題を指摘しなさい
課題２：　『 ジャパンラグビートップリーグ 』について
①　リーグの概要（どのようなリーグ？）
②　主催者（主催団体）
③　リーグ設立の背景（歴史）
④　参加資格
⑤　トップリーグにおける問題点・課題を指摘しなさい

■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）
 表紙には、科目名・担当教員名、および、学籍番号・氏名を必ず記載
 本文は、各題につき1500字以上2000字以内
（表紙1枚と、1課題につき本文2枚以上5枚以内にまとめること）

9月7日(金)
15:00

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

147
サービス実践論
<東京キャンパス>

長崎　昇

(1)あなたが研究対象としたサービス企業を1社あげ、そのサービス企業について説明して
ください。説明する際、以下のサービス・マネジメント・システムの項目を使って、でき
るだけ具体的に説明してください。
　■サービス・マネジメント・システム
　・マーケット・セグメンテーション…お客様は誰か
　・サービス・コンセプト…お客様に何(どのような価値)を提供しているか
　・組織理念と文化…企業として何を大切にして、従業員に伝えているか
　・サービス・デリバリー・システム…どのようにサービスをつくり、提供している
    のか、サービス提供のためにどのような仕組みを持っているのか、使っているのか
　・イメージ…どのような良いイメージをつくっているか

(2)当企業が他社(同業、ライバル企業等)より優れている点は何ですか。

(3)今後、当企業がさらによくなる(CS・ES・業績向上)のために必要なことは何でしょう
か。

9月7日(金) 教学事務室

148
サービスマーケティング論
<東京キャンパス>

長崎　昇

(1)あなたが研究対象としたサービス企業を1社あげ、そのサービス企業について説明して
ください。説明する際、以下のサービス・マーケティング・ミックスの７Ｐを使って、そ
の企業の特徴が明らかになるように説明してください。
　■サービス・マーケティング・ミックスの７Ｐ
　・サービス商品　Product
　・場所　　　　　Place
　・販売促進　　　Promotion
　・価格　　　　　Price
　・人材　　　　　People
　・物的環境要素　Physical evidence
　・提供過程　　　Process

(2)当企業が他社(同業、ライバル企業等)より優れている点は何ですか。

(3)今後、当企業は、新たにどのようなサービスをつくり提供するとよいと思いますか。
ご自由に発想してお書きください。

9月7日(金) 教学事務室
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149
人事労務管理論
〈東京キャンパス〉

広田　薫

日本の企業の特徴である以下の項目について、授業の内容及び授業で使用したテキストを
見ながら、記述しなさい。
①日本的雇用システムの特徴である、長期雇用制度と年功賃金制度、また、新卒定期採用
制度は、いつごろ、どのようにして形成されてきたのか、記述しなさい。
②解雇の３種類を記載し、それぞれの内容について説明しなさい。
③「解雇権濫用法理」と「整理解雇の４要件」について説明しなさい。
④日本企業における教育訓練の特徴としてＯＪＴが挙げられるが、そもそもＯＪＴとは何
か、また、何故、日本企業においてはＯＪＴが中心になるのか、説明しなさい。
⑤定年制下における年功賃金のイメージを図を用いて説明しなさい。
⑥わが国の法定労働時間と残業時間について、労働基準法32条と36条の関係を踏まえて説
明しなさい。
⑦アメリカでは過労死が起こらないと言われているが、それは何故か。わが国の正規従業
員の働き方との違いを踏まえて答えなさい。
⑧中小企業の賃金・労働時間といった労働条件と仕事のやりがいについて説明しなさい。
なお、①から⑧まですべて記述すること。

【レポートの形式】
①手書き以外不可
②字数：①から⑧まで合計して600字以上

9月13日(木) 教学事務室

150 経営学総論【追試験】 阿部　誉司文
日本は世界で最も長寿企業が多いとされる。この理由についてあなたの考えを800字～
1200字内で述べよ。

9月7日(金) 学部事務室

151 経営学総論【再試験】 阿部　誉司文 良い会社とは何か。あなたの考えを800字～1200字内で述べよ。 9月7日(金) 学部事務室

152 国際法 近藤　航 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。
9月7日(金)
15:00

学部事務室

153 日本国憲法 近藤　航 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。
9月7日(金)
15:00

学部事務室

154 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10枚以上のレポートにまとめてください。 9月12日(水) 学部事務室

155 情報化戦略論 卜部　正夫 「情報化戦略論」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。 9月12日(水) 学部事務室

156
経済学の基礎
<東京キャンパス>

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）

9月10日(月) 教学事務室

157
異文化適応論
<東京キャンパス>

小野　香織
第２回から第１４回の授業（第１０回（休講）を除く）で習ったことを、それぞれ（各回
ごとに）まとめ、それに対して自分が気付いたことを２００字程度で記載せよ。
全１２回ｘ２００字＝合計２,４００字

9月7日(金) 教学事務室
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158 日本の歴史a 池田　順
春学期に講義した諸問題の中から自由に問題を一つ取りあげ、その問題について調べたこ
とを各自の考えをまじえながら2000字程度にまとめ提出すること(参考文献を必ず記すこ
と)。インターネットからのコピーは厳禁、コピーしたとみられる場合は不合格とする。

9月11日(火)
11:30

学部事務室

159 宗教学概論 三浦　周
授業で指示をした本試験の課題と同じ内容のレポートを、PDFファイルにしてメール提出
すること。

9月13日(木)
メール
shu.ky.gaku.kadai
@gmail.com

160 文化人類学 森　雅雄

以下の設問について簡潔に答え、用紙1枚に書いて提出すること(用紙は自由、表紙は不
要)
1.ヒトとは何かを定義するときに、その基準となるものは何か。
2.採集狩猟民が作る社会集団を何というか。
3.人類最初の衣服はどんなものか。
4.人類最初の住居はどんなものか。
5.マダガスカル島民の故地はどこか。
6.チベット族の婚姻形態は何か。
7.ヒマラヤ中腹部から雲南省をへて西日本に至る地域に共通する文化を何というか。
8.ニューギニア高地民が婚資として用いる動物は何か。
9.ディンカ族が婚資として用いる動物は何か。
10.トロブリアンド島民が毎年、妹に贈り続けているものは何か。
11.首長と王の違いは何か。
12.アムハラ族の宗教は何か。

9月11日(火) 学部事務室

161 国際機構論 長谷　敏夫 国連人権理事会の組織と役割を説明しなさい。 9月7日(金)
メール
toshiohaase@yahoo.co.jp

162 精神科リハビリテーション学 富田　真奈美 春学期末試験のレポート課題を作成し、配布済みの表紙に添付して提出すること。 9月7日(金) 学部事務室

163 リーダーシップ論 富田　真奈美 春学期末試験のレポート課題を作成し、配布済みの表紙に添付して提出すること。 9月7日(金) 学部事務室

164 精神医学 富田　真奈美 春学期末試験のレポート課題を作成し、配布済みの表紙に添付して提出すること。 9月7日(金) 学部事務室

165 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、対策について述べてください。(特に日本における地域子育て支援、乳
児保育支援の実践とその課題、対策について述べてください。)
＊表紙をつけて科目名、課題、学籍番号、氏名を書いてください。

9月11日(火) 学部事務室

166 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。
＊表紙をつけて科目名、課題、学籍番号、氏名を書いてください。

9月11日(火) 学部事務室
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167 社会学 武山　梅乗
日本の組織における問題点について、「官僚制の逆機能」「マトリックス組織」「コン
ティンジェンシー理論」というキーワードを必ず使って、2000字以上で論じなさい。

9月7日(金) 学部事務室

168
デジタルレコーディングI
〈東京キャンパス〉

大野　映彦
マイクロフォンレコーディングについて
A4レポート用紙3枚以内

9月12日(水) 教学事務室

169
メディア概論D
<東京キャンパス>

大野　映彦
映画音響のマルチサウンドについて
A4レポート用紙4枚以内

9月12日(水) 教学事務室

170
ビジネスアプリケーションI
<東京キャンパス>

添野　勉

講義中に提示したPowerPointを用いたスライド作成課題を完成させて提出すること。ただ
し、データ量は「10MB以内」とすること(データ量が10MBを超えてメールに添付できな
い、送信エラーで届かないなどの事情は配慮されないので留意すること。また、受取時に
必ず返信をするので、提出から24時間以内に返信がない場合には教員まで必ず問い合わせ
ること)。

9月7日(金)
17:00

メール
kadaibox@gmail.com

171
ビジネスアプリケーションI
<東京キャンパス>

林　達也
各自Facebookメッセージにて担当教員（林）まで連絡。
個別に追加課題レポート内容を指示する。

9月11日(火)
Facebookメッセージ添付
にて提出

172
エンタテインメント概論
<東京キャンパス>

林　達也
各自Facebookメッセージにて担当教員（林）まで連絡。
個別に追加課題レポート内容を指示する。

9月11日(火)
Facebookメッセージ添付
にて提出

173
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
各自Facebookメッセージにて担当教員（林）まで連絡。
個別に追加課題レポート内容を指示する。

9月11日(火)
Facebookメッセージ添付
にて提出

174 CG映像I　<東京キャンパス> 五島　一浩 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月15日(土)
メール
gosh1@hb.bb4u.ne.jp

175
制作演習b（モーショングラフィック）
<東京キャンパス>

五島　一浩 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月15日(土)
メール
gosh1@hb.bb4u.ne.jp

176 デジタルメディアアプリケーション 稲垣　秀人

レジュメと授業ウェブを参照の上、該当する課題を学部事務室で確認すること。指定の提
出方法により、提出期限までに提出すること。

・映像最終課題のやり直し：該当1名
（レジュメの指示を遵守した作品となるように、課題を修正すること）

・YouTube課題、着信音課題、Blog課題、
映像最終課題のやり直し：該当1名
（レジュメの指示を遵守した作品となるように、課題を修正すること）

9月10日(月)

【着信音と映像最終課
題】
課題提出フォルダ内の
「SAISHI」フォルダ内に
アップロード。

【Blog課題とYouTube課
題】
レジュメの指示通りに、
インターネット上で公開
すること。さらに、公開
後その旨を以下のメール
アドレス宛に連絡するこ
と。

68inagaki@gmail.com
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177
ジャーナリズム論
<東京キャンパス>

薄木　秀夫

「ジャーナリズム」について考察する際に、重要な項目・テーマを並べてあります。それ
ぞれ400字程度で説明し、レポートにしてください。

①フェイクニュース
➁放送倫理・番組向上機構 (BPO）
③日本の新聞報道と特徴と問題点

9月12日(水) 教学事務室

178 医療倫理 中田　亜希子

生体肝・腎移植（臓器移植）が抱える倫理的問題点を、生命倫理の四原則（自律尊重・無
危害・善行・正義）のそれぞれの視点から800～1200字程度でまとめなさい。

※レポート作成に使用した情報源は、出典としてレポートの最後に明記すること（盗用に
ならないように注意すること）。

※最後に字数を記載すること。

9月10日(月)
13:00

学部事務室

179 医療倫理学 中田　亜希子

生体肝・腎移植（臓器移植）が抱える倫理的問題点を、生命倫理の四原則（自律尊重・無
危害・善行・正義）のそれぞれの視点から800～1200字程度でまとめなさい。

※レポート作成に使用した情報源は、出典としてレポートの最後に明記すること（盗用に
ならないように注意すること）。

※最後に字数を記載すること。

9月10日(月)
13:00

学部事務室

180 看護学演習 酒井　朋子

学部事務室で大学指定の解答用紙を受け取り、次の課題について期日までに提出するこ
と。
【課題】医療機関におけるリスクマネジメントの取り組みについて「ハインリッヒの法
則」を用いて説明しなさい。

9月13日(木) 学部事務室

181 看護・介護演習 酒井　朋子

学部事務室で大学指定の解答用紙を受け取り、次の課題について期日までに提出するこ
と。
【課題】医療機関におけるリスクマネジメントの取り組みについて「ハインリッヒの法
則」を用いて説明しなさい。

9月13日(木) 学部事務室

182 色彩の心理 上田　勝美 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月10日(月) 学部事務室

183 生徒指導(進路指導の理論及び方法を含む) 林　孝夫

次の観点から考えを書きなさい。
１．どのような気持ちで教職を目指したか。
２．本授業を通して学んだこと、強く印象に残ったこと。
３．仮に自分が学級担任としてスタートするとして、生徒指導を基盤にした学級作りをし
ていく際に考えておくことはどのようなことか。
(中学校または高等学校を想定する。)

①１・２・３の項目ごとでも良いし、全部続けて書いても良い。
②Ａ４横書き　全部で８００字以上１２００字以内とする。

9月12日(水) 学部事務室
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184 保健医療統計学 小林　悦子 課題を学部事務室に取りに来て、締め切り期日までに提出すること。 9月10日(月) 学部事務室

185
ビジネスセミナーa
＜東京キャンパス＞

渡辺　一浩

なぜクラフトビルがうけているのか？　ユーザー、消費動向、等を勘案して答えてくださ
い。
企業との就活の際と同様に考えて作成してください。
※注１：自分の考えで作成してください。コピペ厳禁。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：Ａ4 ２枚以上（pptならばスライド３枚以上）
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。

9月11日(火)
10:00

メール
ikkou3des@gmail.com

186
ビジネスモデル研究b
＜東京キャンパス＞

渡辺　一浩

「逆算思考の落としわな」とはどういうことですか？
企業との就活の際と同様に考えて作成してください。
※注１：自分の考えで作成してください。コピペ厳禁。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：A4 １枚以上（pptならばスライド２枚以上）
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。

9月11日(火)
10:00

メール
ikkou3des@gmail.com

187 日本語中級g（聴解） 坂本　ひろみ
日本語の音声の特徴について400字程度で書きなさい。
(表紙不要)

9月10日(月) 学部事務室

188 日本語中上級a　(総合) 小塚　操
教科書第4課「科学のゆくえ」32ページの課題について、600字の論文として提出するこ
と。

9月14日(金)
16:30

学部事務室

189
スペイン語IA
<東京キャンパス>

Cenzano R, Cristina

「スペイン語ⅠA」の授業で学習したことをレポートにまとめて提出してください。(日本
語でも可)
A4・2枚で文字の大きさは11もしくは12に設定し、行間を開けすぎないよう注意するこ
と。ファイル名には、自分の名前と学籍番号を必ず入れてください。
提出はcristina.cenzano@gmail.comへPDFで送付してください。

9月10日(月)
メール
cristina.cenzano
@gmail.com

190 日本語中上級e (言語知識) 木下　泰利

教科書『日本語能力試験ターゲット2000N1単語』（旺文社）の1番～200番までの例文を、
書き写しなさい。科目名、担当者名、学籍番号、氏名を明記した表紙を付けること。 9月10日(月) 学部事務室

191 日本語中級f（言語知識） 木下　泰利
教科書『日本語能力試験ターゲット2000N２単語』（旺文社）の1番～200番までの例文
を、書き写しなさい。科目名、担当者名、学籍番号、氏名を明記した表紙を付けること。

9月10日(月) 学部事務室
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192 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。

9月13日(木) 学部事務室
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