
令和元年度　春学期試験レポート課題（HK・HL）

番号 講義名称 担当教員

1 教育課程論 阿部　信太郎

2 社会科教育法IV 阿部　信太郎

3 教育原理 井上　敏博

4 教育制度 井上　敏博

5 教職論 目時　修

6 教育方法論 目時　修

7 道徳教育の理論と方法 目時　修

8 国際文化演習Ⅰ 岡田　美也子

9 国際文化演習II(卒業論文および制作を含む) 岡田　美也子

10 国際文化演習Ⅰ 中川　正臣

11 日韓比較文化 中川　正臣

12 日本文学概論 渡邊　拓

13 現代女性文学 北田　幸恵／岩淵　宏子

14 コミュニケーションの基礎 柴　理子

15 日本とヨーロッパ 柴　理子

16 国際交流演習I 川野　有佳

17 国際交流演習II 川野　有佳

18 国際交流演習I 飯倉　章

19 国際交流演習II 飯倉　章

20 国際機構論 飯倉　章

21 国際交流演習I 林　千賀

22 国際交流演習II 林　千賀

23 日中比較文化 宮　偉

24 日本社会a 宮　偉

25 Japanese Culture a : Art & World Heritage Sites 那須　妙子

26 航空・空港キャリア概論a ANA総合研究所



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

備考

1 教育課程論 阿部　信太郎

*7月の授業内で実施される小テストも必ず受けること。
１．自分の出身高等学校について（事情がある場合は出身中学校でもよい）、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（または中
学校）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、自分なりにまとめること。高校（又
は中学校）のウェブサイトや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。（枚数は資料を除き1枚程度）
２．自分の教科について「思考力・判断力・表現力を育成する授業の実践例」」
または「問題発見・解決能力を育成する授業の実践例」を調べて、興味深いもの
を1つ選び、その授業がどのような授業か、わかりやすく自分なりにまとめよ。
参考文献または参考にしたウェッブサイトを明記すること。また、題名を付ける
こと。教科名、実践校、授業のタイトルなど。（枚数は資料を除き1枚程度）
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。
ネットのコピーアンドペイストは採点の対象にならない。
表紙を必ずつけること。自分のクラス番号も。

7月30日(火) 学部事務室

2 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(火) 学部事務室

3 教育原理 井上　敏博

授業で扱った西洋教育史で活躍した人物のなかから一名取り上げ、以下の３点を踏まえ
説明しなさい。①その人物を取り上げた理由について　②その人物の青少年期ので教育
体験や出会いについて　③その人物の歴史上の業績について（学園の創立と人材育成、
残した著作、社会貢献等）

8月3日(土) 学部事務室

4 教育制度 井上　敏博

以下の課題のうち二つを選び報告しなさい。①教育基本法の改正（２００６年）につい
て主要な改正点を２点取り上げ説明しなさい。②幼児教育の二元的制度について、その
概要と今日的課題点について説明しなさい。③「特別支援学級」に関する制度的概要と
課題点について説明しなさい。（それぞれ１０００字から１２００字でまとめること）

8月3日(土) 学部事務室

5 教職論 目時　修

課題：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”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。
※経営情報学部事務室よりレポート解答用紙を受領し、そのレポート解答用紙に記載し
て提出すること。PCでの作成した提出は認めませんし、評価もおこないませんので、必
ず所定のレポート解答用紙に手書きで記載して提出すること。

8月2日(金) 学部事務室

6 教育方法論 目時　修
"経営情報学部事務室よりレポート解答用紙を受領し、そのレポート解答用紙の各設問
に記述して提出すること。PCでの作成した提出は認めませんし、評価もおこないません
ので、必ず所定のレポート解答用紙に手書きで記載して提出すること。"

8月2日(金) 学部事務室

7 道徳教育の理論と方法 目時　修

課題：道徳の授業で取り扱う内容項目は、「善悪の判断、自律、自由と責任」、「正
直、誠実」などのようにキーワードで示され、道徳の授業が、今までのような読み物の
登場人物の気持ちを読み取ることで終わってしまったり、価値や心構えをいわせたり書
かせたりするだけの授業からの転換が求められている。学習指導要領等をもとにどのよ
うな転換が求められているか具体的に述べなさい。また、それに関してのあなたの意見
も併せて述べること。
※経営情報学部事務室よりレポート解答用紙を受領し、そのレポート解答用紙に記載し
て提出すること。PCでの作成した提出は認めませんし、評価もおこないませんので、必
ず所定のレポート解答用紙に手書きで記載して提出すること。

8月2日(金) 学部事務室

8 国際文化演習Ⅰ 岡田　美也子
授業内で研究発表した内容をまとめなさい。
用紙：A4用紙
字数：2,000字以上

7月31日(水) 学部事務室

提出期限/Deadline
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9 国際文化演習II(卒業論文および制作を含む) 岡田　美也子

2019年度春学期までの研究成果をまとめなさい。
用紙：A4用紙
字数：5,000字以上
内容：
・テーマ、問題提起
・研究対象
・研究方法
・先行研究
・分析と考察　　など
------------------------------------------------
2019年8月卒業予定者は提出不要

7月31日(水) 学部事務室

10 国際文化演習Ⅰ 中川　正臣
自国における外国人に関する政策や取り組みについて調査し、その結果をレポー
トにまとめる。

7月31日(水) 学部事務室

11 日韓比較文化 中川　正臣
ある文化事象に関し、調査活動を通じて知りえたことをコラムとして作成する
（授業内で発表した内容を土台にする）。

8月1日(木) 学部事務室

12 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：600字以上1000字以内
条件：
①科目名　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部分でも写した箇所があった場合、単位を取得できな
い。
②学籍番号・氏名  次の内容をレポートの冒頭に明記すること。
③読んだ本の著者名『書名』出版年、出版社（著者が不明の場合は書かなくてよい。現
代語訳の場合は、訳者名も書く）。
学籍番号　氏名

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』『南総里見八犬
伝』など古典作品の場合、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。

7月30日(火) 17:00
ＪＩＵポータルを通じて提
出する。

13 現代女性文学 北田　幸恵／岩淵　宏子
授業で取り上げた現代女性文学の中から最も関心のある作品一作を選び、
現代女性文学としてどのような特徴、意義があると考えるか、作品についてどの
ような感想を持ったかを、２０００字程度で述べなさい。

7月30日(火) 16:00 学部事務室

14 コミュニケーションの基礎 柴　理子

次の2つのテーマのどちらかを選び、あなたの考えを1,800～2,000字で論理的に説明し
てください。文献やデータの引用を必ず2つ以上入れること。
① 英語の早期教育は必要か
② 日本は難民の受け入れを制限すべきか

8月2日(金) 学部事務室

15 日本とヨーロッパ 柴　理子 人物から見た日本と中欧の交流（1,800～2,000字） 8月2日(金) 学部事務室

16 国際交流演習I 川野　有佳 授業中に提示した課題レポートを作成しなさい。 7月31日(水) 学部事務室

17 国際交流演習II 川野　有佳 授業中に提示した課題レポートを作成しなさい。 7月31日(水) 学部事務室

18 国際交流演習I 飯倉　章 FP3級試験(9/8)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(土)
H516研究室（不在の場合に
はドア下より入れること）

19 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(土)
H516研究室（不在の場合に
はドア下より入れること）

20 国際機構論 飯倉　章

授業で説明した通り、小テスト（10回以上）、授業中のレポート課題・報告、中間テス
ト、総合テスト、授業への取り組みの合計ポイントで合格点に達しなかった受講生の
み、指定された「2019年度春学期期末レポート課題（空所補充式）」（授業最終回もし
くはそれ以前に個別に配布）を提出すること。授業内容に沿った課題であるので、90％
以上正解しない場合には単位は付与しない。
「2019年度春学期期末レポート課題（空所補充式）」を授業で受け取らなかった場合に
は、H516研究室ドア脇に貼付等をするので、対象受講生は研究室にて受け取ること。

8月3日(土) 学部事務室
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21 国際交流演習I 林　千賀
授業でカバーしたテキストの概要と振り返りをまとめること。ページの目安は５
〜８ページまでとする。

7月31日(水) 学部事務室
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22 国際交流演習II 林　千賀

自分の選んだ研究テーマの「はじめに」と「先行研究」をまとめること。「先行研究」
は、２本以上の論文からまとめること。「先行研究」には、まず、用語の定義を述べた
後に先行研究の節を儲けること。また、書き方は、卒業論文執筆マニュアルを熟読し、
論文の書き方で作成すること。詳細は授業で説明する。

7月31日(水) 学部事務室

23 日中比較文化 宮　偉
日中比較文化について
（今学期習ってきた内容から興味のあるテーマを一つ選んでレポートを作成）

8月2日(金)
メール
miyai@jiu.ac.jp

24 日本社会a 宮　偉
日本社会について
（今学期習ってきた内容から興味のあるテーマを一つ選んでレポートを作成）

8月2日(金)
メール
miyai@jiu.ac.jp

25 Japanese Culture a : Art & World Heritage Sites 那須　妙子

Choose two of the world heritage sites in Japan that were introduced in
class, and write your statesments on the following points(2-4 pages); 1.
The most important findings for you. 2. Compare the two sites in Japan
and their counterparts in your country.

7月30日(火)
メール
tnasu@jiu.ac.jp

26 航空・空港キャリア概論a ANA総合研究所
「航空業界の課題と将来の展望」本講義で学んだことを中心に課題を一つ上げA4
版2枚以内にまとめて提出してください。
例）首都圏空港問題、LCC、CSR、航空会社の特性　等

8月2日(金) 学部事務室
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