
令和元年度　春学期試験レポート課題（XA）

番号 講義名称 担当教員

1 公民科教育法I 阿部　信太郎

2 映像美術デザインI　<東京キャンパス> 金田　克美

3 映像撮影照明　<東京キャンパス> 佐藤　克則

4 制作演習a（PV・CM制作） 佐藤　克則／金田　克美

5 マーケティング論　<東京キャンパス> 小渕　究

6 ビジネスモデル研究C 小渕　究

7 ビジネスモデル研究c 小渕　究

8 ビジネスプランニング 小渕　究

9 マーケティング論 小渕　究

10 表象文化研究I <東京キャンパス> 滝浪　佑紀

11 映画史II　<東京キャンパス> 滝浪　佑紀

12 映像演出　〈東京キャンパス〉 竹藤　佳世／及川　善弘

13 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 中川　晃

14 制作演習a（ｽﾃｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ） <東京キャンパス> 中川　晃／島田　雄峰／小瀬　高夫

15 ビジネスアプリケーションI 中嶋　正夫

16 プロジェクト研究I 島野　義孝

17 プロジェクト研究II 島野　義孝

18 スタジオ番組I 島野　義孝

19 山武郡市文化記録プロジェクトⅠ 島野　義孝

20 山武郡市文化記録制作演習 島野　義孝

21 日本社会a 宮　偉

22 デジタル映像編集　<東京キャンパス> 川島　章正／佐藤　克則

23 異文化適応論　<東京キャンパス> 小野　香織

24 映像録音　〈東京キャンパス〉 高橋　義照

25 番組企画・構成　〈東京キャンパス〉 松崎　慎

26 映画研究I　<東京キャンパス> 松崎　慎

27 映像研究I <東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 松崎　慎

28 広告戦略論 千野　毅彦

29 ビジネスセミナーＡ <東京キャンパス> 渡辺　一浩

30 ビジネスセミナーa <東京キャンパス> （水Ⅳ） 渡辺　一浩

31 ビジネスモデル研究B　<東京キャンパス> 渡辺　一浩

32 ビジネスモデル研究b <東京キャンパス> 渡辺　一浩



番号 コマコード 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 00069501 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。

7月30日(火) 学部事務室

2 00245191 映像美術デザインI　<東京キャンパス> 金田　克美

映像美術について、自分の考えを８００字以上にまとめて提出して下さい。
（授業で紹介した映画をとりあげて論じても可）手書き、PCによる出力どちらも可。用
紙は自由です。
タイトル「映像美術とは」学籍番号、名前を明記すること。

8月5日(月) ３号棟１階教学事務室

3 00250191 映像撮影照明　<東京キャンパス> 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2日(金) 3号棟教学事務室

4 SE01 制作演習a（PV・CM制作） 佐藤　克則／金田　克美
制作演習a（PV・CM）の授業内で制作した課題のなかから一つを選び、反省点、今
後の制作に活かせる所などを分析し、１０００字以上のレポートにして提出す
る。

8月2日(金) 3号棟教学事務室

5 00009695 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。

8月1日 教学事務室

6 00247801 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確認し，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 学部事務室

7 00274301 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確認し，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 学部事務室

提出期限/Deadline
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8 00193601 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確認し，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 学部事務室

9 00009603 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 学部事務室

10 00274491 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、テレビ番組、ミュージックビデオ作品、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。

8月1日(木) 学部事務室／教学事務室

11 00197491 映画史II　<東京キャンパス> 滝浪　佑紀

授業内で取り扱った作品を中心に（それ以外でも良いです）、1960年以降の映画作品を
２本選び、その作品の意義を映画史的に論じること。映画史的とは、その作品が作られ
た時代背景との関係、その作品が映画の歴史（ハリウッド映画の発展など）にたいして
持っていた影響力、映画作品のスタイル上の特徴、その作品のストーリーと歴史の関係
などである。具体的なシーンを記述し、分析的な視点からレポートを書くこと。とりわ
け、物語映画以降の映画の特徴と可能性を論じることが望ましい。２本の作品につい
て、各750字以上、合計1500字以上。図版を含めることが望ましい（不可能な場合はな
くてもよい）。映画作品の入手方法については授業内で指示する。

8月1日(木) 学部事務室／教学事務室

12 00261891 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）

8月2日(金) 教学事務室

13 00201490 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 中川　晃

課題1）
授業で取り扱った以下演劇・コンサートより一つを選択し、『スタッフ観点』で
自由に1000字程度で論じて下さい。
【選択演目：perfume・teamNACS・劇団四季マジョリン・SEKAI NO OWARI】

課題2)
あなたが課題1)で選択した演目の○○スタッフと仮定します。その演目が「より
良くなる提案」を自由に1000字程度で論じて下さい。
(○○には制作・演出・美術・照明・音響が入ります。不可能であっても大胆な提
案でも構いません。自由な発想の元に提案して下さい。)

7月31日(水) 教学事務室
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14 SE18 制作演習a（ｽﾃｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ） <東京キャンパス> 中川　晃／島田　雄峰／小瀬　高夫

課題1)
以下職種の中から一つを選択し、その『役割・業務内容・仕事上の留意点』等に
関して自由に1000字程度で論じて下さい。
【選択職種：舞台制作・舞台演出・舞台監督・舞台美術・舞台照明・舞台音響】

課題2)
ステージスタッフを担う上で『大切だと思う事』を自由に1000字程度で論じて下
さい。（仕事への姿勢や考え方、演目や役者との関係性など自由に考えて下さ
い。）

7月31日(水) 教学事務室

15 00194401 ビジネスアプリケーションI 中嶋　正夫

【課題】
　VRの魅力について述べよ。VRのどのようなところに興味があるか。または，将来への
期待などについてまとめよ。作成時には，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。
【参照URL】
http://www1.jiu.ac.jp/~nakajima/

8月5日(月) 学部事務室

16 00201401 プロジェクト研究I 島野　義孝 春学期課題のうち、未提出のもの。詳細は授業内で指示します。 7月30日(火) 16:00 H212島野研究室

17 00223101 プロジェクト研究II 島野　義孝 卒業制作スケジュール 8月1日(木) 16:00 H212島野研究室

18 00268801 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。

8月5日 学部事務室

19 MP23 山武郡市文化記録プロジェクトⅠ 島野　義孝 制作経過報告/制作スケジュール 8月5日 16:00 H212島野研究室

20 SE33 山武郡市文化記録制作演習 島野　義孝 制作経過報告/制作スケジュール 8月5日 16:00 H212島野研究室

21 00146101 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

22 00244991 デジタル映像編集　<東京キャンパス> 川島　章正／佐藤　克則
「デジタル映像編集を受講して、編集とは何か？」を
800字以上のレポートにして提出する。

8月2日(金) 3号棟教学事務室

23 00011191 異文化適応論　<東京キャンパス> 小野　香織

１．現在、世界で争いとなっている問題のうち（日本国内の問題でも可）、異文
化理解の不足が原因の一つと思われる例を見つけ、問題点の背景、状況について
詳しく分析し、述べよ（８００から１２００字以内）。

２．１であげた問題を解決もしくは改善するとしたら、どのようにすべきか考え
を述べよ。授業で習ったことを必ず適用することとする（４００から８００字以
内）。

＊レポートはWord（縦形式）で作成したものを印刷し、提出すること。手書きは
受付けません。
＊各ページの右上に学生番号と氏名を記入してください。
＊左上をホチキスでとめてください。

7月31日(水) 教学事務室

24 00218891 映像録音　〈東京キャンパス〉 高橋　義照

１、デジタル録音とアナログ録音の相違点及び其々の特徴について述べよ。
２、CDなどのステレオ（2chステレオ）と、映画のステレオ（マルチチャンネルステレ
オ）について知るところを述べよ。
３、映画製作における「ダビング」について述べよ。

8月5日(月)
教学事務室
メール提出可
(kajikyu@pop02.odn.ne.jp)

25 00239791 番組企画・構成　〈東京キャンパス〉 松崎　慎

講義内で指導を行った“企画案”の仕様(<企画意図><タイトル案><放送形式(番組
概要)><出演者案><コーナー案><構成案(展開例)>〈ゲスト案〉など)を基に、改め
て自分が「製作してみたい番組・作品」の企画案をまとめる。
きちんとリサーチを行い、なるべく具体的に詳述する内容で、表紙込みでA4用紙5
枚以上にまとめる。

7月31日(水)
学部事務室



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

備考提出期限/Deadline

26 00218091 映画研究I　<東京キャンパス> 松崎　慎

講義内で鑑賞し解説を受けた番組や作品の中から、最も印象に残ったものを一つ取り上
げて、その番組・作品の歴史的意義や社会や放送界への影響などを記す。
その番組・作品が存するジャンル(例;ドキュメンタリー、音楽番組など)全般について
も考察して、
A4用紙5枚以上にまとめる。

7月31日(水) 学部事務室

27 00303391 映像研究I <東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 松崎　慎

講義内で鑑賞し解説を受けた番組や作品の中から、最も印象に残ったものを一つ取り上
げて、その番組・作品の歴史的意義や社会や放送界への影響などを記す。
その番組・作品が存するジャンル(例;ドキュメンタリー、音楽番組など)全般について
も考察して、
A4用紙5枚以上にまとめる。

7月31日(水) 学部事務室

28 00200801 広告戦略論 千野　毅彦 ポカリスエットを冬に拡販するための広告戦略を考えてください。 8月2日(金) 学部事務室

29 00247391 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：MaaS（Mobility as a Service）が必要とされる理由と、クリアしなければな
らない課題をあげてください。
※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5日(月)
午前１０時

※厳守のこと

メール：
ikkou3des@gmail.com
メールに学籍番号・氏名を
明記すること。

30 00273891 ビジネスセミナーa <東京キャンパス> （水Ⅳ） 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：MaaS（Mobility as a Service）が必要とされる理由と、クリアしなければな
らない課題をあげてください。
※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5日(月)
午前１０時　※厳

守のこと

メール：
ikkou3des@gmail.com
メールに学籍番号・氏名を
明記すること。

31 00247791 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：「人生100年時代」といわれている現在、生きてしまう100歳（実際は90歳？）
まで公的年金だけではない収入、生きがいが求められています。あなたは、どのような
生き方をしたいですか？

設問２：『下町ロケット』（池井戸潤著　小学館文庫）を読んで次の質問に答えてくだ
さい。　　　　※第１巻です。
★佃製作所の社長 佃航平は、会社の独自技術・特許で企業防衛に成功しますが、その
時点でさらに挑戦しようとする佃社長と報酬アップ・待遇アップを求める社員とは対立
してしまいます。経営者の夢の追求と社員のヤル気の維持はどちらを優先すべきでしょ
うか？
※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
※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5日(月)
午前１０時

※厳守のこと

メール：
ikkou3des@gmail.com
メールに学籍番号・氏名を
明記すること。

32 00274291 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：「人生100年時代」といわれている現在、生きてしまう100歳（実際は90歳？）
まで公的年金だけではない収入、生きがいが求められています。あなたは、どのような
生き方をしたいですか？

設問２：『下町ロケット』（池井戸潤著　小学館文庫）を読んで次の質問に答えてくだ
さい。　　　　※第１巻です。
★佃製作所の社長 佃航平は、会社の独自技術・特許で企業防衛に成功しますが、その
時点でさらに挑戦しようとする佃社長と報酬アップ・待遇アップを求める社員とは対立
してしまいます。経営者の夢の追求と社員のヤル気の維持はどちらを優先すべきでしょ
うか？
※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
※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5日(月)
午前１０時

※厳守のこと

メール：
ikkou3des@gmail.com
メールに学籍番号・氏名を
明記すること。
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