
番号 講義名称 担当教員
1 情報セキュリティ 戸田　容平
2 基礎の数学 戸田　容平
3 ミクロ経済学 渡邊　修朗
4 財政学 渡邊　修朗
5 国際交流演習II 川野　有佳
6 デジタル映像編集 島野　義孝／稲垣　秀人
7 しゃべりのスキルアップ 宮田　佳代子
8 映像撮影照明　<東京キャンパス> 佐藤　克則
9 情報と倫理 寺本　卓史
10 Japanese Culture a : Art & World Heritage Sites 那須　妙子
11 行政法 穐山　守夫
12 経営情報基礎論 卜部　正夫
13 地理学b 矢ケ崎　太洋
14 地誌 矢ケ崎　太洋
15 色彩の心理 上田　勝美
16 番組企画・構成　〈東京キャンパス〉 松崎　慎
17 映画研究I　<東京キャンパス> 松崎　慎
18 ジャーナリズム論　＜東京キャンパス＞ 薄木　秀夫
19 日本語中上級f(聴解) 坂本　ひろみ
20 日本語中級f（言語知識） 木下　泰利
21 労働法 穐山　守夫

令和元年度　秋季卒業生　追再試レポート課題早見表



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 備考

1 情報セキュリティ 戸田　容平 JIU Portal「講義のお知らせポートレット」から確認すること 7月17日(水) 13:35
'C1-202教室、
またはJIU Portal
「講義のお知らせポートレット」から

2 基礎の数学 戸田　容平 JIU Portal「講義のお知らせポートレット」から確認すること 7月17日(水) 15:15 C1-202教室

3 ミクロ経済学 渡邊　修朗

以下のテーマのうち一つを選んで書きなさい。
① 余剰理論に基づいて租税の転嫁を説明せよ
② マーシャル的安定・ワルラス的安定について説明せよ
③ 企業の最適生産量の決定の方法について示せ。
（800文字以上）

7月19日(金) 学部事務室

4 財政学 渡邊　修朗 政府の役割について説明せよ。（800次以上） 7月19日(金) 学部事務室

5 国際交流演習II 川野　有佳 資料の要旨をまとめてください。（A4 2枚程度） 7月18日(木)
メール：
ykawano@jiu.ac.jp

6 デジタル映像編集 島野　義孝／稲垣　秀人
未提出課題を完成させ、授業で使用しているサーバー内にある所定のフォルダーに提
出してください。

7月19日(金) 17:00 所定フォルダーに提出

7 しゃべりのスキルアップ 宮田　佳代子

阿川佐和子さんの「聴く力」を読み、長年の経験を通して彼女が身につけてきたイン
タビューのスキルを具体的に５つあげなさい。
それぞれについて、どのようなこだわりなのか、どんなエピソードがあるのか
などを盛り込み、可能であれば自分の経験と照らし合わせ実感する部分を織り込んで
ください。

フォントサイズ　11pt（明朝体）
１つのスキルについてＡ４サイズ１ページ。

7月19日(金) ３号棟教学事務室

8 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。

7月19日(金) ３号棟教学事務室

9 情報と倫理 寺本　卓史 学部事務室へ課題を取りに来ること 7月19日(金) 学部事務室

10 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19日(金)
メール：
tnasu@jiu.ac.jp

11 行政法 穐山　守夫
行政機関について、具体例を挙げて説明しなさい。なお、必ず独立行政委員会に触れ
ること。

7月17日(水) 学部事務室

12 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。 7月19日(金) 学部事務室

13 地理学b 矢ケ崎　太洋

グローバルな移民と地球温暖化に関するレポート
① 移民エスニック集団の適応戦略や引き起こす課題について説明しなさい。
② 地球温暖化が発生する仕組みとその対策について説明しなさい。
それぞれA4の大きさ1枚程度でまとめ提出すること。
なお、この課題の内容は第12回と第13回で扱った内容である。

7月19日(金) 11:00 学部事務室

14 地誌 矢ケ崎　太洋

土地利用図の作成と地域の統計分析に関するレポート
① 土地利用図を作成してみよう！（第３回課題）
② 地域を統計分析してみよう！（第７回課題）
それぞれの課題は授業内で提示済みである。

7月19日(金) 11:00 学部事務室

15 色彩の心理 上田　勝美

課題「色彩感覚についての考察」

課題を学部事務室で受け取り、所定の用紙の設問に答え、カラーカードを貼付し、自
身の色彩感覚についての考察を提出のこと。

7月19日(金) 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 備考

16 番組企画・構成　〈東京キャンパス〉 松崎　慎

F（再試験）
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。

T（追試験）
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、１企画800字以上にまとめ、欠席した回数に相当
する本数を作成する。

7月19日(金)
教学事務室

17 映画研究I　<東京キャンパス> 松崎　慎

F（再試験）
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。

T（追試験）
日本のテレビ史の中で、エポックメイキングとなった番組を取り上げて、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。タイトル、テレビ局名、放送
日時、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)を明
記した上で、１番組800字以上にまとめ、欠席した回数に相当する本数を作成する。

7月19日(金) 教学事務室

18 ジャーナリズム論　＜東京キャンパス＞ 薄木　秀夫

「ジャーナリズムと社会」について考察する際に、重要な項目・テーマを並べてあり
ますので、それぞれ300～400字程度で説明し、レポートを提出して下さい。
【課題】
➀GAFAとは。それへの批判、懸念について
➁団塊の世代とシルバー民主主義
➂日本の新聞報道と特徴と問題点
（➀～➂すべてのレポートを提出）
【様式】
A4判で各課題300～400字程度

7月19日(金) 11:30 3号棟教学事務室

19 日本語中上級f(聴解) 坂本　ひろみ
・教科書を見て、「日本語の音声の特徴」について書きなさい
・A4の用紙に、800字程度、表紙不要

7月17日(水) 学部事務室

20 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『ＴＲＹ！トライ日本語能力試験Ｎ２文法から伸
ばす日本語』のp.19～p.67の例文を書き写しなさい。
ボールペン使用不可。鉛筆かシャープペンシルで書くこと。
科目名、担当教員名、学籍番号、氏名を記入した表紙をつけること。
乱雑な文字で書かれたものは、再度不合格になるので注意すること。

7月19日(金) 16:00 学部事務室

21 労働法 穐山　守夫 非典型雇用の意義と問題点について説明しなさい。 7月17日(水) 学部事務室
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