
令和元年度　春学期試験レポート課題（BG）

番号 講義名称 担当教員

1 ビジネスキャリアIII 阿部　信太郎

2 教育課程論 阿部　信太郎

3 公民科教育法I 阿部　信太郎

4 社会科教育法I 阿部　信太郎

5 消費生活と行政　<東京キャンパス> 阿部　信太郎

6 プロジェクト研究I　<東京キャンパス> 井上　敏博

7 教育原理 井上　敏博

8 教育制度 井上　敏博

9 コンピュータ基礎論 家富　誠敏

10 日本社会a 宮　偉

11 ゼミナールI 松田　世治

12 ゼミナールII 松田　世治

13 ビジネスキャリアI 松田　世治

14 ビジネスキャリアII 松田　世治

15 ゼミナールI　<東京キャンパス> 神田　正美

16 ゼミナールII　<東京キャンパス> 神田　正美

17 ロジスティクス概論 神田　正美

18 ロジスティクス概論　<東京キャンパス> 神田　正美

19 ビジネスキャリアI 渡邊　修朗

20 教職論 目時　修

21 教育方法論 目時　修

22 道徳教育の理論と方法 目時　修

23 スポーツと地域振興 高橋　季絵

24 金融論 斎藤　和男

25 金融論＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男

26 金融論a 斎藤　和男

27 金融論a　＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男

28 金融論I 斎藤　和男

29 異文化適応論　<東京キャンパス> 小野　香織

30 映像研究I <東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 松崎　慎

31 ジャーナリズム論　＜東京キャンパス＞ 矢野　義明

32 経済事情　<東京キャンパス> 矢野　義明



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 ビジネスキャリアIII 阿部　信太郎

注）阿部が担当するビジネスキャリアⅢの課題である。自分が登録しているビジ
ネスキャリアⅢの担当の先生をよく確認すること。
＊課題は、講義の中で作成した自分のキャリアと就職活動に関連した課題を整理
して提出することである。提出する課題は、今後の就職活動のために自分用にコ
ピーをして、必ず手元に保存しておくこと。
１．自己紹介書（手書き。丁寧な字で書くこと。数字などが雑な場合減点）。ポ
イント：自分の希望する業界(企業）を１つ決めて、そこに書類を出す前提で書
くこと。どこの業界に出すのか、あいまいな内容は不可。
自己紹介書（履歴書の右側）の一番上に、提出を想定する業界（企業名）を必ず
書くこと。　(写真不要）
２．自分史（手書きまたはパソコン、どちらでもよい）。1枚
　一番上に「自分史」とタイトルを必ず書くこと。
３．業界研究（レポート及びパワーポイントのプリントアウト）

レポートは手書き又はパソコン、どちらでも可。一番上に「業界研究」とタイ
トルを必ず書くこと。
＊レポート課題は7月の講義において、詳しく説明する。
＊表紙は必ず付け、ビジネスキャリアⅢの担当教員の氏名を必ず書くこと。表紙
に不備がある場合は、採点されないこともある。

7月30日(火) 学部事務室

2 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

3 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

4 社会科教育法I 阿部　信太郎

下記の課題について、すべてまとめよ。
１．前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。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（公民的分野）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。
注　意：　課題は、自分で考えて提出すること。従って、他の人と同一のものを
提出しないこと。

7月30日(火) 学部事務室

提出期限/Deadline



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
備考提出期限/Deadline

5 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、すべて手書きで答えなさい。
１．消費者と関係する最近の新聞記事等を１つ取り上げ、内容について５W１Hの
視点からまとめ、自分の意見、感想、疑問を書きなさい。（レポート用紙1枚目
に課題をまとめる。2枚目に新聞記事を貼る）
* 新聞記事のコピーは不可。新聞から切り抜いて貼ること。
① 新聞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。全ページに学籍番号、クラス番号、氏名を書くこと。
② 出典（新聞社名、記事の年月日）を明記すること。
＊授業内で実施するテストも必ず受けること。７月実施の授業内テストを受けて
いない場合は、このレポートを提出しても原則として単位は認められない（この
ことについては授業で何度も連絡済み）。レポートの書き方は７月の講義で説明
する。必ず聞いておくこと。また、書き方で質問がある場合も講義中に受け付け
る。
＊　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。
＊　１の問題はレポート用紙1枚ずつ。（ただし枚数をオーバーしてもかまわな
い）。全体をいくつかの段落に分けること。

7月30日(火) 教学事務室

6 プロジェクト研究I　<東京キャンパス> 井上　敏博

講師の先生方の授業の中で、特に関心を持ったテーマについて取り上げ、以下の３点を
参考にしてレポートを作成し報告しなさい。〈①どうしてそのテーマについて関心を
持っているか　②キーワードを３つ以上使いそのテーマの内容と論点について説明する
こと　③講師の解説や紙上での解説に対する自身の感想もしくは意見を付記すること〉

8月3日(土) 教学事務室

7 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

8 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

9 コンピュータ基礎論 家富　誠敏
授業で説明した課題について、期日厳守で提出すること。
※課題内容が不明の場合は、担当教員に問い合わせること

8月1日(木) A318（家富研究室）

10 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

11 ゼミナールI 松田　世治
【学期中（授業最終回まで）に未提出の学生が対象】
自身の卒業研究 の（仮）研究計画書の作成（盛り込むべき内容などはクラス内で配布
した資料を参照のこと）

8月5日(月) 学部事務室

12 ゼミナールII 松田　世治
【学期中（授業最終回まで）に未提出の学生が対象】
自身の卒業論文の初稿、もしくは（仮）アウトラインと文章化された最新のもの。

8月5日(月) 学部事務室

13 ビジネスキャリアI 松田　世治

　「TDLはなぜ高い集客力と顧客満足度を誇るのか？」について、グループプレゼン
テーションを踏まえ、自分のなかで新たに問題提起を行い、レポートして意見をまとめ
る。
【注意】詳細はクラス内で配布した資料「レポート課題の説明資料」を参照のこと。＊
課題趣旨に沿っていないレポート課題はやりなおしの指示が出る可能性あるので注意。

8月5日(月) 学部事務室

14 ビジネスキャリアII 松田　世治

　自身の卒業後の進路や志望に関するマイ・キャリア・レポートを作成する。
【注意】詳細はクラス内で配布した資料「レポート課題の仕様」を参照のこと。手元に
「レポート課題の仕様」がない場合は教員までアクセスすること（オフィスアワー or
matsuda@jiu.ac.jp まで）。＊課題趣旨に沿っていないレポート課題はやりなおしの指
示が出る可能性あるので注意。

8月5日(月) 学部事務室

15 ゼミナールI　<東京キャンパス> 神田　正美

自動車産業は、ガソリンが不要で走行中ＣＯ2排出ゼロの電気自動車が近い将来主流に
なると見込んで、
トヨタをはじめホンダ、日産等の大手が電気自動車を発売し始めています。
果たして、2030年までに電気自動車が自動車の過半数を超えて、日本各地を走りまわる
時代が来ると思いますか。
ＹＥＳの人はその理由を、ＮＯの人はその理由をPCワードでＡ４版３～４枚にまとめな
さい。

8月2日(金)
３号棟
教学事務室



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
備考提出期限/Deadline

16 ゼミナールII　<東京キャンパス> 神田　正美

自動車産業は、ガソリンが不要で走行中ＣＯ2排出ゼロの電気自動車が近い将来主流に
なると見込んで、
トヨタをはじめホンダ、日産等の大手が電気自動車を発売し始めています。
果たして、2030年までに電気自動車が自動車の過半数を超えて、日本各地を走りまわる
時代が来ると思いますか。
ＹＥＳの人はその理由を、ＮＯの人はその理由をPCワードでＡ４版３～４枚にまとめな
さい。

8月2日(金)
３号棟
教学事務室

17 ロジスティクス概論 神田　正美

貴方は、物流会社の担当者です。大手自動車メーカーT社からA社千葉工場の自動車部品
を
コンテナ（20フィート）５本分をまとめて、毎月コンスタントにロシア・サンクトペテ
ルブルク市内の
T社完成車組立工場まで運ぶようにとの注文を受けました。
貴方は、千葉からサンクトベルクまで、具体的にどのような交通機関を使って部品を運
びますか。
A千葉工場→（交通手段）→（国・都市名）交通手段→（国・都市名）→・・→ロシ
ア・Tサンクトブルク工場と
具体的に記述し、なぜこのような交通手段を選択したのか、その理由も合わせて書きな
さい。
パソコンWORDでA4用紙に３枚以上にまとめて提出のこと。

8月2日(金) 学部事務室

18 ロジスティクス概論　<東京キャンパス> 神田　正美

貴方は、物流会社の担当者です。大手自動車メーカーT社からA社千葉工場の自動車部品
を
コンテナ（20フィート）５本分をまとめて、毎月コンスタントにロシア・サンクトペテ
ルブルク市内の
T社完成車組立工場まで運ぶようにとの注文を受けました。
貴方は、千葉からサンクトベルクまで、具体的にどのような交通機関を使って部品を運
びますか。
A千葉工場→（交通手段）→（国・都市名）交通手段→（国・都市名）→・・→ロシ
ア・Tサンクトブルク工場と
具体的に記述し、なぜこのような交通手段を選択したのか、その理由も合わせて書きな
さい。
パソコンWORDでA4用紙に３枚以上にまとめて提出のこと。

8月2日(金)
３号棟
教学事務室

19 ビジネスキャリアI 渡邊　修朗
あなたの大学におけるキャリア形成の展望について書きなさい。
（1000文字以上）

7月31日(水)
学部事務室

20 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

21 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

22 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月5日(月)

staff
取り消し線
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submission
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23 スポーツと地域振興 高橋　季絵

★あなたの住むまちにどんなクラブがあったら、豊かなスポーツライフが送れますか？
課題：自身の考える地域スポーツクラブを企画し、具体的な事業計画をたてなさい。な
お、以下の項目は必ず掲載すること。
①クラブの名称
②クラブのミッション（使命）→地域スポーツに対する役割
③クラブのビジョン（目標）→具体的な将来像
④運営スタッフ（役割・人数）と指導者（役割・人数）
⑤活動拠点→どのような施設（場所）で活動するか
⑥事業計画（具体的な事業（活動）内容および年間活動計画）

■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する）

・表紙には、クラブの名称と、学籍番号・氏名を記載のこと
・表紙（1枚）＋本文（3枚以上5枚以内）：（2500字以上4000字以内）

8月2日(金) 15:00 学部事務室

24 金融論 斎藤　和男

以下の２つの課題について、それぞれ500～1000文字にて説明してください。
１．銀行（金融）の機能は6つありますが、それについて実例とともに説明して
ください。
２．最近、日本では欧米諸国と比較してキャッシュレス比率が低いと言われてい
ますが、何故なのか？あるいはもっと高いのか？
自分の考えでいいので、その原因と比率を高める施策を説明して下さい。

8月2日(金) 学部事務室

25 金融論＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男

以下の２つの課題について、それぞれ500～1000文字にて説明してください。
１．銀行（金融）の機能は6つありますが、それについて実例とともに説明して
ください。
２．最近、日本では欧米諸国と比較してキャッシュレス比率が低いと言われてい
ますが、何故なのか？あるいはもっと高いのか？
自分の考えでいいので、その原因と比率を高める施策を説明して下さい。

8月2日(金) 教学事務室

26 金融論a 斎藤　和男

以下の２つの課題について、それぞれ500～1000文字にて説明してください。
１．銀行（金融）の機能は6つありますが、それについて実例とともに説明して
ください。
２．最近、日本では欧米諸国と比較してキャッシュレス比率が低いと言われてい
ますが、何故なのか？あるいはもっと高いのか？
自分の考えでいいので、その原因と比率を高める施策を説明して下さい。

8月2日(金) 学部事務室

27 金融論a　＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男

以下の２つの課題について、それぞれ500～1000文字にて説明してください。
１．銀行（金融）の機能は6つありますが、それについて実例とともに説明してくださ
い。
２．最近、日本では欧米諸国と比較してキャッシュレス比率が低いと言われています
が、何故なのか？あるいはもっと高いのか？
自分の考えでいいので、その原因と比率を高める施策を説明して下さい。

8月2日(金) 教学事務室

28 金融論I 斎藤　和男

以下の２つの課題について、それぞれ500～1000文字にて説明してください。
１．銀行（金融）の機能は6つありますが、それについて実例とともに説明してくださ
い。
２．最近、日本では欧米諸国と比較してキャッシュレス比率が低いと言われています
が、何故なのか？あるいはもっと高いのか？
自分の考えでいいので、その原因と比率を高める施策を説明して下さい。

8月2日(金) 学部事務室

29 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

30 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
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31 ジャーナリズム論　＜東京キャンパス＞ 矢野　義明
ジャーナリズムの問題点について、最近のメディア報道から具体的な事例を示し
て論じなさい。（2000字以内）

7月30日(火) 教学事務室

32 経済事情　<東京キャンパス> 矢野　義明
外国為替相場が変動する主な要因を説明したうえで、円高、円安のメリット・デメリッ
トについて述べなさい。（2000字以内）

7月30日(火) 教学事務室
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