
令和元年度　秋学期試験レポート課題（BG）

番号 講義名称 担当教員

1 教育制度 井上　敏博

2 道徳教育の理論と方法 井上　敏博

3 ビジネスキャリアI 染谷　芳臣

4 ビジネスキャリアII 神余　崇子

5 ビジネスキャリアI 神余　崇子

6 ビジネスキャリアI 渡邊　修朗

7 ビジネスキャリアI 渡邊　修朗／染谷　芳臣

8 ビジネスキャリアI 渡邊　修朗／七井　誠一郎

9 ビジネスキャリアI 渡邊　修朗／神余　崇子

10 ビジネスキャリアI 渡邊　修朗／楊　沢宇

11 ビジネスキャリアI 渡邊　修朗／松田　世治

12 社会科教育法II 阿部　信太郎

13 社会科教育法III 阿部　信太郎

14 公民科教育法II 阿部　信太郎

15 消費生活と行政 阿部　信太郎

16 情報と職業 阿部　信太郎

17 ゼミナールI　<東京キャンパス> 神田　正美

18 ゼミナールII　<東京キャンパス> 神田　正美

19 国際ロジスティクス論 神田　正美

20 ゼミナールI 松田　世治

21 ゼミナールII 松田　世治

22 ビジネスキャリアII 松田　世治

23 ビジネスキャリアI 松田　世治

24 現代ファイナンス論 新谷　理

25 管理会計論II　＜東京キャンパス＞ 新谷　理

26 女性学入門 北田　幸恵

27 中国の歴史<東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 鄭　民欽

28 日本文化論 長尾　宗典

29 マルチメディアコンテンツ制作 中嶋　正夫

30 企業とリスクマネジメント 小渕　究

31 経済学の基礎 小渕　究

32 映画史I　<東京キャンパス> 滝浪　佑紀

33 コンピュータ応用論 家富　誠敏

34 社会調査 名本　光男

35 日本社会b 宮　偉

36 金融論b 斎藤　和男

37 金融論b　＜東京キャンパス＞ 斎藤　和男

38 経済学入門 矢野　義明

39 ジャーナリズム論 矢野　義明

40 経済事情 矢野　義明

41 国際法 近藤　航

42 法律学概論 近藤　航

43 プロジェクト研究I ANA総合研究所

44 ジャーナリズム論 岡本　英信

45 映像研究II <東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 佐藤　克則／五島　一浩

46 青年心理学 高橋　葉子



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

1 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。（一つの課題につき１０００字～１２０
０字程度）　①「教育の機会均等」の理念に関して教育基本法第4条をふまえて説
明しなさい。②今日の教育制度における「特別支援学校」の位置と役割について
学校教育法第8章をふまえて説明しなさい。③近年行われた「教育委員会」の制
度的改革についてその特徴を2点指摘しなさい。

2月8日(土) 学部事務室

2 道徳教育の理論と方法 井上 敏博

以下の両方の課題について報告しなさい。（一つの課題につき１０００字～１２００
字程度）　①中学校における「道徳教育の目標」の関して、平成２９年３月告示の
「中学校学習指導要領」第１章及び第３章をふまえて説明しなさい。②道徳の授
業計画と実践において取り上げてみたい「人物研究」（一名に限定）に関して、
（１）その人物の生涯の歩みについて把握するとともに、（２）その人物の生き方と
業績に関してもアプローチしてあわせて報告しなさい。

2月8日(土) 学部事務室

3 ビジネスキャリアI 染谷 芳臣

下記のテーマに関して、A4判ワープロ用紙で、1ページ36文字×40行で、表紙を
除き３枚以上レポートを作成し提出しなさい。テーマは『少子高齢化社会とデジタ
ル化社会とに関し具体的な事例を挙げて自分の主張を述べなさい』　表紙には、
『ビジネスキャリアⅠ秋学期期末課題』と記入し、学籍番号と氏名を記載するこ
と。なお、、レポート作成に当たって使用した参考文献は、正式な書式に従って最
後のページに記載すること。

2月7日(金) 22:00
下記の染谷のメールアドレスへ
Wordファイルで添付して提出。
ysomeya@jiu.ac.jp

4 ビジネスキャリアII 神余 崇子

ニュース検定合格者は以下の課題は任意提出
１．教科書Ｐ118～119を読み、ＳＤＧｓについて解説しなさい。また日本企業の近
年のＳＤＧｓの取組について１社以上調べて解説しなさい。
２．教科書Ｐ88～91を読み、情報社会におけるキャッシュレス決済が日本経済に
与える影響について述べなさい。
以上２つの課題をそれぞれワープロでＡ４サイズ２枚程度にまとめて提出すること
（表紙は含まない）ファイル名に必ず名前を記入すること

2月5日(水) 17:00 Portalで提出

5 ビジネスキャリアI 神余 崇子 授業最終日に伝える 2月5日(水) 17:00 Portalで提出

6 ビジネスキャリアI 渡邊 修朗

①「現代社会においてなぜ”キャリア形成”が必要になってきた
　の？」ということを経済・社会の変化を中心として説明せよ。
②自分のキャリア形成のためにはどのような意識が必要か？

　①②とも解答。二つ合わせて800字以上

2月7日(金) 学部事務室

7 ビジネスキャリアI 渡邊 修朗／染谷 芳臣
あなたの今後のキャリア形成についての展望を書きなさい

　600字以上
2月7日(金) 学部事務室

8 ビジネスキャリアI 渡邊 修朗／七井 誠一郎
あなたの今後のキャリア形成についての展望を書きなさい

　600字以上
2月7日(金) 学部事務室

9 ビジネスキャリアI 渡邊 修朗／神余 崇子
あなたの今後のキャリア形成についての展望を書きなさい

　600字以上
2月7日(金) 学部事務室

10 ビジネスキャリアI 渡邊 修朗／楊 沢宇
あなたの今後のキャリア形成についての展望を書きなさい

　600字以上
2月7日(金) 学部事務室

11 ビジネスキャリアI 渡邊 修朗／松田 世治
あなたの今後のキャリア形成についての展望を書きなさい

　600字以上
2月7日(金) 学部事務室

提出期限/Deadline
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12 社会科教育法II 阿部 信太郎

下の課題について、すべてまとめよ。なお、枚数制限はない。

課題
　授業中に各自に割り当てた社会科歴史的分野のテーマについて、指導案、教
材、板書事項を作成せよ。（次年度社会科教育法Ⅳで模擬授業）
　＊　課題１については、Ｂ４合計２枚。この指導案はファイルをＵＳＢディスクなど
に必ず保存しておくこと。
　＊　社会科教育法Ⅳにおいて初回から模擬授業ができるよう準備しておくこと。

注　意：　課題は、自分で考えて提出すること。従って、他人と同一のものを提出
しないこと。
表　紙：　表紙はＡ４サイズの用紙を使い、科目名、担当者名、学籍番号、氏名を
記入すること。

2月4日(火) 学部事務室

13 社会科教育法III 阿部 信太郎

下の課題について、すべてまとめよ。なお、枚数制限はない。

課題
社会科教育法で秋学期に模擬授業をした内容から1つを選び、1時間分の学習指
導案、教材プリント、板書事項を改善して完成させること。学習指導案は形式が
整っていない場合は不合格となる。教育実習の事前審査を社会科で受ける場合
は、その時に使う指導案を提出すること。

注　意：　課題は、自分で考えて提出すること。従って、他人と同一のものを提出
しないこと。
表　紙：　表紙はＡ４サイズの用紙を使い、科目名、担当者名、学籍番号、氏名を
記入すること。

2月4日(火) 学部事務室

14 公民科教育法II 阿部 信太郎

下の課題について、すべてまとめよ。なお、枚数制限はない。
　
課題
　秋学期、政治・経済で模擬授業をした内容について、学習指導案、教材プリン
ト、板書事項を改善して完成させること。学習指導案は形式が整っていない場合
は不合格となる。（公民科で教育実習の事前審査を受ける場合は、その時に提出
する指導案も提出すること。）
　
注　意：　課題は、自分で考えて提出すること。他の人と同一のものを提出しない
こと。
表　紙：　表紙はＡ４サイズの用紙を使い、科目名、担当者名、学籍番号、氏名を
記入すること。

2月4日(火) 学部事務室

15 消費生活と行政 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
(1) ５W１Hの視点からまとめ、(2)  原因や対策などについて考えをまとめ、(3)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。１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１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。

2月4日(火) 学部事務室
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16 情報と職業 阿部 信太郎

以下の１～２の課題についてまとめ、ホチキスでとじて提出せよ。すべて手書きで
答えなさい。
注）小テストも必ず受けること。１月実施の授業内小テストを受けていない場合
は、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
業内で何度も説明済み）。
１．①株式投資シミュレーションで自分が投資をした企業のうちから、興味を持つ
企業を１つ選び、授業中に示した形式でその会社の情報を収集しまとめよ。形式
以外で提出しても受け付けない。詳しくは授業内で説明するのでよく聞いておくこ
と。　なお、トヨタ自動車は事例として取り上げたので除く。
②　①で取り上げた企業の株価の変動（上昇または下落）の状況について簡単に
説明し、その変動の要因を調べてまとめよ。

２．①自分の株式学習ゲームの結果についてまとめ、分析しなさい。②自分が株
式学習ゲームから学んだこと、感想、疑問を書きなさい。③株式学習ゲームの自
分の「取引結果」をネットからプリントアウトして添付すること。1月以降のもの。
④授業中に記入した株式学習ゲーム記録表（株式売買の手書きの記録）を添付
すること。
＊授業内で繰り返し行った課題について取り組んでいない場合は単位は認めら
れない（このことについては何度も説明済み）。レポートの書き方は1月の講義で
説明する。また、書き方で質問がある場合は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。
＊　表紙を作成すること。「１②と２①②」はあわせてレポート用紙1枚程度。それ
以外は直接指示する（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。

2月4日(火) 学部事務室

17 ゼミナールI　<東京キャンパス> 神田 正美

　【設問】
自動車産業は、燃料のガソリンが不要で走行時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、日産等大手メーカーは電
気自動車の販売を進めています。しかし、発売実績としては期待ほど伸びてはい
ません。果たして、電気自動車が過半数以上走る時代が来るのだろうか。ＹＥＳの
人はその理由と過半数を超える時期を、ＮＯの人はその理由と自動車全体の衰
退の理由を合わせWORDでＡ４版３～４枚にまとめなさい。

2月4日(火) ３号棟教学事務室

18 ゼミナールII　<東京キャンパス> 神田 正美

　【設問】
自動車産業は、燃料のガソリンが不要で走行時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、日産等大手メーカーは電
気自動車の販売を進めています。しかし、発売実績としては期待ほど伸びてはい
ません。果たして、電気自動車が過半数以上走る時代が来るのだろうか。ＹＥＳの
人はその理由と過半数を超える時期を、ＮＯの人はその理由と自動車全体の衰
退の理由を合わせWORDでＡ４版３～４枚にまとめなさい。

2月4日(火) ３号棟教学事務室

19 国際ロジスティクス論 神田 正美

【設問】
韓国釜山港は、コンテナ取扱港として年間約２０百万ＴＥＵと世界5位に対して、日
本最大の港東京港は約４５０万ＴＥＵと取扱が約1/4で世界20位以内にも入れま
せん。何故、釜山港は常に世界ベストファイブに入るまでの国際港となっているの
か、その理由をワードでＡ４版３～４枚にまとめなさい。

2月4日(火) 学部事務室

20 ゼミナールI 松田 世治
自身の卒業研究／論文の研究計画書（活動報告と成果を含む）を作成し、提出
すること。
（盛り込むべき内容・書式などの詳細はクラス内の配布資料を参照のこと）

2月10日(月) 学部事務室

21 ゼミナールII 松田 世治

自身の卒業研究の成果物として論文【最終稿】を提出すること。

【注意】
学期中に提出済みの学生は、再提出する必要はない。

2月10日(月) 学部事務室

mailto:taka_hero@hotmail.com
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22 ビジネスキャリアII 松田 世治

提出物１）授業で資料配布・説明した学期末課題のうち【課題A】か【課題B】のど
ちらかに取り組み、提出すること。

提出物２） 資格試験に挑戦後のふりかえりレポート
…自身のキャリア形成において有意義と考える資格試験などの受験勉強や結果
についてのふりかえりを行い、レポートとして考えをまとめ提出すること。
*上記１）と２）ともにクラス内で提出済みの学生は、再提出する必要はない。

　【注意】レポートの注意点や踏むべきステップ・盛り込む内容、書式などの詳細
は、クラス内で配布した資料を参照のこと。レポート課題の資料を持っていない学
生は、担当教員の研究室（オフィスアワーor matsuda@jiu.ac.jp）まで問い合わせ
すること。

2月10日(月) 学部事務室

23 ビジネスキャリアI 松田 世治

　今年１年の大学生活の振り返りと就活ツールを使っての自己分析を踏まえ、自
分自身のキャリア（：卒業後の進路選択）について考えをまとめ、レポートとして提
出する。

【注意】詳細はクラス内で配布した資料を参照のこと。不明な点は、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
いレポート課題は不合格とし、再提出の可能性があるので注意。

2月10日(月) 学部事務室

24 現代ファイナンス論 新谷 理 「業績の将来予想に基づく企業価値評価」レポートの作成 2月7日(金) 17:00
教員のメールアドレスへ提出
(shintnai@jiu.ac.jp)

25 管理会計論II　＜東京キャンパス＞ 新谷 理 企業価値評価に関するレポートの作成 2月7日(金) 17:00
教員のメールアドレスへ提出
(shintani@jiu.ac.jp)

26 女性学入門 北田 幸恵

テキスト『女性学への招待』の、プロローグ「女性学の誕生と発展」、第１章「女と
男を分けるもの」、第２章「女子と男子の学校生活」、第３章「働く女たち」の中か
ら、最も関心を持った章を選び、その章で展開されている内容についての自分の
感想、意見を、1,200字程度で述べなさい。

2月4日(火) 15:00
北田にメールで送付すること。
アドレスは授業時指示。

27 中国の歴史<東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 鄭 民欽 中国の歴史または日中歴史交流についての感想を述べよ。 2月5日(水) 1号棟教学事務室

28 日本文化論 長尾 宗典

今後、海外の友人（留学生の場合は自国の友人でもよい）に、日本文化について
知るための本を質問された場合を想定して、そのときに勧められる本を1冊選ん
で紹介する文章を書きなさい。なお、講義で取り上げなかった本を紹介しても構
わない。
課題は原則、ファイルのJIUポータルへの登録によって提出すること。課題につい
ての質問はメールm-nagao@jiu.ac.jpでも受け付ける。

2月5日(水) 23:59 JIUポータル

29 マルチメディアコンテンツ制作 中嶋 正夫

【課題】
　第２６回の授業で取り上げた，サンプルスケッチ「shootingGame2」において，①
効果音を入れる，②爆発シーンを加える，③スコアを表示する，④その他難易度
の調整等の工夫をし，魅力のあるゲームとして完成させなさい。

【提出規定】
　Word文書ファイルにて，コンセプト，変更点の説明など記述しなさい。なお，完成
したプログラムは，スケッチフォルダごとzip形式に変換し，文書ファイルと一緒に
授業中に指定したE-mailで提出しなさい。

【参照URL】
http://www1.jiu.ac.jp/~nakajima/

2月6日(木) E-mail
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30 企業とリスクマネジメント 小渕 究

テーマ
　身のまわりのリスクについて２つとりあげ（そのうち１つは食品関連をとりあげる
こと），消費者の視点や企業の視点から考察してください。
条件
１．Ｗｏｒｄで作成してください。
２．Ａ４用紙サイズ（40字×35行）であわせて３枚以上５枚以内（表紙除く）で作成
してください。
３．とりあげた２つを明確に表記してください。
４．参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）。
５．あなたの意見や考えがないものは評価できません。必ず盛り込んでください。
６．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。
以上

2月5日(水) 学部事務室

31 経済学の基礎 小渕 究

テーマ（以下の１と２，両方に取り組むこと）
　１．授業でふれたテーマのうち１つをとりあげ，そのテーマについて自身の理解
と感想を盛りこみつつ，説明してください。
　２．最近のニュースを1つとりあげ，経済学の視点から簡潔に解説してください。
条件
１．Ｗｏｒｄで作成してください。
２．Ａ４用紙サイズ（40字×35行）であわせて３枚以上５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．片方の課題しか取り組んでいないといった場合は評価は大きくさがります。
以上

2月5日(水) 学部事務室

32 映画史I　<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年以前の映画
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。２本の作品について、各750-1250字、合
計2000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。

2月5日(水) 3号棟教学事務室

33 コンピュータ応用論 家富 誠敏
授業で指示した全ての演習課題について、期日厳守で提出すること。
※課題内容が不明の場合は、担当教員に問いあわせること

2月4日(火) 17:00
Ａ３１８
（家富研究室）

34 社会調査 名本 光男 聞き取り調査に基づいて、調査対象者のライフヒストリーをまとめなさい。 2月8日(土) 23:59
Wordファイルでメールにて提出
(namoto@jiu.ac.jp)

35 日本社会b 宮 偉
日本の社会問題について
（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）

2月7日(金) 17:00 miyai@jiu.ac.jpまで

36 金融論b 斎藤 和男

預金金利が現在メリットの少ないものになっている反面、さまざまな金融商品が
増えてきています。このような状況下、収益的なメリットが出てきた反面、リスクも
増加しています。どのような金融商品を開発したらいいのかを自分なりの考え方
で2000字以内で論じなさい。

2月4日(火) 16:00 学部事務室

37 金融論b　＜東京キャンパス＞ 斎藤 和男

預金金利が現在メリットの少ないものになっている反面、さまざまな金融商品が
増えてきています。このような状況下、収益的なメリットが出てきた反面、リスクも
増加しています。どのような金融商品を開発したらいいのかを自分なりの考え方
で2000字以内で論じなさい。

2月4日(火) 16:00 ３号棟教学事務

38 経済学入門 矢野 義明
証券取引所の機能と上場企業のメリットについて説明したうえで、株価を動かす
要因を述べなさい。（2000字以内）

2月4日(火) 11:00 学部事務室

mailto:miyai@jiu.ac.jp%E3%81%BE%E3%81%A7
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39 ジャーナリズム論 矢野 義明
報道機関としてのマスメディアの問題点や課題について、最近のメディア報道で
の具体例を示しながら論じなさい。（２０００字以内）

2月4日(火) 11:00 学部事務室

40 経済事情 矢野 義明
証券取引所の機能と上場企業のメリットについて説明したうえで、株価を動かす
要因を述べなさい。（2000字以内）

2月4日(火) 11:00 学部事務室

41 国際法 近藤 航
【卒業年次生のみ】
レポート課題を学部事務室に取りに来ること。

2月6日(木) 15:00 学部事務室

42 法律学概論 近藤 航
【卒業年次生のみ】
レポート課題を学部事務室に取りに来ること。

2月6日(木) 15:00 学部事務室

43 プロジェクト研究I ANA総合研究所

情報社会の進展、グローバル化、地球環境問題など企業におけるCSR（社会的
責任）は非常に注目されています。秋学期のレポートは下記の通り。
テーマ：　「航空会社のCSR(社会的責任）と今後の課題について」
内容：CSRには、資源保護、地域社会への貢献、人権などいろいろあります.テー
マを一つに絞り込み、あなたの考えをまとめて提出ください。　　　　　　　　　（A4 2
枚　2500文字以内）

2月5日(水) 11:00 学部事務室

44 ジャーナリズム論 岡本 英信 自分がジャーナリストならばどんな記事を書きたいか 2月4日(火) 学部事務室

45 映像研究II <東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 佐藤 克則／五島 一浩

佐藤レポート

日本のCMにおいて、１９６〜７０年代から現在まで続くCMシリーズを選び、
その表現が変わった部分、または変わらない部分を論じなさい。
また、MVにおいては、海外と日本のを１本ずつ選び、その表現にそれぞれどう
いった特徴があるかを論じなさい。

上記２点を踏まえたレポートを1,000字以上で書くこと。

五島レポート

「講義で紹介した作品から、古いものと新しいものを一本づつ選んで鑑賞し、
比較して映像表現の変化を述べなさい。（新旧どちらか一本は、講義内で
紹介していない作品でも、映像表現の歴史上重要だと思われる作品であれば
それを選択してもかまいません。）
以上のレポートを1000字以上で書くこと」

佐藤。五島のレポートをひとつにまとめて提出すること

2月7日(金) 学部事務室

46 青年心理学 高橋 葉子

提出は“手書き”のこと
次の各設問を読んで、解説しなさい
１　青年期の発達の特徴を，認知機能と社会性の発達の両面か ら述べなさい。
（400～800字）
　次にあげる用語を必ず使うこと。
　　ピアジェ　　　形式的操作期　　相互的役割取得　反抗期
2 　青年期における発達のつまずきの問題から適応の問題を論じなさい。（400～
800字）
　　次にあげる用語を必ず使うこと
　不登校　　非行　友人関係
３　以下の 3 つの概念をそれぞれ解説しなさい。 （各100～400字）
①心理的離乳　②アイデンティティ地位　③セルフエスティーム
４　青年期に行われる職業的選択プロセスの中でのアルバイト経験の活かし方に
ついて考えなさい。（400～800字）

2月7日(金) 11:00 学部事務室
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