
令和元年度　秋学期試験レポート課題（HK・HL）

番号 講義名称 担当教員

1 教育制度 井上　敏博

2 生涯学習論 井上　敏博

3 道徳教育の理論と方法 井上　敏博

4 ジェンダーと表現 北田　幸恵

5 国際文化演習Ⅰ 岡田　美也子

6 中国文学の世界 鄭　民欽

7 日本の文学b(近・現代) 渡邊　拓

8 日本語表現 渡邊　拓

9 比較文学論 芳賀　浩一

10 日本文化論 長尾　宗典

11 多文化社会論 柴　理子

12 中欧地域文化研究 柴　理子

13 国際日本学 柴　理子

14 国際交流演習I 三島　武之介

15 ビジネスモデル研究a 小渕　究

16 マスコミュニケーション論 島野　義孝

17 日本社会b 宮　偉

18 経済学入門 矢野　義明

19 マスコミュニケーション論 矢野　義明

20 国際法 近藤　航

21 法律学概論 近藤　航

22 コミュニケーション概論 岡本　英信

23 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 生涯学習論 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ユネスコが提唱した「生涯学習論」（１９６５年）の内容とその意義に
ついて指摘するとともに、その後の理念の発展について簡潔に述べなさい。②大
学史に関して授業で扱った諸大学のうち一つもしくは二つの大学を取り上げ、そ
の大学の成立過程の歴史や近代における発展過程について簡潔に述べなさい。
③現代における「博物館」の社会的役割や「学芸員」の専門的職務について「博
物館法」をふまえて説明しなさい。

2月8日(土) 学部事務室

3 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

4 ジェンダーと表現 北田 幸恵

　授業で取り上げた作家・作品の中から一作家の一作品を選んで、講義の内容、
テキスト、自分で調べたり考えたことなどを参考にして、その作家と作品について
紹介しながら、20世紀女性文学としての特徴、意義について、1,200字程度で述べ
なさい。

2月4日(火) 15:00 学部事務室

5 国際文化演習Ⅰ 岡田 美也子

卒業論文あるいは卒業制作に関して以下の点をまとめなさい。
用紙：A4用紙
字数：2000字以上
内容：
・研究の動機、背景（先行研究の概観を含む）、問題提起
・研究対象、研究方法
・先行研究・参考文献リスト　など

2月7日(金) 17:00
研究室（H513）あるいはメール
提出
mokada@jiu.ac.jp

6 中国文学の世界 鄭 民欽 中国文学{詩歌・宋詞・小説・演劇}の世界についての感想を述べよ。 2月5日(水) 学部事務室

7 日本の文学b(近・現代) 渡邊 拓

【課題】
講義で扱った3つの作品のうち1つを取り上げて、その作品について論じなさい。

【条件】
1. 字数：800字以上1200字以内
2. 作品や先行研究からの引用は100字以内とする。
3. 引用の場合はルールに従って引用であることを明示すること。他人の文章や考
えを本やネットから引用の形にしないで写してはならない。一部分でも引用の形
にしないで、写した箇所があった場合、単位を取得できない。
4. 次の内容をレポートの冒頭に明記すること。
① 科目名
② 学籍番号・氏名
③ 選んだ作品名

2月4日(火) 17:00 ＪＩＵポータルを通じて提出する

提出期限/Deadline
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8 日本語表現 渡邊 拓

【課題】
秋学期期間中に読んだ本の中から1冊を選び、その本について感想文を書きなさ
い。

【条件】
1. 字数：800字～1200字程度
2. 本からの引用は合計で100字以内とする。
3. 引用の場合はルールに従って引用であることを明示すること。他人の文章や考
えを本やネットから引用の形にしないで写してはならない。一部分でも引用の形
にしないで、写した箇所があった場合、単位を取得できない。
4. 次の内容をレポートの冒頭に明記すること。
① 科目名
② 学籍番号・氏名
③ 読んだ本の著者名『書名』出版年、出版社

2月4日(火) 17:00 ＪＩＵポータルを通じて提出する

9 比較文学論 芳賀 浩一
各自が選んだ文学作品について、発表のテーマをさらに掘り下げ、参考文献や先
行研究を明示して小論文に仕上げてください。A4用紙に3－5枚、フォントは10.5、
行間なし、で書いてください。

2月5日(水) 11:30 H503

10 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

11 多文化社会論 柴 理子
多文化社会の例としてオーストラリア、カナダのいずれか1つを選び、その状況が
形成されてきた歴史的背景と現状について2,000字程度で述べなさい。

2月4日(火) 学部事務室

12 中欧地域文化研究 柴 理子 映画に描かれた中欧の社会・人々・文化（2,000字程度） 2月4日(火) 学部事務室

13 国際日本学 柴 理子
自分が関心を持つ国や地域の日本学・日本研究の歴史と現状を調べ、2,000字程
度で述べなさい。

2月4日(火) 学部事務室

14 国際交流演習I 三島 武之介

演習での質問・助言・指導を踏まえて、「自己PR作成シート」「志望動機作成シー
ト」のWordファイルに必要事項を記入の上、完成させること。
※日本での就職を希望しない学生は、2020年アメリカ大統領選挙と演習中に行っ
た発表との関わりについて、日本語2000字程度で自分の考えをまとめること。

2月4日(火) 17:00 担当教員にメールにて提出

15 ビジネスモデル研究a 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
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16 マスコミュニケーション論 島野 義孝
授業内で提示したとおりです。
授業内で提出済で合格している場合は、あらためて提出する必要はありません。

2月5日(水) ２限 Ｇ２−３０８

17 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

18 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

19 マスコミュニケーション論 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

20 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

21 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

22 コミュニケーション概論 岡本 英信 自分にとってここちよいコミュニケーションとは何か 2月4日(火) 学部事務室

23 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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