
令和元年度　秋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II 阿部　信太郎

2 中国の歴史<東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 鄭　民欽

3 日本の文学b(近・現代) 渡邊　拓

4 日本文化論 長尾　宗典

5 インターンシップ 島野　義孝／中嶋　正夫

6 ビジネスアプリケーションII 中嶋　正夫

7 ビジネスマナー 島野　義孝／中嶋　正夫

8 基礎ゼミI 島野　義孝／中嶋　正夫

9 基礎ゼミII 中嶋　正夫

10 マルチメディアコンテンツ制作 中嶋　正夫

11 経済学の基礎 小渕　究

12 ビジネスモデル研究a 小渕　究

13 銚子駅伝インターネット中継（企画） 島野　義孝／寺本　卓史

14 銚子駅伝インターネット中継（本番） 島野　義孝／寺本　卓史

15 銚子駅伝インターネット中継制作演習 島野　義孝／寺本　卓史

16 スタジオ番組II 島野　義孝／寺本　卓史

17 映像美術デザインII　<東京キャンパス> 金田　克美

18 山武郡市文化記録プロジェクトⅡ 島野　義孝

19 山武郡市文化記録制作演習 島野　義孝

20 マスコミュニケーション論 島野　義孝

21 プロジェクト研究I 島野　義孝

22 プロジェクト研究II　
火Ⅲ・Ⅳ/木Ⅲ・Ⅳ 島野　義孝

23 プロジェクト研究II　
月Ⅲ・Ⅳ／集中 島野　義孝

24 ドキュメンタリープロジェクト 竹藤　佳世

25 映画史I　<東京キャンパス> 滝浪　佑紀

26 表象文化研究II <東京キャンパス> 滝浪　佑紀

27 総合基礎教養I(非言語) <東京キャンパス> 滝浪　佑紀

28 制作演習a（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾒﾃﾞｨｱ） 滝浪　佑紀

29 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 中川　晃

30 メディア基礎実習e<東京キャンパス> 中川　晃／島田　雄峰／大浦　克寿

31 制作演習b（ｽﾃｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ） 中川　晃／島田　雄峰／小瀬　高夫

32 日本社会b 宮　偉

33 マスコミュニケーション論 矢野　義明

34 ジャーナリズム論 矢野　義明

35 経済事情 矢野　義明

36 コミュニケーション概論 岡本　英信

37 ジャーナリズム論 岡本　英信

38 コミュニケーション概論　<東京キャンパス> 添野　勉

39 情報と倫理　<東京キャンパス> 添野　勉

40 舞台空間造形 桜井　久美子／鈴木　拓郎

41 権利マネジメント 林　達也

42 ビジネスモデル研究a <東京キャンパス> 林　達也

43 映画研究II　〈東京キャンパス〉 佐藤　克則／五島　一浩

44 映像研究II <東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 佐藤　克則／五島　一浩

45 コンテンツビジネスプロジェクト 千野　毅彦

46 コンテンツビジネスa 千野　毅彦

47 ビジネスセミナーＢ <東京キャンパス> 渡辺　一浩

48 ビジネスセミナーb <東京キャンパス> 渡辺　一浩



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 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

2 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

3 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

4 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

5 インターンシップ 島野 義孝／中嶋 正夫 「インターンシップレポート」（未提出者のみ） 2月7日(金) 学部事務室

6 ビジネスアプリケーションII 中嶋 正夫

【課題】
　授業中のプレゼンテーション実習の際に作成したPowerPoint資料について，
「印刷対象」を「配付資料（４スライド／１ページ）」にして印刷し，提出しなさい。
【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/

2月6日(木) 学部事務室

7 ビジネスマナー 島野 義孝／中嶋 正夫
「自己PR」「志望動機」
授業期間内に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7日(金) 学部事務室

8 基礎ゼミI 島野 義孝／中嶋 正夫
「『鉄扇公主』と戦時下の孤島上海
── 戦争が生んだアジア初の長編アニメーション ──」を読む

2月4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

提出期限/Deadline

9 基礎ゼミII 中嶋 正夫

【課題】
　授業中の成果を「基礎ゼミノート」に貼付し，提出しなさい。

【提出規定】
　基礎ゼミノートの表紙に，授業名，教員名，所属学部，学籍番号，氏名を表記し
て提出すること。

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

2月6日(木) 学部事務室

10 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

11 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

12 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

13 銚子駅伝インターネット中継（企画） 島野 義孝／寺本 卓史

１．プロジェクトであなたが果たした役割を述べてください。
また、それはプロジェクト全体の中で、どのような位置を占めているのでしょうか。
手順と内容を具体的に述べてください。
２．あなたが果たした役割において、良かった点、反省すべき点は何でしょうか。
３．今回のインターネット中継の良かった点、改善すべき点、あらたな提案などを
述べてください。
授業時間内に提出済の場合は、あらためて提出する必要はありません。

東金
2月4日（火）

紀尾井町
　2月7日（金）

東金　学部事務室
紀尾井町　３号棟教学事務



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
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14 銚子駅伝インターネット中継（本番） 島野 義孝／寺本 卓史

１．プロジェクトであなたが果たした役割を述べてください。
また、それはプロジェクト全体の中で、どのような位置を占めているのでしょうか。
手順と内容を具体的に述べてください。
２．あなたが果たした役割において、良かった点、反省すべき点は何でしょうか。
３．今回のインターネット中継の良かった点、改善すべき点、あらたな提案などを
述べてください。
授業時間内に提出済の場合は、あらためて提出する必要はありません。

東金
2月4日（火）

紀尾井町
　2月7日（金）

東金　学部事務室
紀尾井町　３号棟教学事務

15 銚子駅伝インターネット中継制作演習 島野 義孝／寺本 卓史

１．プロジェクトであなたが果たした役割を述べてください。
また、それはプロジェクト全体の中で、どのような位置を占めているのでしょうか。
手順と内容を具体的に述べてください。
２．あなたが果たした役割において、良かった点、反省すべき点は何でしょうか。
３．今回のインターネット中継の良かった点、改善すべき点、あらたな提案などを
述べてください。
授業時間内に提出済の場合は、あらためて提出する必要はありません。

東金
2月4日（火）

紀尾井町
　2月7日（金）

東金　学部事務室
紀尾井町　３号棟教学事務室

16 スタジオ番組II 島野 義孝／寺本 卓史

１．プロジェクトであなたが果たした役割を述べてください。
また、それはプロジェクト全体の中で、どのような位置を占めているのでしょうか。
手順と内容を具体的に述べてください。
２．あなたが果たした役割において、良かった点、反省すべき点は何でしょうか。
３．今回のインターネット中継の良かった点、改善すべき点、あらたな提案などを
述べてください。
授業時間内に提出済の場合は、あらためて提出する必要はありません。

東金
2月4日（火）

紀尾井町
　2月7日（金）

東金　学部事務室
紀尾井町　３号棟教学事務室

17 映像美術デザインII　<東京キャンパス> 金田 克美

自分の部屋をイメージして、横幅９尺×奥行き１２尺の６畳間の洋間と、同じく横
幅９尺×奥行き１２尺の日本間のパース画（家具も描きいれる）をそれぞれ１枚ず
つ描いて提出して下さい。天井高は８尺とします。建具などの寸法については自
分で自由に決めて下さい。提出は日本間、洋間のパース画、合わせて２枚。平面
図の提出はいりません。図面用紙は授業最終日に配布します。

2月8日(土) ３号棟教学事務室

18 山武郡市文化記録プロジェクトⅡ 島野 義孝 制作経過と計画をレポートしてください。 2月10日(月) 16:30 学部事務室

19 山武郡市文化記録制作演習 島野 義孝 制作経過と計画をレポートしてください。 2月10日(月) 16:30 学部事務室

20 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

21 プロジェクト研究I 島野 義孝 「ポートフォリオ」「DVD作品集」 2月10日 16:30 H212島野研究室

22
プロジェクト研究II
火Ⅲ・Ⅳ/木Ⅲ・Ⅳ

島野 義孝
「卒業研究」（修正がある場合）
「卒業研究プレゼンテーション」

2月4日(火) 16:30 H212島野研究室

23
プロジェクト研究II
月Ⅲ・Ⅳ／集中

島野 義孝 「ポートフォリオ」「DVD作品集」「卒業研究途中経過」 2月10日(月) 16:30 H212島野研究室

24 ドキュメンタリープロジェクト 竹藤 佳世
今までに参加したプロジェクトのイベント３つ以上について、レポートを作成。 （１
イベント400字以上×３つ以上）レポートはA4サイズ縦、複数枚ホチキス止めで、
表紙に「授業名、学籍番号、名前、タイトル」を書くこと。

2月10日(月) 学部事務室
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25 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

26 表象文化研究II <東京キャンパス> 滝浪 佑紀

授業で扱った映画作品、アニメ作品、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。

2月5日(水) 3号棟教学事務室

27 総合基礎教養I(非言語) <東京キャンパス> 滝浪 佑紀

以下の二つの課題から一つを選んで、考察を書きなさい。（１）映画、アニメ、
ミュージックヴィデオ、テレビなど、日本のメディア作品やメディア戦略において、
興味深い事象をひとつ取り上げ、それが世界の中で持っている意味あるいは日
本の中で持っている意味を論じなさい。（２）２０世紀ないし２１世紀の世界的作品
から、興味深い例をひとつ取り上げ、それが日本に与えた影響、あるいは世界の
歴史の中で持っている意味について書きなさい。２０００字以上。図版を含めるこ
と。

2月5日(水) 3号棟教学事務室

28 制作演習a（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾒﾃﾞｨｱ） 滝浪 佑紀

授業内で指示した映画作品やアニメ作品について、その作品のスタイル上ないし内容上
の特徴を明確に指摘した上で、その作品が持っている社会へのメッセージや時代背景に
ついて考察すること。とりわけ、作品全体を考慮に入れたうえで、物語構造に注目した分
析が望ましい（明確な構造分析が難しい場合は、社会へのメッセージについて中心的に
考察すること）。3000字以上、図版を含めること。

2月5日(水) 学部事務室/３号棟教学事務

29 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 中川 晃

以下の中からテーマを一つ選択し、1000字程度で論じて下さい。
(テーマ)
①舞台の歴史　②ステージの未来　③ステージとビジネス　④世界のステージ
ショー　⑤ステージのテクノロジー　⑥ステージと人の関わり　⑦ステージ演出　⑧
ステージにおける音響

2月4日(火) 13:00 学部事務室

30 メディア基礎実習e<東京キャンパス> 中川 晃／島田 雄峰／大浦 克寿

ステージの現場において留意すべき「安全」について自由に1000字程度で論じて
下さい。
＊ステージの現場は、舞台上だけでなく、大道具製作工場等も含みます。作業手
順の安全や工具・道具の取扱に関する安全、チームでの安全マネジメント等、安
全の範囲は問いません。

2月4日(火) 13:00 学部事務室

31 制作演習b（ｽﾃｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ） 中川 晃／島田 雄峰／小瀬 高夫

「あいみょん」が国立代々木第一体育館で公演をします。自身がスタッフの一員と
架空設定し、①職種②立場③業務内容④業務の留意点⑤他を自由に1000字程
度で論じて下さい。
＊「職種」はプロデユーサーや音響・照明といった技術系、コンサート運営、宣伝
と自由設定して良いです。「立場」とはチーフ、フロアチーフ、オペレーターと自由
設定して良いです。

2月4日(火) 13:00 学部事務室

32 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

33 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

34 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

mailto:miyai@jiu.ac.jp%E3%81%BE%E3%81%A7


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

提出期限/Deadline

35 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

36 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

37 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

38 コミュニケーション概論　<東京キャンパス> 添野 勉

「日本の冬」をテーマとし、日本語を解さない海外の人向けの組写真を作成し、併
せてレポートを執筆すること。（レポートはA4で３枚組とする（１枚目：表紙・２枚
目：組写真・３枚目：レポート論述）。「レポート論述」では、今回自分が使用しレイ
アウトした画像についてのコンセプトを説明するとともに、ヴィジュアルメディアとコ
ミュニケーションについて、講義内容（技術的・制度的・社会的・経済的視点また
は「編集」についてのいずれかまたは複数の論点）も参照しながら現時点の自身
の考えを述べること（1000字程度で用紙１枚以内）。）

2月7日(金) ３号棟教学事務

39 情報と倫理　<東京キャンパス> 添野 勉

講義中に紹介した参考文献から１冊を選んで通読し、新しい情報技術の登場に
よって、それまでできなかったことが可能になった例を400〜800字程度で挙げる
こと。次に、それによって生じた新たな問題について、自分はどのように考える
か、具体的に800〜1200字程度で述べること（合計1600字以上）。自身の経験した
ことがあれば、それについても触れることが望ましい。

2月7日(金) 17:00
メール提出
（kadaibox@gmail.com）

40 舞台空間造形 桜井 久美子／鈴木 拓郎

・「シェイクスピア」について調べ、自分の意見を交え生涯をまとめる。
・「ヴェニスの商人」の登場人物を考察
・公演に関して反省と感想など
・「ヴェニスの商人」を題材に構成、演出プランを考える。（表現ジャンル、場所な
どの制限は一切なし）

上記4点全てにふれ、A4用紙6枚以上でまとめる。

2月5日(水) 学部事務室

41 権利マネジメント 林 達也

1 自分が将来目指す職業のなかで「自分と著作権」は具体的にどのように関 わり
合うのか
2 具体的に現在の「社会的な要素」や「テクノロジーの進歩」のなかで、著 作権の
抱える問題とは何なのか?また、自分の意見としてそれはどのように 解決/打開さ
れていくべきなのか?

2月4日(火) 23:59
Dropboxファイルリクエストにて
担当教員へ提出

42 ビジネスモデル研究a <東京キャンパス> 林 達也

日本の音楽産業の
1. 現状（CDセールスだけではなく音楽産業全体）
2. 衰退の理由／問題点
3. 音楽産業を回復させるためのアイデア／意見／方法
4. 上記をふまえ、10年後には音楽ビジネスはどのように変化しているか、またビ
ジネスモデルの主流はどのようになっているかを考えて述べる

2月4日(火) 23:59
Dropboxファイルリクエストにて
担当教員へ提出



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

提出期限/Deadline

43 映画研究II　〈東京キャンパス〉 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

44 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

45 コンテンツビジネスプロジェクト 千野 毅彦
プロデュースしてみたいコンテンツ（映像関連、ステージ、スポーツイベントなど）
の企画案を考えてください。製作委員会方式を採用する場合はメンバーのイメー
ジも付け加えてください。文字数の目安は2,000字とします。

2月8日(土) 学部事務室

46 コンテンツビジネスa 千野 毅彦
プロデュースしてみたいコンテンツ（映像関連、ステージ、スポーツイベントなど）
の企画案を考えてください。製作委員会方式を採用する場合はメンバーのイメー
ジも付け加えてください。文字数の目安は2,000字とします。

2月8日(土) 学部事務室
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47 ビジネスセミナー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。
　◇２つとも回答すること。
　◇情報やヒントをネットで検索することはＯＫですが、答えを探さないように（コピ
ペは厳禁）。

設問１：新聞というOld Mediaが紙からネット（無料）に置き代わりつつあります。記
者の存在がフェイクニュースの歯止めになっている現状が揺らいでいます。購読
者の減少が続く新聞社の売上を確保する対策を考えてください。

設問２：多くの人々が音楽のライブやフェスティバルに行きます。まったく見ず知ら
ずの人が集い、興奮して、また行く。何を求めているのでしょうか？

※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、textで。
※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）

2月5日(水)
午前10時

※厳守のこと

メールに添付して渡辺宛てに
送ってください。その際は、メー
ルにも氏名・学籍番号を明記す
ること。

ikkou3des@gmail.com

48 ビジネスセミナー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。
　◇２つとも回答すること。
　◇情報やヒントをネットで検索することはＯＫですが、答えを探さないように（コピ
ペは厳禁）。

設問１：新聞というOld Mediaが紙からネット（無料）に置き代わりつつあります。記
者の存在がフェイクニュースの歯止めになっている現状が揺らいでいます。購読
者の減少が続く新聞社の売上を確保する対策を考えてください。

設問２：多くの人々が音楽のライブやフェスティバルに行きます。まったく見ず知ら
ずの人が集い、興奮して、また行く。何を求めているのでしょうか？

※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、textで。
※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）

2月5日(水)
午前10時

※厳守のこと

メールに添付して渡辺宛てに
送ってください。その際は、メー
ルにも氏名・学籍番号を明記す
ること。

ikkou3des@gmail.com
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