
【大学院】
番号 講義名称 担当教員 番号 講義名称 担当教員

201 起業マネジメント基礎論IV 久保田　正道 234 比較文化研究指導 倉林　眞砂斗

202 起業マネジメント演習II（専門テーマ研究） 久保田　正道 235 翻訳のための日本文学概論 王　岩

203 起業マネジメント特別講義I(国際ビジネス論) 七井　誠一郎 236 通訳の理論と方法 <東京キャンパス> 王　岩

204 起業マネジメント演習III(修士論文指導を含む) 七井　誠一郎 237 グローバルコミュニケーション演習I <東京キャンパス> 王　岩

205 起業マネジメント演習IV(修士論文指導を含む) 七井　誠一郎 238 起業マネジメント基礎論III 斎藤　和男

206 起業マネジメント特別講義IX(国際物流論) 神田　正美 239 高齢・障がい者福祉研究IV(ソーシャルマーケティング論) 長崎　昇

207 起業マネジメント演習III(修士論文指導を含む) 神田　正美 240 ビジネスセミナー　<東京キャンパス> 渡辺　一浩

208 起業マネジメント演習IV(修士論文指導を含む) 神田　正美 241 ビジネスセミナーb 渡辺　一浩

209 起業マネジメント特別講義V(グローバル経済論) 神余　崇子 242 ジェンダー特別講義d 林　千章

210 起業マネジメント研究IIIb 福島　和伸 243 政策研究V 于　洋

211 起業マネジメント演習III(修士論文指導を含む) 福島　和伸

212 日本文化研究b(文学) 岡田　美也子 教員直接指示へ変更となりました。

213 日本文化研究II(文学) 岡田　美也子 番号 講義名称 担当教員

214 国際日本学研究指導 岡田　美也子
教員
指示

グローバルコミュニケーション演習II <東京キャンパス> 鄭　民欽

215 日本文化演習b(文学) 岡田　美也子
教員
指示

デザインマネジメント　<東京キャンパス> 瓦井　秀和

216 女性学日本文資料講読II(ジェンダーと表現) <東京キャンパス> 吉城寺　尚子
教員
指示

修士論文 <東京キャンパス> 瓦井　秀和

217 女性学日本文資料講読b 吉城寺　尚子
教員
指示

マーケティングマネジメント　<東京キャンパス> 瓦井　秀和

218 日本文化研究c(言語) 吉田　朋彦
教員
指示

ビジネスデザイン基礎論e(マーケティングマネジメント) 瓦井　秀和

219 日本文化研究III(言語) 吉田　朋彦
教員
指示

論文演習I 滝浪　佑紀

220 日本語教育研究a(意味論・語用論) 林　千賀
教員
指示

論文演習II 滝浪　佑紀

221 グローバルコミュニケーション演習I <東京キャンパス> 林　千賀
教員
指示

修士論文 <東京キャンパス> 滝浪　佑紀

222 グローバルコミュニケーション演習II <東京キャンパス> 林　千賀
教員
指示

特別講義IV 柴　宜弘

223 日本語教育実習 林　千賀
教員
指示

国際アドミニストレーション演習 柴　宜弘

224 福祉社会演習(修士論文指導を含む) 井上　敏昭
教員
指示

国際・地域研究X(欧州) <東京キャンパス> 柴　宜弘

225 福祉社会演習(修士論文指導を含む) 増子　勝義
教員
指示

国際ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ基礎論IV(研究・調査法基礎) <東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 松本　茂／栗木ﾚﾀﾝｷﾞｪｯﾌﾟ

226 福祉社会基礎論I(福祉社会原論) 増子　勝義
教員
指示

国際アドミニストレーション基礎論IV 栗木ﾚﾀﾝｷﾞｪｯﾌﾟ／松本　茂

227 福祉社会基礎論III(社会調査論) 大内　善広
教員
指示

国際企業研究VI(ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) <東京キャンパス> 松本　茂

228 表象文化研究b 滝浪　佑紀
教員
指示

国際アドミニストレーション演習 松本　茂

229 表象文化研究II(ポピュラーカルチャー) <東京キャンパス> 滝浪　佑紀
教員
指示

国際企業研究III 松本　茂

230 比較文化研究IV（比較考古学） 倉林　眞砂斗
教員
指示

国際企業研究VII(ベンチャー企業論) <東京キャンパス> 松本　茂

231 比較文化研究d(比較考古学) 倉林　眞砂斗
教員
指示

国際アドミニストレーション基礎論II 鈴木　崇弘／松本　茂

232 比較文化演習IV(比較考古学) 倉林　眞砂斗
教員
指示

国際アドミニストレーション基礎論II(国際教養基礎) 鈴木　崇弘／松本　茂

233 比較文化演習d(比較考古学) 倉林　眞砂斗
教員
指示

国際アドミニストレーション・インターンシップ <東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 大島　卓／孫根　志華



イントラ
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

201 起業マネジメント基礎論IV 久保田　正道

1．テーマ
　　各自が将来起業する場合のビジネスモデルについて、授業で指
摘された内容を踏まえて、下記のポイントを提案すること。実現可
能性についても考慮すること。①業務内容、②他社との違い・強
み、③想定顧客、④誰からどのようにお金を取るのか、⑤必要資
金、⑥資金調達方法、⑦その他

2．提出枚数
　　A4用紙（30字40行）5枚以上（表紙は含めない）でワープロ印
刷｡表紙に題名と学籍番号、氏名を記入のこと｡

3．その他
　　参考にした書籍は、レポートの最後に参考文献として書名、著
者名、出版社、出版年を記入すること｡Webも同様に参考にしたアド
レスを記入すること。

上記の条件に違反した場合、評価の対象とならない場合がある
ので注意すること。

2月6日(水) 11:30 学部事務室

202
起業マネジメント演習II（専門テーマ研究）
 <東京キャンパス>

久保田　正道

1．テーマ
　各自が作成した論文に基づき、その要約を5ページ以内で作成
し、提出すること。
２．提出枚数

A4用紙（30字40行）5枚以上（表紙は含めない）でワープ
ロ印刷｡表紙に題名と学籍番号、氏名を記入のこと｡
3．その他

　　参考にした書籍は、レポートの最後に参考文献として書名、著
者名、出版社、出版年を記入すること｡Webも同様に参考にしたアド
レスを記入すること。

上記の条件に違反した場合、評価の対象とならない場合がある
ので注意すること。

2月6日(水) 11:30 電子メールmkbt@jiu.ac.jp

203 起業マネジメント特別講義I(国際ビジネス論) 七井　誠一郎

中米貿易摩擦・貿易戦争において中国政府はどのように対処・対応
していくべきであろうか。長期的視点に立って論じなさい。また、
米国政府へ対応していく中で、近接国の日本・韓国に対してはどの
ような対処をしていくべきだろうか。
１）米国政府への対応
２）１）の対応プロセスの中での日本と韓国への対応

2月6日(水) 学部事務室

204 起業マネジメント演習III(修士論文指導を含む) 七井　誠一郎
最終授業日までの修士論文の発表内容をまとめて提出する。パワー
ポイントもしくはワード形式で提出する。各人に与えられた課題を
含めて提出する。

2月6日(水) 学部事務室

205 起業マネジメント演習IV(修士論文指導を含む) 七井　誠一郎
最終授業日までの修士論文の発表内容をまとめて提出する。パワー
ポイントもしくはワード形式で提出する。各人に与えられた課題を
含めて提出する。

2月6日(水) 学部事務室
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206 起業マネジメント特別講義IX(国際物流論) 神田　正美

【設問】
２０１７年1月末、トランプ氏が米国大統領に当選し、早くも2年が
経とうとしています。トランプ大統領は貿易自由化・グローバル化
の波を止めて、米国産業・同企業の保護政策を前面に打ち出してい
ます。確かに、現在その恩恵を受けた米国企業もありますが、果た
して、米国全体としてとらえた場合、2～3年先も米国企業及び米国
経済界は潤うのか、逆に衰退へと向かうのかについて貴方の意見を
述べなさい。その理由も併せ書きなさい。レポートはワードでＡ４
版３～４枚にまとめなさい。

2月5日(火) 学部事務室

207 起業マネジメント演習III(修士論文指導を含む) 神田　正美

【設問】
世界最大の自由貿易圏誕生といわれるTPP（環太平洋パートナー
シップ）協定には日本、米国を含め12か国が参加予定でしたが、ト
ランプ大統領がTPP不参加を宣言しました。その結果、TPPは米国を
除く１１か国でスタートすることになります。果たして、TPPから
の離脱は米国産業・企業にとって不利な内容であって、米国発展の
妨げになるのでしょうか。TPPは米国発展を妨げる、いや、TPPは米
国を発展させる、のいずれかを選択し、あなたの意見として書きな
さい。なぜそう思うのか理由も出来るだけ具体的に書きなさい。レ
ポートはワードでＡ4版３～４枚にまとめなさい。

2月5日(火) 学部事務室

208 起業マネジメント演習IV(修士論文指導を含む) 神田　正美

【設問】
世界最大の自由貿易圏誕生といわれるTPP（環太平洋パートナー
シップ）協定には日本、米国を含め12か国が参加予定でしたが、ト
ランプ大統領がTPP不参加を宣言しました。その結果、TPPは米国を
除く１１か国でスタートすることになります。果たして、TPPから
の離脱は米国産業・企業にとって不利な内容であって、米国発展の
妨げになるのでしょうか。TPPは米国発展を妨げる、いや、TPPは米
国を発展させる、のいずれかを選択し、あなたの意見として書きな
さい。なぜそう思うのか理由も出来るだけ具体的に書きなさい。レ
ポートはワードでＡ4版３～４枚にまとめなさい。

2月5日(火) 学部事務室

209 起業マネジメント特別講義V(グローバル経済論) 神余　崇子

１．テキスト３１ページ、1.10　Summary　を日本語に訳しなさ
い。
２．Self-assessment questions 1～３のうち１つを回答しなさ
い。
　　回答は日本語でも英語でも可

１．２とも手書き、ワープロどちらでも可

2月6日(水) 学部事務室

210 起業マネジメント研究IIIb 福島　和伸

授業の中で取り上げた事項のうち、あなたが特に興味をもったこと
を一つだけ取り上げ、以下の２点でまとめなさい。１．授業の中で
学んだことの概要を簡潔に説明しなさい。２．このことについて、
あなたの意見や考えを述べなさい。

2月8日(金) 学部事務室

211 起業マネジメント演習III(修士論文指導を含む) 福島　和伸
自分が研究を進めていく中で、最も学んだと思うことについて、自
分自身の言葉で理解し、解説してください。（※字数制限なし／
メールで直接提出）

2月5日(火) fukushima@jiu.ac.jp
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212 日本文化研究b(文学) 岡田　美也子

『閑居友』について「仏教説話の中の女性」というテーマでレポー
トをまとめなさい。
用紙：A4用紙
字数：2000字程度

2月13日(水) 学部事務室

213 日本文化研究II(文学) 岡田　美也子

『閑居友』について「仏教説話の中の女性」というテーマでレポー
トをまとめなさい。
用紙：A4用紙
字数：2000字程度

2月13日(水) 学部事務室

214 国際日本学研究指導 岡田　美也子
2018年度秋学期の研究成果をまとめなさい。論文・研究ノートの形
式でも可とする。
用紙：A4用紙

2月8日(金)
メール提出
mokada@jiu.ac.jp

215 日本文化演習b(文学) 岡田　美也子

2018年度秋学期までの研究成果をまとめなさい。
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

2月8日(金) 学部事務室

216
女性学日本文資料講読II(ジェンダーと表現) <
東京キャンパス>

吉城寺　尚子 最終授業日までに課題を提示します。 2月5日(火)
Wordまたはpdfファイルを
nkjoji@jiu.ac.jpに送信

217 女性学日本文資料講読b <東京キャンパス> 吉城寺　尚子 最終授業日までに課題を提示します。 2月5日(火)
Wordまたはpdfファイルを
nkjoji@jiu.ac.jpに送信

218 日本文化研究c(言語) 吉田　朋彦
授業で選択した多義語の意味拡張を説明する。そのとき、指定され
た辞書の記述を使用し、例文を用いて説明するようにしなさい。

2月8日(金) 学部事務室

219 日本文化研究III(言語) 吉田　朋彦
授業で選択した多義語の意味拡張を説明する。そのとき、指定され
た辞書の記述を使用し、例文を用いて説明するようにしなさい。

2月8日(金) 学部事務室

220
日本語教育研究a(意味論・語用論) <東京キャン
パス>

林　千賀 授業の中で、周知します。 2月6日(水) 教学事務室

221
グローバルコミュニケーション演習I <東京キャ
ンパス>

林　千賀 授業の中で、周知します。 2月5日(火) 教学事務室

222
グローバルコミュニケーション演習II <東京
キャンパス>

林　千賀 授業の中で、周知します。 2月5日(火) 教学事務室

223 日本語教育実習 <東京キャンパス> 林　千賀 教育実習の成果をレポートにまとめること。 2月8日(金) 教学事務室

224 福祉社会演習(修士論文指導を含む) 井上　敏昭
授業で個別に指示された内容、書式にしたがって自身の研究に関す
るレポートを作成し、提出せよ。
修士論文提出者は修士論文の審査をもって、評価する。

2月6日(水) 井上研究室(A410)前BOX
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225 福祉社会演習(修士論文指導を含む) 増子　勝義
修士論文現物（未完のもの）か、進行状況のわかるレポート（Ａ4
版枚数自由）

2月12日(火) 増子研究室(A511)

226 福祉社会基礎論I(福祉社会原論) 増子　勝義
テキストのなかから好きなテーマを選び論じなさい（Ａ4版枚数自
由、とはいっても院生にふさわしい内容が必要）

2月12日(火) 増子研究室(A511)

227 福祉社会基礎論III(社会調査論) 大内　善広
自身の研究に関連した「問い」に対する「答え」を得るための内容
を含む量的調査の調査企画書を作成する。
なお，詳細は授業中に配布したプリントにて確認すること。

2月6日(水) 大内研究室(A426)

228 表象文化研究b <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7日(木) 学部事務室／教学事務室

229
表象文化研究II(ポピュラーカルチャー) 
＜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7日(木) 学部事務室／教学事務室

230 比較文化研究IV（比較考古学） 倉林　眞砂斗

授業の中で取り上げたテーマの中から、特に関心を持ったものを一
つ取り上げ、①その理由、②キーワード（５個）、③今後に向けた
問題意識の発展の方向性・可能性について、Ａ４で３頁（４０字×
３０行）程度にまとめてください。

2月5日(火) 学部事務室

231 比較文化研究d(比較考古学) 倉林　眞砂斗

授業の中で取り上げたテーマの中から、特に関心を持ったものを一
つ取り上げ、①その理由、②キーワード（５個）、③今後に向けた
問題意識の発展の方向性・可能性について、Ａ４で３頁（４０字×
３０行）程度にまとめてください。

2月5日(火) 学部事務室

232 比較文化演習IV(比較考古学) 倉林　眞砂斗
授業の中で取り上げた考古資料の分析方法について、各自の研究
テーマと最も関連するものを一つ取り上げ、具体的な事例をおりま
ぜながらＡ４で３頁（４０字×３０行）程度にまとめてください。

2月5日(火) 学部事務室

233 比較文化演習d(比較考古学) 倉林　眞砂斗
授業の中で取り上げた考古資料の分析方法について、各自の研究
テーマと最も関連するものを一つ取り上げ、具体的な事例をおりま
ぜながらＡ４で３頁（４０字×３０行）程度にまとめてください。

2月5日(火) 学部事務室
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234 比較文化研究指導 倉林　眞砂斗
各自の研究状況の概略をＡ４で３頁（４０字×３０行）程度にまと
めてください。

2月5日(火) 学部事務室

235 翻訳のための日本文学概論 <東京キャンパス> 王　岩

中国語に訳された日本の文学作品から一つを選んで、テーマを「中
国語訳〇〇〇〇（作品名）の比較研究」とし、レポートを提出しな
さい。複数の訳本の比較分析を行い、文学翻訳の方法について自分
の観点をまとめない（４０００字前後）

2月8日(金) メール

236 通訳の理論と方法 <東京キャンパス> 王　岩

同時通訳における処理容量に関わる予測の問題について、ジェルの
考えによれば、日本語起点に通訳する場合、予測可能な文末が通訳
者の認知負荷を相当減らしている可能性がある。言語的予測につい
て、文例をあげて論じなさい（４０００字程度）

2月8日(金) メール

237
グローバルコミュニケーション演習I 
<東京キャンパス>

王　岩

通訳研究における主な方法論的アプローチをまとめなさい。
その上で、具体的な研究事例をふまえて、実験に基づく仮説検証と
いう方法を中心に、具体的な手法やプロセスのあり方について述べ
なさい。（４０００字程度）

2月8日(金) メール

238 起業マネジメント基礎論III 斎藤　和男
負債と資本による資金調達についてメリット・デメリットととも
に、ベンチャー企業にはどのような方法が適しているかを2000字以
内で論じなさい。

2月5日(火) 学部事務室

239
高齢・障がい者福祉研究IV
(ソーシャルマーケティング論)

長崎　昇

あなたが研究したソーシャルマーケティングに関する企業・組織に
ついて
以下の内容をお書き下さい。

（１） 企業・組織概要
（２） 企業理念・考え方・歴史
（３） 事業・仕事の特徴
（４） 社会的問題解決への貢献
（５） この企業・組織が継続・成長するためのマーケティング上
の課題
（６） その他　当企業・組織に関して気づいたこと・感想等

2月7日(木) 学部事務室



イントラ
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

240 ビジネスセミナー　<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：アニメーションビジネスは、日本国内の人口減・児童減の
状況下で苦しく、海外に市場を求めていかざるを得ませんが、課題
は多いです。言語対応、商慣習の違いへの対応の他でどのような問
題がありますか？それについてどう対策を講じますか？

設問２：日本はインバウンドの観光客が増えてほしい、観光客の側
は「もっと詳しく日本を知りたい」と思っています。あなただった
ら、日本の何を紹介しますか？今まであまり知られていないモノや
コトを３つあげてください。

※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。設問２については写真歓迎。
※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 ６枚以上（pptならばスライド８枚
以上）

2月5日(火)
10:00
※時間
  厳守

メールもしくはFacebookメッ
セージに添付して渡辺宛てに
送ってください。その際は学
籍番号・氏名をメールとレ
ポート本文に明記すること。
ikkou3des@gmail.com

241 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：アニメーションビジネスは、日本国内の人口減・児童減の
状況下で苦しく、海外に市場を求めていかざるを得ませんが、課題
は多いです。言語対応、商慣習の違いへの対応の他でどのような問
題がありますか？それについてどう対策を講じますか？

設問２：日本はインバウンドの観光客が増えてほしい、観光客の側
は「もっと詳しく日本を知りたい」と思っています。あなただった
ら、日本の何を紹介しますか？今まであまり知られていないモノや
コトを３つあげてください。

※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。設問２については写真歓迎。
※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 ６枚以上（pptならばスライド８枚
以上）

2月5日(火)
10:00
※時間
  厳守

メールもしくはFacebookメッ
セージに添付して渡辺宛てに
送ってください。その際は学
籍番号・氏名をメールとレ
ポート本文に明記すること。
ikkou3des@gmail.com

242 ジェンダー特別講義d <東京キャンパス> 林　千章

下記①②③のいずれかを選び、4000字程度にまとめよ。
①人工妊娠中絶という問題について、自身の考察を述べよ。
②授業で配布した以下の論考及び著作のいずれかを選び論じよ。
③同性愛を描いた次の映画のうち1本（複数でも可）を選び、同性
愛について自身の考察を述べよ（詳細と②、③のリストは授業で配
布する）

2月7日(木) 教学事務室

243 政策研究V <東京キャンパス> 于　洋
社会福祉分野の中から１つの制度を選び、国際比較の観点から日本
と中国の相違点を論じなさい。
（ワープロ入力、字数：３０００～４０００字程度）

2月6日(水) 教員のメールアドレスに提出
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