
令和元年度　春学期試験レポート課題（大学院）

番号 講義名称 担当教員

201 起業マネジメント演習III(修士論文指導を含む) 神田　正美

202 起業マネジメント演習IV(修士論文指導を含む) 神田　正美

203 コーポレートファイナンス　<東京キャンパス> 染谷　芳臣

204 日本文化演習b(文学) 岡田　美也子

205 国際文化基礎論a(研究/調査法) 長尾　宗典

206 日本文化研究a(歴史) 長尾　宗典

207 ジェンダー研究:文化b<東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 北田　幸恵

208 日本文化研究c(言語) 吉田　朋彦

209 ｸﾞﾛｰﾊﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究a(言語学) 吉田　朋彦

210 ジェンダー研究:社会d 川野　有佳

211 日本語教育研究e（日本語習得研究） 林　千賀

212 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

213 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

214 福祉社会演習(修士論文指導を含む) 井上　敏昭

215 福祉社会基礎論II(福祉社会研究法) 井上　敏昭

216 保健・医療福祉研究II(精神保健福祉と権利擁護) 岩田　泉

217 表象文化研究a 滝浪　佑紀

218 表象文化研究I(アニメーション) <東京キャンパス> 滝浪　佑紀

219 国際企業研究I 松本　茂

220 国際企業研究IV 松本　茂

221 国際企業研究X(企業戦略論) <東京キャンパス> 松本　茂

222 日本文化特別講義d(言語と文化) 宮　偉

223 日中翻訳a(時事・実務) 宮　偉

224 グローバルコミュニケーション演習I <東京キャンパス> 宮　偉

225 グローバルコミュニケーション演習II <東京キャンパス> 宮　偉

226 起業マネジメント基礎論II 久保田　正道

227 女性学英文資料講読a 井川　眞砂

228 ジェンダー特別講義c<東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 江黒　清美

229 ビジネスセミナー　<東京キャンパス> 渡辺　一浩

230 ビジネスセミナーa（木Ⅵ・Ⅶ） 渡辺　一浩

231 政策研究V 于　洋



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

201 起業マネジメント演習III(修士論文指導を含む) 神田　正美

貴方が就職する予定（希望）の業界を先ず選び、
その次に、①日系企業、②欧米企業、③母国企業の中からどの国の企業を目指し
ますか。
①②③の中から選定した理由を記述しなさい。
また、その選んだ国の企業は他の国の企業とどこが違うのか、入社内定後の入社
前心構え、
学生時代習得すべきだった（あるいは習得した）知識・資格等も合わせ書きなさ
い。
パソコンWORDでＡ4版３～４枚にまとめなさい。

8月2日(金) 学部事務室

202 起業マネジメント演習IV(修士論文指導を含む) 神田　正美

貴方が就職する予定（希望）の業界を先ず選び、
その次に、①日系企業、②欧米企業、③母国企業の中からどの国の企業を目指し
ますか。
①②③の中から選定した理由を記述しなさい。
また、その選んだ国の企業は他の国の企業とどこが違うのか、入社内定後の入社
前心構え、
学生時代習得すべきだった（あるいは習得した）知識・資格等も合わせ書きなさ
い。
パソコンWORDでＡ4版３～４枚にまとめなさい。

8月2日(金) 学部事務室

203 コーポレートファイナンス　<東京キャンパス> 染谷　芳臣

下記の添付ファイルに従って、問題に解答しなさい。
解答は、Ｅｘｃｅｌファイルで示し、提出先のアドレスに添付ファイルで送付し
なさい。
送付するにあたっては、必ず学籍番号と氏名をファイル名とし件名(メールタイ
トル)にも
学籍番号と氏名を記入して送ること。

7月31日(水) 午後10時
メール
ysomeya@jiu.ac.jp

204 日本文化演習b(文学) 岡田　美也子

2019年度春学期までの研究成果をまとめなさい。
用紙：A4用紙
字数：10,000字以上
内容：
・テーマ、問題提起
・研究対象
・研究方法
・先行研究
・分析と考察　　など

7月31日(水) 学部事務室

205 国際文化基礎論a(研究/調査法) 長尾　宗典

　各自の修士論文で研究課題とするテーマについて、先行研究として位置付けら
れる
文献（論文または単行本）を5点程度挙げ、それぞれの文献についての要約 を付
したものを作成すること。
　それぞれの文献について、巻末または本文中に著者名、タイトル、出版年、出
版社のほか、
論文の場合は掲載誌名や掲載号に関する情報を記載すること。

8月2日(金) H412　長尾研究室

206 日本文化研究a(歴史) 長尾　宗典
各自が修士論文執筆に使用する予定の史料と、史料を扱う場合の注意が必要な点
について文章にまとめること

8月2日(金) H412　長尾研究室

207 ジェンダー研究:文化b<東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 北田　幸恵
授業で取り上げた近代日本の女性作家の文学テキストの中から一作品を選び、
作品を批評することの意義について考えたことを２０００字程度で時自由に述べなさ
い。

8月1日(木)
メール
skitada@jiu.ac.jp

208 日本文化研究c(言語) 吉田　朋彦
①多義語の分析を行う。②日本語と中国語の対照を、何か1つの語彙や文法現象を決め
て考察する。枚数など詳細は授業中に指示する。

8月2日(金) 学部事務室

209 ｸﾞﾛｰﾊﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究a(言語学) 吉田　朋彦
授業で学んだことを応用し、多義語の意味拡張について例を挙げながら述べる。詳細は
授業中に指示する。

8月2日(金) 学部事務室

210 ジェンダー研究:社会d 川野　有佳 授業中に提示した課題レポートを作成しなさい。 7月31日(水) 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

211 日本語教育研究e（日本語習得研究） 林　千賀
自分の選んだテーマ（授業で行なった第二言語習得より）について。詳細につい
ては授業で説明する。

7月30日(火)
紀尾井町１号館教学事務
室

212 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
今学期、学んだ先行研究から１５本を取り上げ、表にまとめ、概要を述べること。詳細
については、授業で説明する。

7月30日(火) 紀尾井町１号館教学事務室

213 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
今学期、学んだ先行研究から１５本を取り上げ、表にまとめ、概要を述べること。詳細
については、授業で説明する。

7月30日(火) 紀尾井町１号館教学事務室

214 福祉社会演習(修士論文指導を含む) 井上　敏昭

修士論文提出者：
修士論文の提出をもって、レポートに代える

修士論文提出者以外：
指導の際の指示に従って、自身の研究に関するレポートを作成し提出せよ。
A4用紙に横書き。手書きではなくPCのワープロソフトで作成すること。
参考文献明記、引用のルールを遵守すること。

8月1日(木)
修士論文提出者以外：
A410研究室前ボックス

215 福祉社会基礎論II(福祉社会研究法) 井上　敏昭

授業で個別に指示された内容にしたがって、自身の研究に関する調査計画書・アウトラ
インを作成し、
提出せよ。A4用紙に横書き。手書きではなくPCのワープロソフトで作成すること。
参考文献明記、引用のルールを遵守すること。

8月2日(金) A410　研究室前ボックス

216 保健・医療福祉研究II(精神保健福祉と権利擁護) 岩田　泉 教員の指示に従うこと 7月31日(水) 学部事務室

217 表象文化研究a 滝浪　佑紀

授業で扱った映画作品、テレビ番組、ミュージックビデオ作品、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。

8月1日(木) 学部事務室／教学事務室

218 表象文化研究I(アニメーション) <東京キャンパス> 滝浪　佑紀

授業で扱った映画作品、テレビ番組、ミュージックビデオ作品、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。

8月1日(木) 学部事務室／教学事務室

219 国際企業研究I 松本　茂 国際的な合弁事業に関する考察 7月30日(火) 教学事務室

220 国際企業研究IV 松本　茂 ５Forces modelとPPMからの企業戦略分析 7月30日(火) 教学事務室

221 国際企業研究X(企業戦略論) <東京キャンパス> 松本　茂 ５Forces modelとPPMからの企業戦略分析 7月30日(火) 教学事務室

222 日本文化特別講義d(言語と文化) 宮　偉
日本語と日本文化について
（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

223 日中翻訳a(時事・実務) 宮　偉
翻訳実践及び報告書
（与えられた内容を翻訳した上で課題レポートを作成）

8月2日(金)
メール
miyai@jiu.ac.jp

224 グローバルコミュニケーション演習I <東京キャンパス> 宮　偉 翻訳実践に基づく課題研究報告書の最新版 8月2日(金)
メール
miyai@jiu.ac.jp

225 グローバルコミュニケーション演習II <東京キャンパス> 宮　偉 翻訳実践に基づく課題研究報告書の最新版 8月2日(金)
メール
miyai@jiu.ac.jp



番号 科目名称/Subject 担当教員/Teacher レポート課題／Topic
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submission
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226 起業マネジメント基礎論II 久保田　正道

1．テーマ
　　｢各自が発表した情報化のテーマについて、授業でのコメントを踏まえて修正し、
論文としてまとめること。｣
　
２．提出枚数
　　2テーマを合わせて、A4用紙（30字40行）5枚以上、10枚以内（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｡共同で作成した場合も同様。
　
3．その他
　　テーマに関連した書籍を読み、その内容を踏まえて自分の主張を展開すること｡文
献やサイトのコピーは不可。
　　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。

7月31日(水) 11:30 学部事務室

227 女性学英文資料講読a 井川　眞砂

I."New Woman"について、以下の設問（１）、（２）に答えなさい。
（１）Ohio State Universityによる e-historyから、"New Woman"の概説を記した第1
パラグラフを日本語に訳しなさい。
（2）19世紀末アメリカにおける "New Woman"の出現について、あなたの見解を簡潔に
述べなさい。500字程度の日本語にまとめなさい。

II． Mark Twain, Personal Recollections of Joan of Arc (1896)について、以下の
設問（１）、（２）、（３）に答えなさい。
（１） Sieur Louis de Conte が、彼の甥や姪の子孫に伝えたかったことを書いた文章
のうち、本テクスト1頁冒頭から9行目までを日本語に訳しなさい。
（2）歴史上の人物（Joan of Arc）の物語に、架空の人物Sieur de Conteを登場させた
目的は何か、またその役割は何か。500字程度の日本語で答えなさい。
（3）本テクストChapter 1について、以下の箇所を日本語に訳しなさい。すなわち
page6, line24からpage7, line17までを訳しなさい。

7月31日(水)
7月30日(火)

教学事務室

228 ジェンダー特別講義c<東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 江黒　清美

　女性論の古典である『第二の性』（シモーヌ・ド・ボーヴォワール）を取り上げて討
論してきました。メインテーマである「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」
というジェンダー概念発祥のフレーズを使って、現代女性の諸問題と比較検討しつつ各
自の『第二の性』論を展開してください。

8月5日(月) 教学事務室

229 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：「銀座ミツバチプロジェクト」、都心における養蜂が海外からも大きな支持を
受ける理由を述べてください。

設問２：激しい地域間競争の時代、都市（エリア）の活性化に必ず必要な要素は何です
か？例をあげて説明してください。
※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。
※注２：ファイル形式は、word、excel、powerpoint、pdf、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）

8月5日(月)
午前１０時
※厳守のこと

メール：
ikkou3des@gmail.com
メールに学籍番号・氏名を
明記すること。

230 ビジネスセミナーa（木Ⅵ・Ⅶ） 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：「銀座ミツバチプロジェクト」、都心における養蜂が海外からも大きな
支持を受ける理由を述べてください。

設問２：激しい地域間競争の時代、都市（エリア）の活性化に必ず必要な要素は
何ですか？例をあげて説明してください。
※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。
※注２：ファイル形式は、word、excel、powerpoint、pdf、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）

8月5日(月)
午前１０時
※厳守のこと

メール：
ikkou3des@gmail.com
メールに学籍番号・氏名
を明記すること。

231 政策研究V 于　洋
講義で取り上げた社会保障・社会福祉諸制度の中から、任意に1つを選び、国際
比較の観点から日本と中国の相違点を論ぜよ。
レポート形式（4000字前後、ワープロ入力）

8月2日(金) 教学事務室
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