
令和元年度　秋学期試験レポート課題（大学院）

番号 講義名称 担当教員

201 国際日本学研究指導 岡田　美也子

202 起業マネジメント研究IIIb 本田　実

203 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

204 表象文化研究b 滝浪　佑紀

205 起業マネジメント基礎論III 斎藤　和男

206 ビジネスセミナーb 渡辺　一浩

207 特別講義I 岡本　義行

208 事例研究e(企業マネジメント) 岡本　義行

209 起業マネジメント特別講義VIII(経営情報) 渡邊　修朗

210 起業マネジメント演習III(修士論文指導を含む) 神田　正美

211 起業マネジメント演習IV(修士論文指導を含む) 神田　正美

212 起業マネジメント特別講義IX(国際物流論) 神田　正美

213 日本文化特別講義c(文学と社会) 渡邊　拓

214 日本文化研究c(言語) 吉田　朋彦

215 日本文化演習c(言語) 吉田　朋彦

216 日本語教育研究a(意味論・語用論) 林　千賀

217 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

218 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

219 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

220 グローバルコミュニケーション演習II <東京キャンパス> 王　岩

221 通訳の理論と方法 <東京キャンパス> 王　岩

222 比較文化特別講義d(日米比較) 三島　武之介

223 福祉社会基礎論III(社会調査論) 大内　善広

224 比較文化特別講義a(日中比較) 宮　偉

225 日中翻訳a(時事・実務) 宮　偉

226 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

227 国際アドミニストレーション演習 柏木　理佳



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

201 国際日本学研究指導 岡田 美也子
2019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7日(金) 17:00
メール提出
mokada@jiu.ac.jp

202 起業マネジメント研究IIIb 本田 実

・情報システムの要件定義書を作成するにあたっての留意点をまとめよ。
　（A4用紙1ページ）
・下記の情報システムより1つ選び、ユーザの立場で要件定義書を作成せよ。
　（A4用紙5ページ以内）
　　コンビニのPOSシステム、物流システム、会計システム
　　図書館貸出しシステム、学生出席管理システム

レポート課題を作成するにあたって、ワード、エクセル、PowerPoint可
A4用紙1ページは1000字程度とする。
本、WEBなどからの参考資料は必ず出典を記述する。
レポート課題には表紙を付け、「タイトル」「提出年月日」「学籍番号」「氏名」を記
述する。
通しのページ番号を付ける。

2月5日(水) 学部事務室

203 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6日(木) 学部事務室

204 表象文化研究b 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) 学部事務室

205 起業マネジメント基礎論III 斎藤 和男
ベンチャー企業の負債と資本による資金調達にはどのような方法があるのか、ま
たそのメリットおよびデメリットについて述べるとともにどのような方法が適してい
るかを自分の考え方で2000字以内で論じなさい。

2月4日(火) 16:00 学部事務室

206 ビジネスセミナーb 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：年間3,000万人が訪日する時代。再開発が進む渋谷で、インバウンドの目
で不足している部分は何ですか？あったらいいと思うのは何ですか？

設問２：日本のアニメビジネスで、他の国と比べて決定的に優れている点は何で
すか？

※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。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(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

207 特別講義I 岡本 義行
「経営の視点から、日本企業と中国企業の経営行動の違いを述べ
なさい。またその理由を推論してください」。
A4で２枚以内。

2月10日(月) 1号棟教学事務室

提出期限/Deadline
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208 事例研究e(企業マネジメント) 岡本 義行
「経営の視点から、日本企業と中国企業の経営行動の違いを述べ
なさい。またその理由を推論してください」。
A4で２枚以内。

2月10日(月) 1号棟教学事務室

209 起業マネジメント特別講義VIII(経営情報) 渡邊 修朗
講義で行ったように、自分で一つの“仮説”を立てて、それに関するデータを収

集し、そのデータを分析し、結論を導きだし、それをレポートにしてください。
　（レポート用紙2枚以上）

2月5日(水) 17:00 渡辺の研究室の前の箱（F318）

210 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】
20年後の世界及び中国（ベトナム）の経済と生活水準はどのように変わっている
と思いますか。また、その20年後の自分も、どのような人物になっているかについ
てWordでＡ4版３～４枚にまとめなさい。出身国が中国の人は中国、ベトナムの人
はベトナムについて記述してください。

2月4日(火) 学部事務室

211 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】
20年後の世界及び中国（ベトナム）の経済と生活水準はどのように変わっている
と思いますか。また、その20年後の自分も、どのような人物になっているかについ
てWordでＡ4版３～４枚にまとめなさい。出身国が中国の人は中国、ベトナムの人
はベトナムについて記述してください。

2月4日(火) 学部事務室

212 起業マネジメント特別講義IX(国際物流論) 神田 正美

【設問】
中国の物流は、港湾施設や空港施設の近代化が進んでいますが、その施設を活
用する物流システムや制度等のソフト面が遅れているといわれています。それで
は、具体的にどのようなソフト面が遅れていて、どのうように改善すれば中国の物
流がハード、ソフト両面で世界と肩を並べることができるかについてWordでＡ4版３
～４枚にまとめなさい。出身国が中国でない人は、国名を中国の代わりに母国名
に変えて記述してもよい。

2月4日(火) 学部事務室

213 日本文化特別講義c(文学と社会) 渡邊 拓

【課題】
講義の中で関心を持った話題についてその概略を書き、その話題について自分
の意見を書きなさい。

【条件】
1. 字数：1300字以上1500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 レポートのタイトル
③ 学籍番号・氏名

2月4日(火) 17:00 ＪＩＵポータルを通じて提出する

214 日本文化研究c(言語) 吉田 朋彦
(1)意味拡張におけるメタファー・メトニミー・シネクドキについて要約する。
(2) 授業で選択した多義語の意味拡張を説明する。
詳細は、授業中に指示する。

2月5日(水) 学部事務室

215 日本文化演習c(言語) 吉田 朋彦 授業で学んだことをもとに、研究計画書を作成する。詳細は授業中に指示する。 2月5日(水) 学部事務室

216 日本語教育研究a(意味論・語用論) 林 千賀 1.授業中に指示を出す。 2月4日(火) 紀尾井町　1号棟教学事務室

217 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 1. 授業中に指示を出す。 2月4日(火) 紀尾井町　1号棟教学事務室

218 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 1. 授業中に指示を出す。 2月4日(火) 紀尾井町　1号棟教学事務室
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219 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
これまでの通訳の実習における自分自身の主な問題点を挙げてください。そし
て、それらの問題点を解決するための対応策を書いてください。（字数：2,000字程
度）

2月6日(木) 17:00 メール：wangyan@jiu,ac.jp

220 グローバルコミュニケーション演習II <東京キャンパス> 王 岩
これまでの通訳実践において、自分自身の主な問題点を挙げてください。そして、
それらの問題点を解決するための対応策を書いてください。（字数：2,000字程度）

2月6日(木) 17:00 メール：wangyan@jiu,ac.jp

221 通訳の理論と方法 <東京キャンパス> 王 岩
近年の日本と中国における通訳研究の主な研究動向について、まとめてくださ
い。（字数：3,000字程度）

2月6日(木) 17:00 メール：wangyan@jiu,ac.jp

222 比較文化特別講義d(日米比較) 三島 武之介
講義で学んだことを参考にして、日本、アメリカ、自身の母国のいずれかによるソ
フト・パワーの対外的行使をテーマに、日本語2000字以上でまとめること。

2月4日(火) 17:00 担当教員にメールにて提出

223 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5日(水) 23:30 JIUポータル

224 比較文化特別講義a(日中比較) 宮 偉
日中比較文化について
（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）

2月7日(金) 17:00 miyai@jiu.ac.jpまで

225 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）

2月7日(金) 17:00 miyai@jiu.ac.jpまで

226 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 課題研究報告書を提出 2月7日(金) 17:00 miyai@jiu.ac.jpまで

227 国際アドミニストレーション演習 柏木 理佳
現段階の修士論文について、目的、仮説、分析方法、アンケートなどの調査結
果、結論を含めて10頁以内で提出すること。

2月4日(火) 学部事務室
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