
令和元年度２Q　レポートを課す科目
（曜日時限順に掲載）

R１.７.26

※注意　特に指定がなければ提出期限は17：00です。 国際文化学部
曜
日

時
限

時間割
コード

授業科目名 担当教員 提出期限 注意事項

2 1C085 博物館概論 石沢 俊 7/29 課題の詳細については授業中に指示する。 提出先：鶴甲第ニキャンパス教務学生係レポートボックス

3 1C062 Cultures and Societies in Japan Ⅰ ランカシャー
8/9

16：00

Does so-called traditional Japanese culture have any relevance in contemporary Japanese Society?  If so, what is
that relevance.  Use example(s), at least 1000 words.
提出先：鶴甲第一キャンパス教務学生係レポートボックス

4 1C136 日本近現代社会論 長　志珠絵 8/2 詳細は授業中に指示する。 提出先：鶴甲第一キャンパス教務学生係レポートボックス
3 1C306 専門演習Ａ 板倉　史明 8/9 詳細はBEEFで指示する。

4 1C151 アメリカ多元文化表現論 西谷　拓哉 8/6
「19世紀後半から20世紀のアメリカ文学に見る人種関係について」4000字程度（英語の場合は2000words程度）。
提出先：鶴甲第一キャンパス教務学生係レポートボックス

1 1C141 日本社会文化論 辛島　理人 7/31 提出先：鶴甲第一キャンパス教務学生係レポートボックス

2 1C257 専門演習Ｂ(2) 上野　成利 8/8
上野教員パートについては、レポート（2000字以上）を添付ファイルで上野教員に送信すること。
市田教員パートについては、平常点評価。

1C096 対人コミュニケーション論 松本　絵理子 7/31 詳細は授業中に指示する。 提出先：鶴甲第一キャンパス教務学生係レポートボックス
1C322 専門演習Ｂ(2) 西谷　拓哉 8/7 「アメリカ文化について各自で課題を設定し、論じる」、4000字程度。 提出先：BEEF
1C001 国際文化特殊講義 岡田　浩樹 7/30

1C111 ジェンダー社会論 青山　薫 8/7
How to hand in essay is announced in the last class of the quarter.
提出先：鶴甲第一キャンパス教務学生係レポートボックス

1C281 専門演習Ｂ(2) 山澤　孝至 8/9
5 1C020 外国語演習 ガッタ 8/7 Language: English　Length: 1000 (±10%) words　Submission: BEEF
2 1C138 日本文化表象論 板倉　史明 8/9 詳細はBEEFで指示する。

3 1C077 メディア文化論 小笠原　博毅 8/9

Assignment: Choose one of the followings;
1. Essay writing: Account for the relationship between film and the society with three concrete examples at
least, drawn from film titles, director's names or actors.
A 3000 words essay, double-spaced on A4 size paper, font  size 10.5, staple-bound, without cover page, but don't
forget to write your name, student number and essay title of your own.
Deadline: 9 August, Friday, 5 pm. Must be handed in to the box in Kyomugakusei-Gakari (submission through e-
mail or SNS won't be accepted).
2. Shoot a short film on whatever subject matter you choose and record it in a USB Stick, and provide a short,
written introduction, with making notes, of your work.
Put the USB and the note in an envelope.  The time-length of your film must be no longer than 5 minutes including
the opening and the ending credit if you put them in.  You don't have to follow the orthodox procedures of film
representathion.  Be avant-garde!
Deadline: 9 August, Friday, 5 pm. Must be handed in to the box in Kyomugakusei-Gakari (submission through e-
mail or SNS won't be accepted).
Note 1: Plagiarism must not be forgiven.  Think by yourself and express your own stuff.

1C125 民族学 岡田　浩樹 7/30
1C144 東南アジア国家形成論 貞好　康志 8/7 提出先：E221研究室
1C146 オセアニア社会文化論 窪田　幸子 7/25

1C248 専門演習Ｂ(2) 岩本　和子 8/5
詳細は授業中に指示する。
提出先：鶴甲第一キャンパス教務学生係レポートボックス

金 2 1C121 アートプロジェクト 藤野　一夫 －
第2クォーターは塚脇教員担当。詳細は授業中に指示する。
提出先：鶴甲第二キャンパス教務学生係レポートボックス
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