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タイプ１

松本先生の先生の講義を受け、
「何でもすぐに答えを出そうとし
なくてもいいんだ。だんだん答え
が見えてくることもあるんだ」と
いうことに気がつく事ができまし

た。これを忘れずに人生を歩んで
いこうと思いました。また「先生は

どうしてこんなに自信を持って
生きているのだろう」と疑問を

持ちました｡「人に負けないもの
を一つ身に付けなさい」という、
先生からのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを胸に残り
の学生生活で､自分の「武器」を
持ちたいと思いました｡参考まで

に松本先生の性格のﾀｲﾌﾟを
教えていただきたいです。

松本先生の先生の講義を受け、
「何でもすぐに答えを出そうとし
なくてもいいんだ。だんだん答え
が見えてくることもあるんだ」と
いうことに気がつく事ができまし

た。これを忘れずに人生を歩んで
いこうと思いました。また「先生は

どうしてこんなに自信を持って
生きているのだろう」と疑問を

持ちました｡「人に負けないもの
を一つ身に付けなさい」という、
先生からのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを胸に残り
の学生生活で､自分の「武器」を
持ちたいと思いました｡参考まで

に松本先生の性格のﾀｲﾌﾟを
教えていただきたいです。

松本先生のような独自のﾍﾟｰｽを持って
いる人のことを天才というのかと思った

英語を武道と考えた精神性
は素晴らしい｡何か一つ誰にも
負けないものを身に付けたい

「生き方」については
話が難しすぎてよく
わからなかったが
松本先生の考え方
がすごいと感じた。

自分のことを天才だとはっきり言っていることにびっくりしました｡
同時通訳を聞かせていただき、とても感動しました。

波のない人生は味がない人生｡波だらけの人生は味の分からない
人生｡幸も不幸もあって、はじめて、誇りを持てる人生である。

英語の授業が毎週ありますが､ﾃｽﾄの点数を
よくするための目的でしか授業を受けていな
かった気がします｡でも、それなら外国人の
先生じゃなくても良いのでは、と思いました｡
松本先生の講義を受けて､せっかくﾈｲﾃｨﾌﾞ
ｽﾋﾟｰｶｰの先生に教えてもらっている訳だし
受身の授業にするのではなくて､戦いを挑む
位の気持ちで授業を受けるべきだと思った｡

論点がよくわからなかったが、勢いはあったと思う

同時通訳というものを生で聞いた
のは初めてだった｡特にかまきり

の話に興味を持った。

●男の人生と男女関係について
　世の中そのような人も存在する
　のでしょうけれど私には理解
　のできない世界だと思った。
●「天才だから許される」
　　私は人は皆同じだと思う。
●今回の話で唯一共感できた事
　　「負けた時がﾁｬﾝｽ」

松本先生との出会いは驚きでした｡
先生の“くだけた話”と表現するの
は失礼だと思います｡本当に楽しく
意外性のある話で､興味深く聞けた

他人の人生を語れる人は､たくさんいる
と思うが､自分の人生を隠さずに語れる
人はあまりいないのではないかと思う。
松本先生の生き方についてもっと長い
時間かけて話を聞きたかったです｡特に
男女の話はどこでも聞ける話ではない｡

松本先生がﾋﾟｶｿに
似ているという話
を聞いて私も歴史
上の人物に似て
いたりするのかと
ふと思いました。　

先生の授業は１時間ずっと
同じﾃﾝﾎﾟでとても聞きやす
かったし､興味がそそられ
た｡最後まで「自分が成長
すること」の大切さを教え

られた気がする。松本先生の生き方はあまり好きではない｡英語すごい。

非常にﾃﾝﾎﾟが
良くて聞いて
いて飽きない
講義でした。

タイプ２

自分の人生をあんなに堂々と話せ
るなんてすごいと思いました。失敗
はﾁｬﾝｽだという言葉が心に残り、
失敗しても頑張ろうという気持ちに

なりました｡ﾊﾟﾜｰを感じました。

人生というﾃｰﾏでお話をしてくれましたが
たんなる人生について説明するのでは
なく､先生自身のありのままの人生に
ついて話したことに驚きました｡講義を
聞いて自分の今後に自信が持てた。

すごくいい勉強になった｡英語の
勉強の情熱さは尊敬する。

松本先生が私
達に伝えようと
する主題がよく
わかりません

タイプ３

講義中後ろの席の女がうるさくて講義の内容が
全く頭に入ってこなかった｡周りに迷惑がかかって

いることを全く気にしない人は「最低」です。

講義中後ろの席の女がうるさくて講義の内容が
全く頭に入ってこなかった｡周りに迷惑がかかって

いることを全く気にしない人は「最低」です。

全てを捨てて､ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄのために
生きる先生はすごいと思う。
私は何もかも捨てて、１つの

道に突き進むことはできません

日本人が国際社会で通用するような英語ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ
力をつけるには､日本の英語の入試の改善から
始めなければならない。そうすればそれに準ずる
学校英語教育が行われるようになるだろう｡英語
の習得方についてもう少し話して頂きたかった。
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最近自分自身のことについて悩んで
います｡果たして自分はいざという時

何を武器にできるのだろう。

タイプ４

こんなにｽﾊﾞｽﾞﾊﾞはっきりものを言う先生に
初めて会いました｡とても印象的で楽しかっ
たです｡同時通訳を生で見たのは初めてで
どうやって同時通訳をするのか不思議でし

たが、聞きやすかったです。

同時通訳への考え方がおもしろかった｡「今
話していることしか訳せない」というのが

松本流なのだろうか｡「波動のようなものが
伝わってくる」と表現してるのが面白かった

人生において“勝つ”
ということはとても
大事だと思った。

これだけ自分の話を客観的に
できるなんてやはり天才は違う

と思った｡宮本武蔵とﾋﾟｶｿも
全く同じなのかと驚いた。

「私は女を利用しても女を愛することはできない」という言葉を言っても、ついて
くる人がいるからです｡私はそういう彼氏がいたら本気は愛せません｡そういう

違いに天才の生き方と普通の生き方を感じました｡今日の講義受けて良かった｡

「私は女を利用しても女を愛することはできない」という言葉を言っても、ついて
くる人がいるからです｡私はそういう彼氏がいたら本気は愛せません｡そういう

違いに天才の生き方と普通の生き方を感じました｡今日の講義受けて良かった｡

妬んででも誰にも負けない
芸も身に付けたいと思う｡

自分の道（信念）を持っている松本先生に強く興味を持ちました

言葉を通訳するのではなく
ﾒｯｾｰｼﾞをするのだと分かった｡

今、TOEICのために英語を
勉強しているが､自分の胸の

内を伝えられるようになるため
英語をがんばろうと思った。

言葉を通訳するのではなく
ﾒｯｾｰｼﾞをするのだと分かった｡

今、TOEICのために英語を
勉強しているが､自分の胸の

内を伝えられるようになるため
英語をがんばろうと思った。

昨日の大学祭の疲労感で
今日は授業中に寝てしまった

全然聞き取れなかったが
同時通訳はすごかった。

タイプ５負けたときこそ何かを変える
ﾁｬﾝｽなのかと考え直し始め
てきた｡悲観的に考えるよりも
これをきっかけにしてﾌﾟﾗｽに
考えるようにしたいと思う。

「ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄをして負けて喜べる人が本当のﾃﾞｨﾍﾞｰﾀｰ」と言っていたことが印象
に残った｡ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄをするのは、新たな発見をすることだなぁと思った。

松本先生は自分の人生の中
で良い時期とは言えないよう
な時の話までしていただき

すごいと思いました。“ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ”というものが生きていく上で､人を
負かし、勝ちを得るということではなく､負け

ること、ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄを行うこと自体が自分を
向上させるものだと教えられました。

松本先生の話はとてもその場で作
ったようなものには思えなかった｡
同時通訳は本当にすごかった。

先生は自分にとって遠い人の様に感じられました
松本先生の講義は今まで聴いたことのない
ような､とても独特なものだった｡「人生には
答えがでないものがたくさんある」という

言葉にはすぐに答えを求めてしまう自分に
とってこれからの生き方で参考になるもの
ではないかと思う｡先生は男を見たら父親
との関係を、女を見たら母親との関係を
観察すればその人自身がわかるとおっし

ゃっていたが、どのような部分を観察すれば
いいのかわからなかった。もう少し要点を
まとめて講義して頂けるとより聴きやすく
わかりやすかったのではないかと思う。

同時通訳は本当に難しいことだと思っていますが､目の前で
行っているのを見ると、相当の努力をしたのが見えました。

タイプ６ 泣いた後笑えるようになれという言葉、負けた時
がﾁｬﾝｽとだいう言葉を胸にしまっておきたい。

人の人生に影響を与える
ことができるのは本人だけ
だけだと思っていましたが
女性の存在が男性の人生
を大きく変えることがある

のですね｡“何か１つ誰にも
負けない芸を持って欲しい”
という言葉は心に響きました

一瞬の出会いの大切さ､逆境こそ幸せなり。素敵な生き方だと
思いました。泣くことは簡単だけれど､その後笑えるかどうかが

大切だと言っていましたが､その通りだなぁと思いました。
ｱﾝｹｰﾄを読んで思ったこと→性格は１つじゃないんじゃないかと

思います｡色々な性格を含めて自分というものがあるのでは
ないかなぁーと思いました。

一瞬の出会いの大切さ､逆境こそ幸せなり。素敵な生き方だと
思いました。泣くことは簡単だけれど､その後笑えるかどうかが

大切だと言っていましたが､その通りだなぁと思いました。
ｱﾝｹｰﾄを読んで思ったこと→性格は１つじゃないんじゃないかと

思います｡色々な性格を含めて自分というものがあるのでは
ないかなぁーと思いました。

「今日の話は今すぐわからなくていい。遺伝子に覚えさせておけ。」とおっしゃいました｡
なるべくはやいうちに､先生の言わんとすることが理解できるような人になりたい。
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私は二十五年以上の中国の特色の教育を受
けましたから､松本先生の男女関係の部分は

あまり賛成できないと思います。芸術家と
いっても､いつでも責任は持たなければなり

ません。男と夫の区別は責任です｡

一見何の関連性もない
ような話題の全てに通じ
るような人間の根本的
な話が聞けたような気

がします。

今日の講義の内容は短い自分の人生
だけでは実感できないことが多かった
です｡いずれ理解できる日がくるのか?

「grow younger」素敵な言葉だなぁと思いました｡
武士道の考え方や生き方､ﾏﾈはできないけれど
かっこいいと思いました。同時通訳すごかった!

自分が何もできない人間だと思って
ました。先生の話を聞いて本当に

力をつけていただきました。

講義がおもしろかったです。またﾁｬﾝｽがあればいいと思いました｡

しきりに女性の話をなさって
いたのがおもしろかった。

他の人にとらわれない生き方に感心しました｡
まずは生きていく目標を見つけたいです。

松本先生の話には圧倒されてしまった｡女性関係
に関すること、政治家のﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ､さらにﾛﾏﾝﾁｯｸに
生きるにはﾘｽｸを恐れてはいけないということなど

それぞれがとても印象的だった｡

松本先生の話は
気迫があって、

とてもすごかった

最後の英語はすごかった!!!
私も通訳ができるくらい英語

を上達させたい。

自分を天才と言い切るﾊﾟﾜｰが凄い｡
日本がこれからも成長していく為には
“日本”の体質から変えていかなけれ

ばならないと思った。

自分を天才と言い切るﾊﾟﾜｰが凄い｡
日本がこれからも成長していく為には
“日本”の体質から変えていかなけれ

ばならないと思った。

大学の教壇に立って堂々と男女関係
による人の見方を話す先生にﾋﾞｯｸﾘ
したとともに､すべての講義がこれ位

おもしろかったらと思いました。
タイプ６

ﾋﾟｶｿは恋愛に関して罪な男だと
思った｡安定は「家の中に女が
いること」ということはなるほど

と思った｡同時通訳は､久恒先生
の声が聞こえにくかったので
正直英語だけでは何を言って
いるのか分からなかった｡ただ
感情が入っている英語という

ことはわかった。

松本先生の話は自由奔放でﾋﾟｶｿ
と重ね合わせてお話して下さった
のでとても親しみやすかったです｡
でもやっぱり「天才なんだぁ」と思う
所もたくさんあって圧倒されました｡

タイプ７

先生は自分の行き方はﾋﾟｶｿの生き方と似てると言って
たけれども、話を聞くと、本当にﾋﾟｶｿとよく似た生き方
をしているのだなぁと思いました｡これだけ自分のこと
を多く話せるのは､多くの人生経験を積んでいるから

こそ、語れるのだと思います。

人生においてとてもいい話だった｡逆境をはね返
してこそ、成長し、より人生を楽しめると思った。

天才は何をしても許されるというような
意味の発言には疑問を感じました。私の目標「人間的に成長する」を学ぶ

のに適した授業だったと思う。

自分のことを良い面も悪い面も堂々とおっしゃら
れているのが素敵でした｡ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄについても、
日常の会話では反論することはいやな感じに

とられることがあるけれど､その考えそのものが
間違いであると思う｡もっと自分の考えを

ハッキリ言いたい。

「松本道弘は女を遊べるが女を
愛することはない」という言葉が

印象的だった！！
同時通訳は、英語のﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰの
多さと､頭の回転の速さが必要だと
思いました｡すごく感動したのに､

拍手できなくて申し訳なかったです｡
ﾋﾟｶｿの恋愛には非常にびっくりした｡そんなに色んな
女性と､しかも17歳の女性と恋をするなんてやはり

独特の世界観を持つ人は違うなぁと思った。

印象的な話をいろいろ聞けてよかった
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タイプ８

自分の中で消化して
いけることができる
ことを学んだことを
先生の最後の言葉
で思い出しました

自分の中で消化して
いけることができる
ことを学んだことを
先生の最後の言葉
で思い出しました

すごく印象深かったのは
「英語は私の刀」です。

男らしい生き方
だと思いました

タイプ９
“天才は何にも邪魔されない”という

言葉が気になった｡同時通訳が
すごかった。今日配られた資料で

ﾀｲﾌﾟ９に当てはまった。

とても熱狂的にお話されていた｡
何か１つ人よりすぐれた物を持て
というのには、とても共感できた。

松本先生には申し訳ないけど､私には
つまらない講義だった｡「男のﾛﾏﾝ」という
のは語られてもつまらないだけだった｡
「天才だから何をしても許される」という
話も､自分がいかに天才かという事を
強調したいのかなと思ってしまった｡

しゃべり出した時から発散されるﾊﾟﾜｰは
すごいものだった｡私は日々の姿勢が
あまりにも消極的なのに反省です。

ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄは難しそうだと思った

男性の視点から松本先生が女性についての話をして
いたので興味深かった｡ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄをする人は負けること

を楽しんでいるという話も印象的だった。

その他

何か１つのことにすごく
情熱を注いでいてすごい
と思った。自分も看護に
対して情熱を注げたら

いいなと思った。

天才だったら何でも許されるということは
なんか納得できますが､あまり感じの

良いことではないと思いました。

気迫をかんじた。同時通訳は
ほんとにヤバかった。

気迫をかんじた。同時通訳は
ほんとにヤバかった。

今までに会ったことのない感じ
の人でビックリしました。熱い

語りに圧倒されました。

ﾋﾟｶｿの絵と、そのﾋﾟｶｿの女性達との関連
が興味深かった。『天才』だからという

一言でかたづけてしまおうという理論が
よくわからなかった｡また自分史をﾋﾟｶｿの
　歴史と比較しながら語ろうとしている姿
　は、自分にかなり自身を持たれている

ようで、うらやましい限りです。
先生は男は結婚すると夫
になると言っていたけど、
よく本などで「結婚して、私
は妻でもお母さんでもある
けど女よ」みたいなことを
よく見るので、同じだと

思った。あと、先生の英語
が凄すぎてビックリした。

世界観が広がります

心の中に通じる武道の心（私も柔道を
やっていたので少しわかります）、英語

という大きな武器がそのように感じさせた
のだと思います。先生を見て、やはり
自分にとっての武器があるのとないの
とでは、大きな違いがあるのだと感じ

ました｡私は、私にはこれがあるんだ!と
いうものは何だろう、と考える時があり
ます｡しかし、考え、また見つけて､安心
するだけではなくて､それが私の武器
なんだ、私の原動力なんだと思える

ものにしたいな、と思いました。

心の中に通じる武道の心（私も柔道を
やっていたので少しわかります）、英語

という大きな武器がそのように感じさせた
のだと思います。先生を見て、やはり
自分にとっての武器があるのとないの
とでは、大きな違いがあるのだと感じ

ました｡私は、私にはこれがあるんだ!と
いうものは何だろう、と考える時があり
ます｡しかし、考え、また見つけて､安心
するだけではなくて､それが私の武器
なんだ、私の原動力なんだと思える

ものにしたいな、と思いました。

もし好きな人が天才でも
結婚したいと思うのでは?

圧倒されました

大学の生徒、教授、どちらが有利で
不利なのか、そのようなことを考えた
ことがなかったので面白かったです。
しかし、先生は生徒が有利と言って
ましたが､私はそうは思いません。

今まで考えたことがなか
ったようなことを考えさせ
られたので楽しかった。

男って勝手だと思った。けど勝手なことを
しても許される男の方がいいと思った。
何がﾌﾟﾗｽでﾏｲﾅｽか勝ちか負けかもよく

わかんないけど､自分の道を見つけたい｡
あとリスク。おもしろいと思いました。

松本先生の話は
おもしろかった。
人生はバランス
なんだという事、
誰にも負けない

武器を身に付ける
ことを学んだ。

松本先生の話は
おもしろかった。
人生はバランス
なんだという事、
誰にも負けない

武器を身に付ける
ことを学んだ。

後ろの人がうるさくて集中して聞けなかったのが残念だった。
同時通訳にはびっくりした｡ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄに興味を持った。機会が

あれば、話を聞きたいと思う。


