
新たな自分を
発見したい

自己を発見しなおせる
ような自分になっていたい

知的生産の技術①991004
瞑想をやってみて感じたのですが

知的な出会いよりも人間関係や自分の
行動の方がより強い印象を持って
いることに改めて気付かされた

表現力の向上を
期待します

自分が何を
したいのかを
明確にしたい

自分が何を
したいのかを
明確にしたい

自分を発見する
チャンスを

与えてほしい

この講議に非常に関心をついている
なぜかというと全く新しい方式の

授業のしかただからだ。
（新しい友達ができるかも）

自分を磨くための
アドバイスや自己表現力を
つけるためのヒントなどを

期待したいと思います

自己発見し
将来の事が

少しでも
考えられる
ようになり
たいです

自分を深く知り
他人を知ることに

興味を持った

とても興味深い内容でした
大学卒業後の進路はまだまだ

未知の世界です。経験者の意見を
是非参考にしたいと思っています

自分に関する資料を集められるように
自分から他人から学びたい。「性格の

いい人・心がけのいい人」がうまく
いくと言うのに何となく納得できた

自分に関する資料を集められるように
自分から他人から学びたい。「性格の

いい人・心がけのいい人」がうまく
いくと言うのに何となく納得できた

先生の授業は毎回発見することが
多いので楽しみです。今まで生きて

きたことを振り返ってみると
本当にたくさんの出来事がありました

それらをこの時期にまとめてみる
ことはとても大切だと思います

先生の授業はプリントが
印象的で面白かったので

またそのような形式の
授業だとよい

１、２年でこの授業を取らず
今回とってよかったと思う
１、２年は消極的であった
からだ。自分の中に新しい
発見があることを期待する

入学すると同時に一人暮らしを始め
一人でいる時間が多くなった。そのため
家族や友達の大切さを身にしみて感じて
いる。自分の今までやこれからについて

考えることはとても重要だと思う

入学すると同時に一人暮らしを始め
一人でいる時間が多くなった。そのため
家族や友達の大切さを身にしみて感じて
いる。自分の今までやこれからについて

考えることはとても重要だと思う

自分の将来の目標を
確定できるように
なるといいと思う

自分史が出来上がる頃には
“何か”を得られればいいと
思います。今までの自分と

いうものをあまり考えた
ことがなかったので、いい
機会ができたと思います

自分史が出来上がる頃には
“何か”を得られればいいと
思います。今までの自分と

いうものをあまり考えた
ことがなかったので、いい
機会ができたと思います

自分をもっと
表現できるように
なれたらと思った

平凡な人生だったので
作れるかどうか心配だ

自分の実際の経験によって
成長するということが

いかに大切かわかった
今後の成長に役立てる

ようにしたいと思う
講議は楽しくプリント

などを使ってやってほしい

自分の実際の経験によって
成長するということが

いかに大切かわかった
今後の成長に役立てる

ようにしたいと思う
講議は楽しくプリント

などを使ってやってほしい

自分の将来について
しっかりと考えたい

新たな自分を
発見できると思う

新たな自分を
発見できると思う

自分の事を知ることは後で
必ず役に立つことがわかった
自分の事を知った上で他の
人の事を知っていこうと思う

事業計画
学科

自分の今後のあり方を
考えていけるような

その手助けの授業を
　　　　　期待します

うまく自分史が
書けるような

授業にしてほしい

自分自身をよく知り、そして
さらに向上させていくための

方法、考え方を学びたい

今後自分はどう進むべきか
何ができるかを発見できる

きっかけになればいいと思う



知的生産の技術②991004
自分を見つめ直す良い機会に
したいと思う。人生のテーマ
とか、何か自分にプラスに
なるように授業を受けたい

自分自身を
成長させたい

自ら考える場に
なりそうなので

嬉しい

自分を理解すること
他人を理解することには

とても興味がある
時分探しの時間にしたい

自分を理解すること
他人を理解することには

とても興味がある
時分探しの時間にしたい

先生の講議は前期も履修しましたが
教わるというより、自分から学ぶ

授業なので毎回の講議が刺激的で
良いです。自分の夢は決まって
いますが、夢を実現するために

何が必要なのか具体的に
学べたらなと思います

先生の講議は前期も履修しましたが
教わるというより、自分から学ぶ

授業なので毎回の講議が刺激的で
良いです。自分の夢は決まって
いますが、夢を実現するために

何が必要なのか具体的に
学べたらなと思います

自分史を書くというのは
自分の将来の夢や目標が

明確になりそうな気が
しました。この授業で
「自分の人生に自身が
持てたら」と思います

自分のことを良く知る
ための授業をしてほしい

性格判断はおもしろかった
先生の講議は私の興味のある

ことをやっていることが
多いので、後期もこの知的生産の

技術を取ろうと思っています

自分が今一番悩んでいるところを
ついた講議になりそうだと思いました
この夏休み、いろいろなことがあって

一体自分は何を求めているのか
どうしたいのか、どこへ向かうのか
今どこにいるのか、等々が分らない

状況に今あります。この講議を
受けることによって、もう一度

自分を見つめ直すことが
できればと思っています

自分が今一番悩んでいるところを
ついた講議になりそうだと思いました
この夏休み、いろいろなことがあって

一体自分は何を求めているのか
どうしたいのか、どこへ向かうのか
今どこにいるのか、等々が分らない

状況に今あります。この講議を
受けることによって、もう一度

自分を見つめ直すことが
できればと思っています

この授業で何がどうなるか
イマイチわからなかったが

楽しそうなので受けてみたい
作業中にあまりしゃべら

ないでほしい。連絡は一度に

この授業で何がどうなるか
イマイチわからなかったが

楽しそうなので受けてみたい
作業中にあまりしゃべら

ないでほしい。連絡は一度に

これまで自己を表現したり
振り返ったりする場では

全て正直に出せない部分が
あった。この半年でこの部分の
問題を解決したいと願っている

こういう直に自分を見つめる機会を
作れたことはいいことだと思う

具体例があると参考になっていい

この授業に
すごい興味を持った

経験的に何か
残ることをしたい

個人の誕生の話はとても
興味深いものがあり
自分の今の「迷い」の

根本的な部分に
ふれられた気がした

前期は情報表現論を受講し成長できた
自分が今、ここにいます。「自分史」を
書くことに少し難しさを感じています

今回も頑張って乗り切ろうと思います

祖父が亡くなった時
自分史を書いていた

ことが分りました
私も自分史に興味を
持ち、この授業を取る

ことに決めました

祖父が亡くなった時
自分史を書いていた

ことが分りました
私も自分史に興味を
持ち、この授業を取る

ことに決めました

正直な自分を
自分で観るために

背中をちょっと
押してもらいたい

正直な自分を
自分で観るために

背中をちょっと
押してもらいたい

前期のように
楽しくやりたいです

自分をしっかりと見つめ
直せる機会なのでそれを
生かせるようにしてほしい

これからの生活を
充実したものに

するための
手助けになって

くれればと思います

５分間、目をつぶって今までの
自分を振り返ってみたが

本当に色々なことがあった
ことに驚いた新鮮でした

自分史は大学にはいる以前から
やってみたかったことなので

是非積極的に勉強してい期待です

５分間、目をつぶって今までの
自分を振り返ってみたが

本当に色々なことがあった
ことに驚いた新鮮でした

自分史は大学にはいる以前から
やってみたかったことなので

是非積極的に勉強してい期待です

事業計画
学科
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自分の意見をはっきり見わめ

られるようになりたいです

自分を見極めたい
自分のコンプレックスを

打ち破りたい
先生を踏み台にする

つもりでいろいろ考えたい

自分を見極めたい
自分のコンプレックスを

打ち破りたい
先生を踏み台にする

つもりでいろいろ考えたい

この授業は自分が苦手と
する分野だったので

それを克服する意味でも
自分が何か得るものを

見つけていきたいと思います

この授業は自分が苦手と
する分野だったので

それを克服する意味でも
自分が何か得るものを

見つけていきたいと思います

楽しそうだと感じました
将来を再びゆっくりと考える

時間が持てそうです
自分の能力が高まることを期待する
よいきっかけになれば良いと思う

講議というよりも
自分でやる形式
なのだそうですが

視覚に訴えるような
授業にしてほしい 短い間の瞑想であったが

半年間の大学生活が
まるでドラマのように

蘇ってきた。これからの
自分についてじっくり
考えていこうと思った

短い間の瞑想であったが
半年間の大学生活が
まるでドラマのように

蘇ってきた。これからの
自分についてじっくり
考えていこうと思った

自分を見つめ
直したいと思った

自分史を書いて
自分の事をもっと
良くわかりたい

と思った

自分のことを見つめ直し
よく知る。そんなことから
社会への関心がもっと
高まるのかと思った

“瞑想”そんなゆっくりとした
ほんの少しの時間を

忘れてしまわないような
授業にしてほしいと思う

「知的生産の技術」を学びたいです
表現する際の考え方を教えてほしいです

是非、受講したいと思います

最近自分がどこへ向かって歩いて
いったら良いのかをよく考える
ことがあり、あせっています

この授業の内容は現在の状況から
抜け出せるかもしれないので
真剣に取り組んでいきたいと

思っています

最近自分がどこへ向かって歩いて
いったら良いのかをよく考える
ことがあり、あせっています

この授業の内容は現在の状況から
抜け出せるかもしれないので
真剣に取り組んでいきたいと

思っています

楽しく緊張しない
授業を期待します

安定した授業
はらはらしない

（緊張しない）授業

自分をること
を期待する

ある程度は作業の
あるものにして

もらいたい

ある程度は作業の
あるものにして

もらいたい

タイトルからして
良くわからないので
そこからひもといて

いってほしい

タイトルからして
良くわからないので
そこからひもといて

いってほしい

最後に納得の
できる自分史に
なるようにしたい

自分を知る、自分を磨くと
いうのによさそうな授業に
なりそうだと思いいました
自分を振り返るきっかけに

したいです

今後の目標がわからず、ただ
考え悩んでしまっている。この

授業で自分を見つけていきたい
後半のたった５分の瞑想は

色々なことを思い出した
思い出すことで新たな目標を

見つけられそうになった
今後も瞑想の時間を
取り入れてほしい

今後の目標がわからず、ただ
考え悩んでしまっている。この

授業で自分を見つけていきたい
後半のたった５分の瞑想は

色々なことを思い出した
思い出すことで新たな目標を

見つけられそうになった
今後も瞑想の時間を
取り入れてほしい

自分を見つめ直すことの
できる時間が必要だと思う

自分の体験や経験をふまえ
様々な話を聞かせてほしい

自分の体験や経験をふまえ
様々な話を聞かせてほしい

この授業が終わった時に自分が何か
変われたらいいなぁと思っています

自分を見つけ
学びたい

自分自身について全くといってよいほど
わからなくなっているので、この授業を
通して自分を少しずつ理解していけたら

いいと思います

自分自身について全くといってよいほど
わからなくなっているので、この授業を
通して自分を少しずつ理解していけたら

いいと思います

いろいろ話を聞いてきて（昨年度授業を
受けた人々）とても楽しみです。楽しい
授業、飽きない授業を期待しています
CD-ROMを使えることが楽しみです
ただ、名前を出してほしくはないです

自分の事を
もっと知ることが

できればいいと思う

デザイン
情報学科

自分自身で手ごたえを
強く感じられるような
授業をしてほしい

作業も楽しめるような
ものを取り入れてほしい

自分自身で手ごたえを
強く感じられるような
授業をしてほしい

作業も楽しめるような
ものを取り入れてほしい 自分の存在を

発見することを
期待する



知的生産の技術④991004

出席表が前期のように
回らないと困るので

そこをきちんとしてほしい

自分探しがしたい
感動したい

今、本当の自分を見失って
いる気がするので、本当に
自分が見つけられるような

授業を期待したい

今、本当の自分を見失って
いる気がするので、本当に
自分が見つけられるような

授業を期待したい

最近自分を振り返る
ことがなかったので
この授業をそういう
機会にしていきたい

少し話が長く、要点がわかりづらい
ように思います。もう少し内容を

わかりやすく話して下さい
科目名の関連をお願いします

自己表現力の
向上、自分を
見つめ直せる
ような授業を
期待したい

自分の進むべき方向について
考えている途中で、立ち止まって
いる状態にいます。この講議を
聞いて今の状況を脱する役に
立つのではないかと思いました

自分の進むべき方向について
考えている途中で、立ち止まって
いる状態にいます。この講議を
聞いて今の状況を脱する役に
立つのではないかと思いました

大学に入ってから自分に
自信がなくなり、低迷期が

続いているように思う
だからこの時期に自分史を
書いてみるのもいいのでは
と思った。自分は文章力が

ないので少々心配だが

大学に入ってから自分に
自信がなくなり、低迷期が

続いているように思う
だからこの時期に自分史を
書いてみるのもいいのでは
と思った。自分は文章力が

ないので少々心配だが

図・文章・口頭この３つをマスターすることは
今後かなり重要なものとして扱われるはずなので

一生懸命に頑張りたいと思います。ただ、
性格別に授業をするのはビックリしました

自分史を書くと聞いて少し不安になった
瞑想の時間は考えただけで頭の中が

ゴチャゴチャになってしまった

私は今ちょうど今後の
人生について考えて

いたので、とても参考に
なる授業だと思いました

“自分の目標とは何か”という
ことを改めて考えさせられました
先生のお話を聞いてこの貴重な
時間を有効に使おうと思いました
今の私の内面を認識したいです

将来のことについて
何も計画していないので
この授業を通して何か
つかめればいいと思う

将来のことについて
何も計画していないので
この授業を通して何か
つかめればいいと思う

自分を見直し
自分の将来の夢を

発見できれば
良いと思います

自分を見直し
自分の将来の夢を

発見できれば
良いと思います

心理テストのプリントで
『自分』というものを

改めて考えさせられました

先生の講議に参加する
ことは私にとって
必要なことだと

思ったので
受講することにしました

「教育とは自分を発見する場である」
この言葉に感動しました

私もここ宮城大学で自分を発見したい
最近自分のことが一番わからない気がします

人の意見に簡単に左右されるし
自分をどこまでも追求したいと考えています

「教育とは自分を発見する場である」
この言葉に感動しました

私もここ宮城大学で自分を発見したい
最近自分のことが一番わからない気がします

人の意見に簡単に左右されるし
自分をどこまでも追求したいと考えています

自分を活かすためには
自分がどんな性格で
どんな力を持っていて

何ができるのか知るのが
必要だと思った。自分と

しっかり対話したい

自分を振り返ることに恐怖を感じる
過去の事実、現在の実情に目を向ける
ことが恐い。事実を見つめた時にそれを
容認し消化することが自分には出来ない

であろう。それをやることには大きな
意味があるであろうが自分を傷つける

ようなことになるので参加するのに
不安を感じる

自分を振り返ることに恐怖を感じる
過去の事実、現在の実情に目を向ける
ことが恐い。事実を見つめた時にそれを
容認し消化することが自分には出来ない

であろう。それをやることには大きな
意味があるであろうが自分を傷つける

ようなことになるので参加するのに
不安を感じる

私には何が向いているのか知りたいと
思ったけど、やってみないと
わからないというのは残念

自分で目標をたてて
取り組むことで

成長できるような
気がしている

自分で目標をたてて
取り組むことで

成長できるような
気がしている

看護学科

デザイン
情報学科


