
マネジメントデザインⅠ⑮ アンケート  ＜講義を終えて感想①＞ 
文章を図解で表すという事の難しさなどはこの
授業を受けていなければ分かりませんでした。 図解を毎回の講義の積み

重ねで理解できる様になり、
その中で楽しさも出てきた。 使ってない部分の脳を使った感じがし

て新鮮だった。就職した際にすごく役
に立つと考えるので、何事も図解を通
して考えるよう努めていきたいです。 

図解を作る時に文章中からキーワー
ドを少しづつ探せるようになった。 

テニスのコーチのバイトをしているが、図を
使って月４回のレッスンを細かく分けることが
できれば計画的メニューが進めると思った。 いろいろなものを図解する

ことによって、私の中で新
しい視点から物事を見れ
るようになったと思う。 

今後授業を受けるときに図でメ
モを取って役立てたいと思う。 

読書をする際に図解を書いて自分だ
けの形として残していきたいと思う。 

図解化することで、全体の流れの把握や表現
方法が増えると分かった。日常生活から、物
事を図解化して考えようという意識に変わった。 

何事も図解化することで、違った見方
ができた。何か手詰まりになったとき
に図解化をしてまとめてみて違った観
点から見るようにしたいと思う。 

図解を使うことの便利さを学んだ。図解をマスター
することで社会人にも負けない表現力を身につけ
ることができるので、是非この講義が終わっても、
図解を描く技術をマスターするために努力していき
たいと思った。15回の講義で少しずつですが、自

分の図解するスキルが上がったことが実感できた
ので、それも楽しくて良かったです。 

学んだことは、分からないことは取りあえず図にしてみると、
分かるという素晴らしいことでした。長文を図解にするのは難
しかったが、沢山の時間をかけゆっくり図をイメージすれば出
来た。初期より図にすることが早くできるようになってるのを
自分でも分かった。この調子で図をマスターしたいと思う。 

図解を書くのは初めてだったが、分かり
やすく説明するのにはとても良い方法だ
と思った。楽しく図解が学べて良かった。 

図解を通して授業の理解度が
上がった気がする。資料をまと
めるときなどに図解を利用して
理解度を上げていきたい。 

この授業は大変意義のある授業だと思います。経営
情報学部生も取るべきです！一日一図トライしてみ
ようかしら。図解面白いです！今はこんがらがった自
分の考えを整理するときは「図解」です。まだまだで
すが、少し図解との距離が縮み、生活の中の手段の
一つとなりました。ライブの授業は良いですね。 

図解を色々描いてきて、
日々自分の力がついてき
ていると思った。これから
は、この図解を積極的に
使っていきたいと思った。 

読み取りや図について
多く学ぶことができた。
身につく事が多く、楽し
く興味深い授業でした。 

図が描けるようになった。可視できない文
の構成やキーワードを探す力が身に付い
てることを願っています。これからは、毎
日社説を図解できるといいと思っています。 

日本の経済を図解し、分かりやすく
描けたらすごい成長だと思う。図解
の授業はとても分かりやすかった。 

ゼミの時間にノートを図解で取っていたら、「すごく
見やすい！まとめ方が上手だね」とほめられました。
ノートの取り方でほめられたのは初めてで、この講
義のおかげで自分が成長していることを実感した。 

図解表現の経
験値が増えた。 

今まで受けた講義の中で一番おもしろかった
かもしれない。図解のスキルはこれからの大
学生活や社会に出てからも必要になると思う
ので図解について知ることが出来て良かった。 

少しずつ書き方が分かってきて楽し
かった。先生の描く図はとても見やす
く分かりやすいので、自分も書けるよ
うになるためゼミもがんばりたい。 

課題の内容がだんだん難しく
なってきて、大変なこともあっ
たが、図にもならなかった４
月に比べるとだいぶ書けるよ
うになった気がする。 

だんだん図解が
良くなってきた 

様々な場面で応用のきく
技術が習得できたと思う。 

図解を学んで物を見る角度が変わっ
た。文章でも図解にしやすい文章、し
にくい文章の２つに分かれる気がする。 

「図解コミュニケーショ
ン」が理解できたと思う。 ようやく相手に伝わる図

解が描けるようになった。 

図を描くことの大切さを学べて良かった。図
の書き方のフォーマットを固め、理解度を上
げることが出来た。すごく刺激を受けられた。 

矢印でつなぐのが自分の中
では分かりやすく上手くでき
るようになってきた。他の授
業で、聞きながら図にするこ
とをやってみたいと思う。 

図解を書く楽しさと大
事さが学べて大変意
義のある講義だった。 最初の自己紹介の図と今の図

解を比べると、明らかに上手く
なっていた。この授業以外でも
練習し、もっと身につけたい。 

物事を捉えるときは大きな視野で図形にすること
によって深く理解出来ると知った。図形を描くには
キーワード、要点をとらえる必要があると理解した。 



マネジメントデザインⅠ⑮ アンケート  ＜講義を終えて感想②＞ 
複雑なもの・文章などで、図解の有効性を知ることが出来た。プレゼンテー
ションはもちろん、小中学校の授業で取り入れたらもっと面白くなると思う。
図解を使用することでイマジネーションが膨らみ、新たなものを創造するこ
とにつながっていくと思う。「つながり」という部分を意識させてくれる図解技
術をもっと向上させ、自分のレベルをどんどん上げていけるようにしていき
たい。今後も努力し、新しいスタイルや新しい発見につなげていきたい（人
生・生活・全般で）。初日に比べ難しい文章も何とか取り組めるようになって、
とても嬉しく思う。色々な技術やポイントを学び少しは上達したと思っている。 

１回目に比べ格段に図
解の技術が上がった。 

図解を理解し構成することにより物
事をさらに理解できる。継続的に図
をかいていくことが大切だと思った。 

今後、図解はやり込みの要素を強くしていくと上達レベ
ルが上がると思う。うまく描けたときの喜びはすごい。 

この講義でいろいろなこ
とが身についたと思う。 

授業全体を通して、文章→図にする行為が徐々に素早く書

けるようになっていき、また理解することも出来るようになっ
てきたと思う。これからも非常にためになる良い講義だった。 

まだマスターできていないが、
今後に生かせたらと思う。 

図解で物事を簡単に
表せるようになった。 

長い文章ではなく、重要な点をまとめた図解の方
が分かりやすいと感じた。図解の方が視覚へのイ
ンパクトが大きいのも理由の一つかと思った。 

図解すると、色々な考
えが出るようになった。 

最近新聞などにも図解が載るのを見て需要
が高まっていると感じた。外国人など、誰か
に伝えるとき、図解があると伝わりやすい。 

物事を構造的に理解
できるようになった。 

一言で表し文章を
図にするのは大変。 

先輩たちの図を見て自分もまだまだ精進が足らんと
思った。図解はコミュニケーションをはかる最高の道具
だと感じた。１５回の講義を受けて物の見方は確実に
変わり、要点や大事な点をより良く見てるし、図解にす
るときなるべく客観的にという作用が自分の中で働くよ
うになった。これは素晴らしい事であり、これを気づか
せてくれた久恒先生にはとても感謝しています。 

図に対する思いが強まった。言葉を見たら、
どう図にしたらよいか、考えるようになった。 

何度も描かなければ上達しない、日々図を使って物事をまとめ
ていくことによって上手くなり日常にも仕事にも取り入れることが
出来る。とこれまでの講義で教わった。なかなか上達しないと
思っていたが、初めて納得のいく図が描けた。気づかずとも繰り
返すことによって少しずつでも進歩していくものだと分かりました。 

図解すると分かりやすくなるという意識が
持てた。難しく理解できなかった政治の問
題も図解にすることで分かりやすくなった。 

要約が上手になった。 

図解の基本的なことから
専門的なことまで知れた。 

授業を図解にするという
のは気がつかなかった。 

図は分かりやすい
し、書きながら理
解できると気づき、
図を用いる機会が
とても増えました。 

自分で考えるだけでなく、人に伝えるときに最も効果を発揮すると思う。
人にイメージを抱かせる方法は非常に有効な伝達手段となる。これ
からはディベートの内容を瞬時に図解していけるような力をつけたい。 

分かりやすくインパ
クトのある図が描け
るようになったと思う。 

回を重ねる毎に分かりやすい図が描けるようになった。また、図
は１回で良い物が描けないと分かったので、何度も描き直して良
い物を作り上げることを学んだ。図を書くことで、自分の理解や
相手に伝えるものにもなるので、上手くなっていきたいと思った。 

図解は書くことにより、理解が深まり、後で見
ても思い出しやすいので、とても使える道具だ
と思う。よりよい図解を作っていきたいと思う。 物事が分かりやすいと言うことが今学期

を通して分かりました。何事に対しても図
解して考えようという心構えができた。 

図解はとても奥が深いものだと感じ
た。文章の大事な部分を読み取ろう
という癖がついたので良かった。 

論理的な思考が身についたと思う。一見難しそ
うな文章でも、図を意識することによって簡単な
文章に変えて考えることができるようになった。
読書が苦手だったが、挑戦してみようと思う。 

他人が見たときに、理解出来るぐらいの図をかけるようになりたい。他の授
業で重要な事をメモするときに、自然と図を書いていました。これからも他の
授業内でも図を書き、かけるようにどんどん進歩していけたらなと思った。 

文章を読んでいたら、頭に図解
が思い浮かぶようになった。 



マネジメントデザインⅠ⑮ アンケート  ＜最終課題について・その他の感想＞ 

課題の下書きが完成したため、細かい部分を
削ったり、加えたりした。自分でテーマの読み
取りをする際に、事実には○、予測は◇、テー
マ□など文章をばらしていったので、図解も苦
労しませんでした。初めが大切だと認識した。 

パワーポイントの勉強になった。 

とても難しいが、今までの力を全て出し切って有
終の美を飾りたいです。ありがとうございました。 

頑張って取り組み、良
い図解にしたいと思う。 

パワーポイントを使った方
が、図が描きやすかった。 

パワーポイントで作るのは難しいと思うが、
期限までには絶対に終わらせようと思う。 

パワーポイントを使うと、きれいに図が描
けるし、すぐに消せるので描きやすかった。 

パワーポイントでは、もっと見やすく多くの
情報をまとめたいが、なかなか難しい。 

パワーポイントで図解
を作成した事はないの
で、いい勉強になった。 

とても良い図解ができ
たとは言えないが、一
生懸命やりました。 

パワーポイントで図が
描けるようになった。 

とても難しい最終課題ではあるが、満足のいく
ものにしたい。今後図解を作るにあたって、た
くさんある情報をいかに簡潔にまとめるかだ。 

いくつかの図を書いてみたが、似たよ
うな図になってしまったので、考え方や
物の見方を変えて、描き直そうと思う。 先生のＨＰみました。す

ごいＨＰだと思いました。 

文章が長いので上手にまとめられず苦戦しています。
いろんな図を参考に頑張って仕上げたいと思います。
でも、４月は何も図が描けないし、書き方すら分からな
かったのに、今は鉛筆が動くのは成長だと思いました。 

図は奥深いなと思った。最終課
題はすごく難しかったが、図が
うまく出来て達成感がわいた。 

なかなか他ではない
面白い授業だった。 

後期も受講しようと思う。 

充実することができた。 

最初は全く図ができる気
がしなかった。しかし回を
重ねていくうちに段々と
分かってきた。これから
も図を作っていきたい。 

地道に図解を考えて、頭の中で図解
をまとめ上げる力をつけたいと思う。 

最終課題に向けてしっかり
今まで勉強してきたことを
描けるようにしたいと思う。 

レポートが完成したあかつきには、か
なりの図解の実力がつくことを想定し
ているので、一生懸命頑張りたい。 

最終課題、良い
作品を作りたい。 

図解の勉強を続けたい。 

新しい理解の仕方を教わっ
た。デザインするのが楽しい。 

図を一生使っていきたい。 

図解に対してはい
つも威嚇体制です。 

この授業のおかげで、物事を理解する
ための手段を一つ知ることができた。
これからの人生で必ず役に立つと思う。 

どんな図にするかというアイ
デアが浮かぶようになった。 

なんだか図解
が好きになった。 図解を体系的に知ることができ

た。夏は本を図解したいと思う。 

何回か書いていくうち
に上手くきれいに書け
るようになった。図解の
勉強ができて良かった。 

練習すれば、論理は図に表
せるということが分かった。と
ても人生のプラスになった。 

最初はうまく表現できなかったが、今はあ
る程度は図解で表現できるようになった。 

図解をマスターしたら考
え方が変わり、何でも
順序よくすすみそう。 
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